
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fisher College 

Concurrent Program 

 
FLS International Concurrent Program at Fisher College 

語学留学だけでは物足りない！という人にピッタリ 

 “語学研修からスタートし、留学の後半にはカレッジの授業を現地学生と共に受講しよう！” 

 大学同時受講プログラム 概要 
  

プログラム対象者:  

 

FLS レベル 10 

*実際はレベル 12以上を推奨 

受講可能な授業:  

 

事前必須科目(Pre-requisite)の授業

を除く全授業 

セメスター毎、所得可能単位:  

 

最大 8単位 

申込受付:  

 

FLS Boston Commons 

申込締めきり:  

 

セメスター開始一ヶ月前まで 

入学可能セメスター:  春、秋 

 

なぜ FLSのコンカレントプログラムを選ぶのか？ 

➢ 予防接種や面倒な入学手続きが不要！！ 

➢ ただの語学研修ではなく、英語を使って勉強する！ 

➢ 現地の学生と共にカレッジの授業を受講できる！ 

➢ 大学で実際の単位を取ることができる！！ 

➢ 留学前半に英語研修があるため、スタート時に英語に自信がなくても安心！！！ 

 



 

FLS International/Fisher College Concurrent Program 

 

1. コンカレントプログラムはどんなプログラムなのか？ 
 

コンカレントプログラムは、ただの語学研修だけでは物足りない、語学研修プラスαでカレッジの授業も取りたい、という学

生にピッタリのプログラムです。FLS のレベル 10 旧レベル 5)を修了した生徒に、FLS で語学研修を受けながら、FLS の授業後

にボストンコモンズ公園を挟んで向かいにあるフィッシャーカレッジで現地学生と一緒に授業を取ることができます。コンカ

レントプログラムの利点は多くありますが、語学研修から始めるのでスタート時に英語力があまりなくても良い、登録時の手

続きが面倒ではない、といった点があります。 

 

 

2. 開講されている授業、手続きに関して 
 

最大で 1 セメスターに 8 単位まで取ることができます。FLS の生徒がフィッシャーカレッジで授業を取る場合、通常の留学生

とは異なり、面倒な手続きなしで登録することが出来ます。希望するコースにより、FLS の生徒は英語力もしくは数学力を測

るプレースメントテストを受け、受講資格があるか先に審査され、決定されます。 

 

希望する生徒にはコンカレントプログラム終了後に、フィッシャーカレッジに正規入学いただくことも可能です。この場合、

コンカレントプログラム中に取った単位も当然卒業単位として数えられます。休学留学の生徒様は日本の大学側によっては、

こちらの留学中に取った単位を認めてくれる大学も存在すると思われます。受講可能授業ですが、FLS の生徒も現地の学生と

同じように授業を取ることができます。但し、事前必須科目を取っていない場合は、取れない授業もございます。 

例) マーケティング 1 をとらずにマーケティング 2 の授業を取ることはできません。 

 

*クラスは Fisher College の正式生徒を第一優先にされるため、空席が万が一なくなりますと受けられない教科もありますので

ご注意ください。 

 

 

3. フィッシャーカレッジの応募締切日程 
 

コンカーレントプログラムは Fisher College の入学シーズンと同じく、春、秋セメスターの開始日にあわせる必要がありま

す。通常の学生と同じ開始日に開始しなければなりません。学期の途中での参加は不可能となっております。 

2020 年の各セメスターの締め切りは以下となります。*日程はあくまで目安となります。 

SEMESTER START DATE APPLICATION DEADLINE 

Spring 2020 January 21 December 21 

Fall 2020 August 31 July 31 

 

 

4. フィッシャーカレッジでの学費 

FLS のレベル 10 (旧レベル 5) を修了した生徒はフィッシャーカレッジで現地学生と共にカレッジの授業を受講することが出来

ます。但し、I-20 は FLS で保持することとなるため、FLS でジェネラルイングリッシュ (週 20 時間) 以上を取って頂く必要がご

ざいます。1 単位は$883 となっております。価格は予告なしに変わることがございます。通常の授業は 3 単位となりますの

で、1 授業約$2,500 となります。  



 

5. フィッシャーカレッジはどんなカレッジなのか？ 

 フィッシャーカレッジはアメリカの名門大学が多く位置するボストンの中心地にあります。ボストンコモンズ公園のすぐ横にあ

り、FLS Boston Commons 校までは徒歩 15 分程で着くアクセスの良さです。この 2 年制カレッジは規模が小さく、生徒一人ひとりが授

業に積極的に参加できる環境が作られています。本カレッジの人気の専攻としてはビジネス、経済学、経営学、ジャーナリズム、経理

等があります。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

サンプル留学プラン 

3 月 渡米、FLS への入学 (集中英語講座で語学研修レベル 7) 

4 月 語学研修 (レベル 8)  

5 月 語学研修 (レベル 9) 

6 月 語学研修 (レベル 10) 

7 月 語学研修 (レベル 11) 

8 月 語学研修 (レベル 12) 

9 月 FLS + フィッシャーカレッジ (秋学期) 

10 月 FLS + フィッシャーカレッジ (秋学期) 

11 月 FLS + フィッシャーカレッジ (秋学期) 

12 月 FLS + フィッシャーカレッジ (秋学期) 

 
*こちらのプランではレベル 7 からスタートと仮定しています、 

 

このプランの学費内訳 

FLS 入学費 $150 

FLS の学費 Intensive English ($400/Week) 

 $400 x 48 weeks = $19,200 

 

ホームステイ手配料 $200 

ホームステイ 2 人部屋滞在費 ($275/Week) 

 $275 x 48 weeks= $13,200 

 

カレッジ学費 $3,500 (1 授業) 

 

合計 $36,250 

*この合計金額はあくまで目安となります 

FLS のサンプルスケジュール 

Sample Schedule Time 
FLS にて英語研修 9:00 am – 1:00 pm 
フィッシャーカレッジへ移動 1:30 pm 
カレッジにて授業 2:00 – 4:00 pm 
帰宅  

 
FLS の授業が午前中にありますので、フィッシャーカレッジで授業を取るのは午後となります。フィッシャーカレッジでは多くの授業が午後もしく

は夕方に開講されています。また、オンラインで授業を取る事も可能です。例) 4 時から 6 時までのアカウンティングの授業を火曜と木曜に履修 

FLS でインテンシブイングリッシュ (週 25 時間) もしくはアカデミックイングリッシュ (週 30 時間) を取っている生徒がジェネラルイングリッシュ 

(週 20 時間) に変更したい場合は、FLS が授業料の差額を返金します。 

*こちらはコンカレントプログラムのみに適用される特別なルールとなります。通常はプログラムの変更による返金はございません。 

 



 

FISHER COLLEGE 

FLS Concurrent Program 

Sample List of Popular Courses for Spring 2017 
 

 

Fisher College offers FLS students enrolled in level 10 or higher an opportunity to earn college credits while they finish their 

English language instruction. Enrollment is subject to availability at the time of the request.  

フィッシャーカレッジでは下記を含む多くの専攻科目が提供されています。  
 

- コミュニケーションとメディア  

- 英語  

- 一般教養  

- 心理学  

- ビジネス、経営、経済  

- スポーツ経営  

- リベラルアーツ  
 

*英語力、科目での知識、能力、Pre-requisiteの授業を取っているかどうかなどをカウンセラーと協議し、授業についてい

けるかどうか等、総合的に判断が下されます。  
 

 

COMMUNICATION AND MEDIA STUDIES  

CM100 INTRODUCTION TO HUMAN COMMUNICATION (3 credits)  

This course will focus on the fundamental concepts needed to better understand human communication in everyday life. Students 

investigate the role communication plays in a variety of contexts, including interpersonal, group, intercultural, organizational, public, 

media, and computer-mediated communication. The course is designed to improve your skills as a communicator and to enhance your 

understanding of the human communication process.  

 

 

ECONOMICS  

EC101 MACROECONOMICS (3 credits)  

An examination of the macroeconomic factors that influence the activities of consumers, businesses, and government. By analyzing 

national income, supply and demand, investment and savings, consumption patterns, and monetary and fiscal policy, the student will 

gain insight into the economic issues of the day. Among these are the causes of inflation, unemployment, recession, and the effects of 

government policies on the economy. A library component is included.  

 

 

CRIMINAL JUSTICE  

CJ101 INTRODUCTION TO CRIMINAL JUSTICE (3 credits)  

This course provides an overview of the history and present-day operation of the criminal justice process in the United States. 

Students will analyze the role, responsibility, and authority of each of the components of the system: police, courts, corrections, and 

the underlying principles and values of justice. Additionally, students will learn various methods of writing as they pertain to the 

discipline of criminal justice such as: article critiques; annotated bibliographies; reaction papers; police, probation and parole reports; 

agency case studies and policy analysis papers.  

 

 

MARKETING  

MK201 PRINCIPLES OF MARKETING (3 credits)  

The objective of this course is to familiarize the student with the scope, terminology, and procedures of marketing in a modern firm. 

The various elements of marketing — pricing, promotion, distribution, and product planning — are carefully analyzed. Consumer 

motivation and the diffusion and adoption of new goods and services are studied.  

 

 

COMPUTER SCIENCE  

CS101 COMPUTER CONCEPTS AND APPLICATIONS (3 credits)  

This course provides an overview of the capabilities, use and limitations of computers and their applications. All facets of information 

systems are discussed: hardware, software, networks, communication, security and the internet. Applications of technology in the 

areas of management, communications, information systems and education are discussed. Students will perform extensive labs to 

develop competencies in file management, Word, PowerPoint, and Excel. 


