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写真や卒業生の体験談を掲載。

教職・研究職・研究所
銀行・証券・生命保険・損害保険等
官公庁・日本銀行・政府系機関等
医師等
弁護士・会計士・建築士・コンサルタント
新聞社・出版社・通信社・テレビ局等
化学・造船・自動車・食品等
商社
電機・コンピューター・通信・精密機器等
国際機関
その他
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2. 就職について（累計、％）

海外大学進学者数（単位：人、合計 66名）

ブラウン大学
マカレスター・カレッジ
ニューヨーク大学
ケンブリッジ大学
ICL（インペリアル・カレッジ・ロンドン）
プリンストン大学
シカゴ大学
UCL（ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン）
エジンバラ大学
イェール大学
その他
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1. 進学について（2006～2016年度実績）
国内大学進学者数（単位：人、合計 39名）

京都大学
慶應義塾大学
早稲田大学
筑波大学
東京大学
上智大学
東北大学
一橋大学
国際基督教大学
関西学院大学
その他

11

8
7

3

2

2

1
1
1 1

2

2017.5

　日本からの奨学生は、日本はもとより、海外の名だたる大学や大学院へ進学し、その後、様々な分野で活躍しています。

問い合わせ先

関連リンク

（公社）UWC（ユナイテッド・ワールド・カレッジ）日本協会とは
　経団連の支援を得て設立されたＵＷＣ日本協会では、日本よりＵＷＣのカレッジに派遣される奨学生（高校生）の
選考、奨学生に対する奨学金の支給、ＵＷＣプロジェクトの日本への紹介等の事業を行っております。奨学金は全て、
ＵＷＣプロジェクトの趣旨に賛同する経団連会員企業59社ならびに個人による寄付金を原資とするものです。
　ＵＷＣ派遣奨学生への応募方法、ＵＷＣの概要等については、協会のウェブサイトをご参照ください。
http://www.keidanren.or.jp/japanese/profi le/UWC/index.html

　変化の激しい、将来を見通しにくい時代にあっては、一人ひとりが質の高い教育
を通じて視野を拡げ、文化や社会の多様性を理解し、自ら考え、自らの意見を発信
する力を身につけて、時代の変化に主体的に対応していくことが何よりも重要に
なってきています。ＵＷＣにおける国際バカロレア教育は、こうした時代の要請に
まさに合致するものであると考えます。一人でも多くの日本の高校生の皆さんに、
この素晴らしいUWCの教育を体験してほしいと願っています。
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UWC日本協会会長
（朝日生命保険最高顧問）

卒業生の主な進学・就職先

普通の日本の高校生だった私にとって英語での全寮生
活は未知への挑戦でした。しかし、世界各国から選抜
されてきた愉快で個性豊かな仲間と共に、授業や課外
活動などで明け暮れる毎日は貴重で充実したものでし
た。UWCでの生活は、苦労はあったとしても自分自
身の成長や自信、将来の選択肢の広がりにつながると
確信しています。
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アトランティック・カレッジ
1979年卒業

東京大学卒業
ハーバード大学大学院卒業
ニッセイアセットマネジメント
社長

慣れない英語での勉強、才能と個性溢れる友人達、イ
ンドという国のエネルギーを日々感じる環境………
そこから学んだことは私の「軸」となっています。異
なる環境に飛び出すことは勇気がいるものだと思いま
すが、きっと何にも代え難い2年間が待っています。
より多くの皆様に、UWCそして世界に関心を持って
いただければと思っています。
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 あさぎさん

マヒンドラ・カレッジ
2003年卒業

京都大学卒業
外務省

留学を目指す皆さんへ

公益社団法人
ユナイテッド・ワールド・カレッジ日本協会

ユナイテッド・ワールド・カレッジのご案内

UWC日本協会会長メッセージ 2017年度版

http://www.keidanren.or.jp/japanese/profile/UWC/index.html


レッド・クロス・ノルディック・カレッジ

創立：1995年
所在地：ノルウェー・フレック フャーレル

フィヨルドを臨む伝統的木造建築に最新の情報通信設備を備えた
カレッジ。赤十字の協力により海難・山岳救助、応急手当措置な
どの訓練を受けるなど、社会福祉と環境教育を重視している。

UWC Red Cross Nordic

ＵＷＣ（ユナイテッド・ワールド・カレッジ、本部：ロンドン）は、世界各国から選抜された高校生を受け入れ、教育
を通じて国際感覚豊かな人材を養成することを目的とする国際的な民間教育機関です。現在までに、イギリス、カナダ、
イタリア、アメリカ、香港、インド、オランダ等世界 17カ国にカレッジ（高校）が開校され日本から 550名超が派
遣されています。

UWCでのカリキュラムは、日本を含む多くの国で大学入学資格として認められている国際バカロレア（International 
Baccalaureate= 通称 IB）に則っています。
IB のプログラムは、主要科目（言語、社会科学、自然科学、数学、選択科目）のみならず、一般教養や卒業論文、社
会奉仕活動など、学業だけに片寄らない、バランスのとれた学生を育成することを目的としています。IB のディプロ
マは、ジュネーブにある IB 本部に登録した学校で２年を修了し、IB 試験で一定以上の得点をした者に与えられます。
IB ディプロマを得た者は、IB 試験での得点を基準に大学入学資格が与えられるという仕組みになっており、現在、日
本を含めて約140以上の国・地域の大学が IBディプロマを入学資格として認めています。

「国という枠組みを超えて繋がり合えた友たち。彼
らが今世界中に散らばって、それぞれの場所で輝き
続けている。そんな彼らを信じ、私も私の輝きを放っ
ていきたい。」
（2009年インド、マヒンドラ・カレッジ卒業生）

アトランティック・カレッジ

創立：1962年
所在地：英国・ウェールズ

ブリストル海峡に臨む、14世紀の城を中心としたUWC
最初のカレッジ。生徒による海難救助を含む、多彩な活
動が行われている。

UWC Atlantic College

創立：1982年
所在地：アメリカ・ニューメキシコ

丘の上のモンテズマ城を仰ぐ広大なキャンパス。山岳救
助・社会福祉などの活動が行われる。

UWC-USA

ピアソン・カレッジ

創立：1974年
所在地：カナダ・ビクトリア

バンクーバー島の南端にある、森と海に囲まれたカレッ
ジ。元カナダ首相でノーベル平和賞受賞者ピアソン氏の
意志を継承するべく設立された。

Pearson College UWC

コスタリカ・カレッジ

創立：2000年（UWC加盟は2006年）
所在地：コスタリカ・サンタアナ

山と自然に囲まれたカレッジ。英語とスペイン語のバイ
リンガル・スクールで、児童養護施設での社会奉仕活動や、
国立公園での活動などが行われる。

UWC Costa Rica

マーストリヒト・カレッジ

アドリアティック・カレッジ

ロバート・ボッシュ・カレッジ

創立：2009年
所在地：オランダ・マーストリヒト

カレッジが街の中心に近いこともあり、学生が参加する
コミュニティ・サービス活動は外部と関わる事が多い。
カレッジ独自の行事も数々ある。

創立：1982年
所在地：イタリア・トリエステ

アドリア海に面した、ラテン、ゲルマン、スラブ文化の
接点であるドゥイノ村にある。授業は英語で行われるが
イタリア語も必修であり、地域との交流も深い。

創立：2014年
所在地：ドイツ・フライブルグ

美しい山並みに囲まれたカレッジ。ドイツ語の履修も可
能。ドイツの企業家、ロバート・ボッシュ氏生誕150周
年を記念して設立された。

UWC Maastricht

UWC Adriatic

UWC Robert Bosch College

ディリジャン・カレッジ

創立：2014年
所在地：アルメニア・ディリジャン

世界最古のキリスト教国であるアルメニアに設立された
カレッジ。自然の美しいディリジャン国立公園内に位置
している。

UWC Dilijan

チャイナ・カレッジ

創立：2015年
所在地：中国・江蘇州常熟市

3000年の歴史を持つ常熟市（上海より車で２時間）に
あり、湖に隣接している。設備が充実したカレッジである。

UWC Changshu China

リ・ポ・チュン・カレッジ

創立：1992年
所在地：中国・香港特別行政区

美しいトロ湾に面したカレッジ。中国語の学習が奨励さ
れ、社会奉仕活動は中国本土や東南アジアなどで行われ
る。

Li Po Chun UWC
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USAカレッジ

「人生の中で一番多く泣き、笑い、そして心動かさ
れた2年間を忘れることは絶対にないだろう。」
（2006年カナダ、ピアソン・カレッジ卒業生）

11

UWCとは

カレッジにおける教育

マヒンドラ・カレッジ

創立：1997年
所在地：インド・プーネ

インドの伝統をライフ・スタイルに取
りこんだ新しいカレッジ。社会福祉活
動は田園地域で行われる。

UWC Mahindra College

7

〈ボスニア・ヘルツェゴビナ〉
モスタル・カレッジ
（UWC in Mostar）

〈スワジランド〉
南部アフリカ・カレッジ
（Waterford Kamhlaba UWC）

〈シンガポール〉
東南アジア・カレッジ
（UWC SEA)
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〈日本〉
ユナイテッド・ワールド・カレッジ
ISAKジャパン
（UWC ISAK Japan)

〈タイ〉
タイ・カレッジ
（UWC Thailand)




