
フレイザー・インターナショナル・カレッジから行く

サイモンフレイザー大学
サイモンフレイザー大学（SFU）は革新的プログラム、卓越した学
業への注力、そして活気あふれるキャンパスコミュニティを特徴
とし、常にカナダのトップクラスの大学として位置付けられていま
す。SFUでは、あなたと同じように勉強熱心で優秀な仲間と一	
緒に、世界的に有名な教育者から学ぶことができます。

バーナビー、バンクーバー、およびサレーに
あるSFUのキャンパスには計2万5千人以上
の学生が在籍しています。8学部が100種類
を超える課程を提供しており、各学生は自
身のニーズに合わせて複数のプログラム
を組み合わせることもできます。

毎年、SFUは海外からの新入生および在学
生のために100万カナダドル以上の奨学
金や賞を提供します。カナダ有数の大学代
表スポーツチームもいくつかあります。ま
たカナダの大学のうち、全米大学競技協会

（NCAA）に加盟し米国の大学と競うのは
SFUだけです。

学生生活
SFUではキャンパスライフを充実させる機会が
豊富に用意されています。

• Co-operative Educationプログ
ラム: 課程の一環として有給で実
務を体験することができます。

•	 健康維持: SFU校内リーグに加わったり、 
ジムやプールに行ったり、多数のSFUスポ
ーツクラブから選んで参加したりできます。

•	 クラブ活動: 政治、社会、文化、人道、宗教な
ど、さまざまなテーマのクラブがあります。

•	 エンターテイメント: SFU現代芸術学部に
よる舞台シリーズを観ることができます。

•	 イベント: カナダの行事や国際的フェ
スティバルが頻繁に行われ、SFUコミ
ュニティ全体が盛り上がります。

SFUでの学生生活の詳細についてはウェブサ
イト（students.sfu.ca）をご覧ください。

SFUのランキング
• カナダで1位の総合大学、

全体で10位以内 - Macleans 
Magazine 2014年

• コンピューティングサイエ
ンス課程は世界で50位以
内 - 2014年度世界大学学術
ランキング 

• ビジネス課程は世界で150
位以内 - 2014年度世界大学
学術ランキング

• 世界の創立50年未満の
大学中24位 - 2014年The 
Times Higher Education 
ランキング



大学を卒業する日を想像する
•	 卒業生の中で自分が抜きん出ているか？
•	 自分が目指す分野ですでに経験を積んでいるか？
•	 実務経験が豊富に記された、効果的な履歴書を作ってあるか？
•	 印象的な添え状の書き方を知っているか？
•	 “希望企業との面接に自信を持って臨めるように、面接の練習
を重ねたか？”

SFU Co-op（Co-operative）プログラムを終えれば、上の質問に	
「はい！」と答えることができます。

SFUのCo-opプログラムは、北米で最も歴史
があり最も大規模なプログラムのひとつで
す。Co-opプログラムとは、学位課程中に参
加する有給の職場実習です。

SFUは54の学部課程および10の大学院課
程にわたるすべての学科でCo-opプログラ
ムを提供しており、毎年約2,500件のCo-op
実習を行っています。

Co-opプログラムの目的は、新卒採用を行う
企業が求めるスキルを学生に身につけても
らうことです。

これまでフレイザー・インターナショナル・
カレッジ（FIC）の卒業生は、HSBC、Fluor、 
Ernst and Young、Blackberry、IBM、Bank of 
Montreal、KPMG、Macquarie Bankなどさま
ざまな企業のCo-opプログラムに参加しま
した。SFUの学生は、カナダを始め世界各地
のCo-opプログラムに参加できます。

SFUのCo-opプログラムへの参加は、卒業後
にカナダ国内や海外で就職活動をする際
に大きな強みになります。

FICの学生は、SFU編入後にCo-opプログラ
ムに申し込むことができます。



FICからサイモンフレイザー大学へ
FICはSFUとの提携により、サイモンフレイザー大学の学士号取
得につながるユニークな道筋を留学生に提供します。

FICのプログラムは、高校から大学の勉強への
移行をサポートし、新しい文化と国への適応
を支援するために、特別に用意されたもので
す。学業面や生活面で充実したサポートを受
けながら学士課程の勉強をスタートさせるこ
とができます。また、SFUキャンパスで、さまざ
まな施設を利用したりレクリエーションイベン
トを楽しんだりできます。

FICに出願して合格すると、FICで受講するプ
ログラムとそれに続くSFU学士課程とを合わ
せた合格通知が届きます。FICプログラムを
修了し、合格通知に記載された条件を満たせ
ば、対象のSFU学士課程の2年次に編入するこ
とができます。

FICで勉強することには以下の利点があり 
ます。
• 約50カ国の2千人以上からなる、国際色

豊かなコミュニティの一員になれる。
• カナダの一流大学を卒業し、国際的に認め

られた学位を取得できるチャンスがある。
• 大学のサービスをすべて利用でき、 

SFUキャンパス内の寮にも申し込める。
• 留学生がカナダの教育システムにすば

やく適応できるよう配慮されたカリキ
ュラムが、大学によって作成される。

• 少人数のクラスなので、一人ひ
とりに指導が行き届く。

• 無料チュートリアルクラスや、 
講師との定期個人面談を通して、
着実に学力を高められる。

• SFUが誇る世界クラスの図書館、最
新式のコンピュータルーム、充実し
たスポーツ施設を利用できる。

• 専用の準備プログラムを通して、カナダ
での勉強にスムーズに移行できる。

SFUおよびFICの詳細については、ウェブサイト
（sfu.caまたはfraseric.ca）をご覧ください。

大学編入プログラムの分野:
• 人文／社会科学
• 経営学
• コミュニケーション／ 

アート／テクノロジー
• コンピューティングサイエンス
• エンジニアリングサイエンス
• 環境学
• 保健科学

入学時期
1月、5月、9月

日本の高校生に適用される入学条件

UTP Stage II 経営学、人文／社会科学、	
コミュニケーション／アート／テクノロジー、	
環境学（人文）、保健科学	（人文）、準文学士

UTP Stage II コンピューティング	
サイエンス、環境学（理学）

UTP Stage II エンジニアリング	
サイエンス

高校3年次の3科目のGPA 3.0、かつ、2年次または3年次の 
追加1科目のGPA 3.0

高校3年次のGPA 3.0、数学（4.0以上）と
理系1科目を含む

高校3年次のGPA 4.0、数学（4.0以上）と
理系2科目を含む

“FICでは一クラス当
たりの生徒数が少な
いので、 すぐに先生
とよい関係を作るこ
とができます。授業
中は質問がしやす
く、役立つフィードバ
ックも得られます。” 

My FIC: アレックス・マキミネさん 人文・社会科学

スタディーアブロードプログラム

日本の大学に在籍しながら
留学を体験することもできま
す。FICでは1学期、2学期、ま
たは3学期のスタディーアブ
ロードプログラムを受講でき
ます。

スタディーアブロードプログ
ラムを受講すると、FICおよび
SFUの施設とサービスをすべ
て利用できます。スタディー
アブロードプログラムの内容
は、サイモンフレイザー大学
の学士課程1年次に相当しま
す。このプログラムを修了す
ると修了証明書が発行され
ます。



出願および詳細については、Navitas日本代表事務所 
までお問い合わせ下さい。
navitas-japan.com
fraseric.ca

英語力条件
FICの授業は英語で行われるので、FICプログラムへの入学が認め
られるには適切なレベルの英語力を持っていることを証明する
必要があります。下表のいずれかのスコアを取得することで、十分
な英語力を証明できます。各バンドのスコアについても条件が適
用されます。

直接入学
直接入学のための英語力条件および国ご
とに設定された学業面の条件を満たしてい
る場合、UTP Stage IまたはUTP Stage IIへの
直接入学が認められます。UTP Stage IIの直
接入学条件を満たした方は必修アカデミッ
クリテラシーコース（ALC）を1学期目に履修

します*。直接入学UTP IIプログラムは3学期
で修了します。

統合入学
統合入学のための英語力条件および国ご
とに設定された学業面の条件を満たして

いる場合、UTP Stage IまたはUTP Stage IIの
受講を開始するとともに、1学期目に統合コ
ースと2つのアカデミックコースを受講しま
す。統合入学のUTP IIプログラム／UTP Iプロ
グラムは3学期で修了します。

コーナーストーン入学
コーナーストーン入学のための英語力条件
および国ごとに設定された学業面の条件
を満たしている場合、UTP Stage IまたはUTP 
Stage IIの受講を開始するとともに、1学期
目にコーナーストーンコースを受講します。
コーナーストーン入学のUTP IIプログラム
は4学期、コーナーストーン入学UTP Iプログ
ラムは3学期で修了します。

英語資格試験 直接入学の条件 統合入学の条件
コーナーストーン	
入学の条件

IELTS (アカデミック) オーバーオール6.0  
(全バンド5.5)

オーバーオール5.5 
(リーディングとライティング5.5、 
スピーキングとリスニング5.0)

オーバーオール5.0

TOEFL 79 69 59

英語力の向上
志望するFICプログラムの英語力条件を満たしていない方に
は、SFUの集中英語プログラムの受講をお勧めします。

SFU英語・文化（ELC）プログラム
SFUのELCは大学の環境でインタラクティブ
に学べる集中プログラムです。このプログ
ラムは、語学力の向上と、その言葉が使わ
れている文化の理解の重要性に焦点を当
てています。授業以外でも自習できる環境
があり、どのような環境でも自信を持って英
語を使えるようになります。ELCプログラム
はSFUのバンクーバーキャンパスで実施さ
れ、初級レベルから上級レベルまで幅広い
英語コースがあります。

 
 
 

コースの期間は、各学生の英語力向上のニ
ーズに応じて4週間、8週間、または12週間
です。FICで専門科目を履修する前に英語
力を高める必要がある方のために、FICが
ELCでの英語クラスを手配できます。

FICプログラムとELCプログラムとの両方に
対する合格通知を得るには、IELTS 4.0相当
以上の英語力が必要です。詳細について
は、SFUウェブサイト（sfu.ca/elc）の 

「Our Programs & Courses」をご覧ください。

* IELTS 6.5（全バンド6.0）相当の英語力をお持ちの方はアカデミックリテラシーコースが免除されます。

FICはNavitas Groupに属しています。FIC3447_0415_AW

Navitas日本代表事務所
〒150-0011 東京都渋谷区東  
1-3-1- 505 

T (03)5485-0786
F (03)5485-0798

anderson@emcstudy.com
info@fraseric.ca


