
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

UMASS Boston 

Concurrent Program 

 

FLS International Concurrent Program at University of Massachusetts, 

Boston 

“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 15 

 

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３単位 

申込受付:  

 

FLS Boston Commons 

申込締め切り:  

 

セメスター開始 1ヶ月前まで 

入学可能セメスター:  春、秋 

 

なぜ FLSの大学同時受講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、英語を使って専門分野

を勉強する！ 

➢ 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/UMASS Boston Concurrent Program 

 

1. 大学同時受講プログラム（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 14 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

コモンズ校から電車と徒歩で 25 分ほどの距離にあるマサチューセッツ大学ボストン校で現地学生と一緒に授業を取ることが

できます。実際大学の単位を取得するコースとなります。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. 聴講コースも可能！！ 
コンカレントプログラムと違って、単位を修得出来ませんが、1-4 週間の期間で授業に参加して聴講できます。セメスターの

始まりにあわさなくても構わず、いつからでも参加できる点がメリットです。（こちらは、FLS レベル 10 以上を必要としま

す。）費用は、1 週間$510 となります。 

 

3. 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 1 科目（3 単位）取ることができます。FLS の生徒がマサチューセッツ大学ボストン校で授業を取る場

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て決定されることがあります。 

 

希望する生徒にはコンカレントプログラム終了後に、マサチューセッツ大学ボストン校に正規入学することも可能です。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、留学中に取った単位を認める大学も存在します。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、取れない授業もあります。 

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。 

 

*クラスはマサチューセッツ大学ボストン校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。 

 

 

4. マサチューセッツ大学ボストン校の応募締切日程 
 

コンカレントプログラムはマサチューセッツ大学ボストン校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 2021 January 25 December 25 

Fall 2021 September 8 August 8 

 

 

5. マサチューセッツ大学ボストン校での学費 

FLS のレベル 14 を修了した生徒はマサチューセッツ大学ボストン校で現地学生と共に大学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 授業は$1,530 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。また、4 週間あたり$1,600 で大学の

授業を聴講することも可能です。  



 

6. マサチューセッツ大学ボストン校はどんなカレッジなのか？ 

 マサチューセッツ大学ボストン校はボストンでも名門の州立大学で、アメリカの多くの名門大学が位置するボストンの中心地にあ

ります。FLS Boston Commons 校から電車と徒歩で 25 分の距離です。この公立の 4 年制大学は 120 エーカー(東京ドーム 5 個分)の敷地

内で 1 万 2 千人が大学生が勉学に励んでいます。公立の大学のため、学費も比較的安くなっています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 9) 

4 月 語学研修 (レベル 10)  

5 月 語学研修 (レベル 11) 

6 月 語学研修 (レベル 12) 

7 月 語学研修 (レベル 13) 

8 月 語学研修 (レベル 14) 

9 月 FLS + マサチューセッツ大学ボストン校 (秋学期) 

10 月 FLS + マサチューセッツ大学ボストン校 (秋学期) 

11 月 FLS + マサチューセッツ大学ボストン校 (秋学期) 

12 月 FLS + マサチューセッツ大学ボストン校 (秋学期) 

 
*こちらのプランではレベル 9 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 $2,000 (1 授業) 

 

合計 $34,750 

*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 
マサチューセッツ大学ボストン校へ移動 2:00 pm 
マサチューセッツ大学ボストン校にて授業 2:30 – 4:00 pm 
帰宅  

 
FLS の授業が午前中にありますので、マサチューセッツ大学ボストン校で授業を取るのは午後となります。マサチューセッツ大学ボストン校では多

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 が授業料の差額をコンカレントプログラム費用に充当します。 

*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。 

 


