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TOSHIN TIMES. THE“IMPROVE YOURSELF！”ISSUE
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易 稜大くん

東進の海外大学留学支援制度を
活用してスタンフォード大学で勉強中
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海陽中等教育学校卒

日本の未来を担い、世界にはばたくリーダーの育成を支援
するため、日本全国の未来のリーダー候補である高校生に対
して東進が実施しているのが東進の「海外大学留学支援制
度」だ。返済不要の給付金制度で、年間約1,000万円、４
年間で約4,000万円の奨学金となる。留学支援対象の大

▲スタンフォードのキャンパス内で最も爽
やかな場所。一面緑の整備された芝生
が広がっていて、日中には日向ぼっこや
昼寝もできるほどのどかなスペース。

学はまさに「知の最高峰」
。今回、同制度を活用して米スタ
ンフォード大学に進学した易稜大くんに話を聞いた。
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▲この噴水はスタン
フォードで最も有名な
噴水です。夏にはよ
く男子学生が海パン
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ビーチバレーをしたり
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ただ、英語の勉強を開

たが、海外のトップ大学

人はほとんどいませんし、 使って何をしたいとか、

始したのは中学１年から

を目指すなら高校の早い

▶︎大学から自転車で10分
程度のユニバーシティアヴェ
ニューには、さまざまなレスト
ランが並んでいます。よく
通っているのがクオリティー
の高い中華料理を財布に優
しい価格で食べられる庶民
的な中華料理屋「Taste」
です。

まれて勉強ができる点は、

▲スタンフォードブックストアです。この書
店では授業に必要な教科書のほか、一
般書籍、そしてさまざまなスタンフォードグッ
ズ、さらにはカフェスペースも完備されてお
り、マルチに利用できる施設です。お土
産を購入するならここが一番でしょう。

トやサークルを進められ

▲スタンフォードの講堂の一つで、僕
が入学した時に学長が入学生に向け
て講話をされた場所でもあるので非常
に印象深い建物の一つです。

何を解決したいとかを決

▼キャンパス内で一番大きな教会
です。観光客の写真スポットとして
も多く選ばれています。 内部も非
常に荘厳で素敵な雰囲気です。

当然、学校や寮では英語

▶︎キャンパスの筆頭シンボル
のタワー。広大なキャンパス
内で迷子になっても基本どこ
からでも見えるこの塔を基点
にして目的地にたどり着くこと
ができます。入学後のスカベ
ンジャーハントでは塔の頂上
まで登りましたがそこからの眺
めは最高でした。
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History

全国統一小学生テストを定期的に受験。

中学３年
海外進学に興味を持つ。

高校1年

全国統一高校生テストの受験前に東進の
「海外大学留学支援制度」の存在を知る。
進学にかかる費用は相当なものなので、
大きなチャンスだと感じる。

高校２年以降

全国統一高校生テスト決勝大会で優秀な
成績をとり、支援対象者として選抜。
その後、
スタンフォード大学を受験するまで、
SATやTOEFLの対策、出願書類対策、
インタビューやエッセイ対策等、具体的な
対策を東進のスタッフと進める。

海外大学留学支援制度

支援内容（支援対象大学）
ハーバード大学、プリンストン大学、イェール大学、スタンフォード大学、
マサチューセッツ工科大学、カリフォルニア工科大学への進学者に対し、
1人あたり総額38万ドル（年間9.5万ドル4年間、約4,000万円）を給
付。ケンブリッジ大学、オックスフォード大学への進学者に対し、1 人あ
たり総額26万ポンド（年間6.5万ポンド4年間、約3,520万円）を給付。

----------

この制度は、「独立自尊の社会・世界に貢献する人財の育成」 を教育目標として掲げる 選抜方法
東進が、 日本全国の未来のリーダー候補である高校生に対して、 世界のトップレベルの 「全国統一高校生テス
ト」決勝大会の成績と、
頭脳が集う海外大学進学を支援するものです。 1人あたり総額最大38万ドル（約4,000 人物評価面接により支
万円、 4年間累計）の返済不要の給付金を授与。 卒業後は各分野において、日本代表 援対象者を選抜。各学
年毎年最大10名。
として世界を舞台に大活躍する人財となっていただくことを目的としています。

1人あたり総額38万ドル（約4,000万円）
各学年毎年最大10名の留学を支援！ 給付金は返済不要

----------

知力の日本代表を世界へ

----------
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