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NYU ビジネスサーティフィケイトコース修了後は、思い切って2カ⽉間のインターンシップに挑戦。
帰国後の就職に役⽴つ留学。

アメリカ・ニューヨーク・Y2023
New York University　(NYU)

名⾨ニューヨーク⼤学・ビジネスコース受講＋語学留学

ビジネス留学　NYUサーティフィケイト取得＋インターンシップ

語学学校で英語⼒強化とともに、名⾨New York University(NYU)でCertificate 取得︕
芸術の最先端の街ニューヨークで⽇常英会話〜ビジネス英語〜ビジネス専⾨知識まで、最短期間で習得。



語学＋New York University(NYU)ビジネス留学プログラム 

ニューヨーク⼤学(NYU)ビジネス・サーティフィケイト取得留学おススメポイント︕

NYU ビジネス・サーティフィケイト取得留学プログラムについて

NYU ビジネス・サーティフィケイト取得留学プログラムの特徴

● TOEFLのスコア不要で⼊学が可能。正規留学の学部の授業と同等のハイレベルな授業を受講することができ、⼤学の学位取得⽬的で
はなく、NYUの社会⼈向け⽣涯教育プログラム=SCPSにて、集中的且つ短期間で専⾨分野学びたいという皆様におススメのプログラムです。
NYUのSCPSは、留学⽣向けのプログラムではなく、あくまでも現地のアメリカ⼈の社会⼈向けに運営されるプログラムである為、クラスメイトは
基本的にすべてアメリカ⼈です。但し、現地社会⼈向けのパートタイムのプログラムである為、NYU からビザを取得することはできません。従って、
必ず語学学校からF1ビザを取得し、語学学校の授業を受講することを条件にプログラムにご参加頂きます。

● 有名⼤学の⽣涯学習プログラムのビジネスコースでは、学びたい専⾨分野だけを集中的に学ぶことができ、語学学校に通学しながら⼤学
の授業を受講できるので、語学⼒に不安がある場合でもビジネスの専⾨プログラムを受講することが可能。ビジネスコース修了後、NYUからの
受講証明書と成績表を取得。

● 世界的に有名な名⾨⼤学で、現地の社会⼈と⼀緒に授業を受講。語学学校での留学⽣のみの環境とは全く異なる環境でビジネス専
⾨知識を習得。

● 語学学校修了⽇から60⽇以内に必ずアメリカを出国して帰国することが条件。この60⽇の期間はGrace Periodと呼ばれ、この間に無
給のインターンシップを経験することが可能。インターンシップ先の⼿配は、求⼈の豊富なキャリアエクスチェンジにお任せ下さい︕

ニューヨーク⼤学=New York University(NYU)は1831年創⽴のNYを代表する私⽴⼤学。名⾨
⼤学と知られ、アメリカで⼊学したい⼤学のトップ10にランクインする憧れの難関⼤学。

⼤学キャンバスはマンハッタンの南、ワシントン・スクエアに隣接し、不動産、出版、スポーツビジネス、芸
術学部演劇学科、映画学科が有名で、多くの著名⼈を輩出している。NYUは、⽣涯教育プログラム
（School of Continuing and Professional Studies=SCPS）においても、パイオニア的存在で
あり、本プログラムではNYU SCPS のビジネス専⾨コース受講し、専⾨知識を⾝に付けることを⽬指しま
す。語学学校との組合わせにより、ビジネスの専⾨分野の知識のみならずビジネス英語の強化にも最適。

● Business (ビジネス全般)、Management & Leadership (経営), Film(映画関連)等、
あらゆるビジネス分野を網羅した幅広い専攻科⽬。各専攻は、基礎から始まり、最新のビジネススキ
ル・知識を学ぶことができる為、初⼼者の受講だけでなく、すでに⽇本で社会⼈として活躍している皆
様の受講においても、これまで⼤変ご好評いただいています。NYUビジネスコースの受講者のほとんど
は、現地の社会⼈ですので、プログラムの受講を通じてクラスメイトとの情報交換や意⾒交換等、専
⾨分野の⽣きた情報交換の場としても最適。

● NYUの場合、1セメスター(=約3〜4か⽉間)1科⽬からの授業受講可能。1セメスターにつき、
仮に3科⽬受講の場合、週3回夜間または週末にNYUの授業を受講するイメージです。 私⽴の⼤
学であるNYUは、4年制の正規学部⼊学の場合、授業料が⼤変⾼額ですが、SCPSコースの場合、
必要な授業を必要な分だけ受講できる為、⼤変経済的です。

● 語学学校修了後のGrace Period(⽶国に合法的に滞在可能な期間) 8週間を利⽤して、現
地企業でインターンシップを経験することが可能です。



Certificate Programs: Requirements and Benefits

Certificate Requirements

ニューヨーク⼤学(New York University = NYU) について

The NYU School of Professional Studies is a leader in noncredit continuing 
education. People from across the country and around the world enroll in our 
noncredit courses of certificates.  Professionally oriented programs are 
offered as well as those geared toward personal enrichment. Day, evening, 
and weekend schedules are available to fit your busy lifestyle. Courses are 
taught by top industry professionals, who provide you with the latest 
information in your area of interest. No matter what your passion or career 
path, you will find that the School offers a noncredit learning environment like 
no other. 

NYUSPS noncredit certificate programs provide students with a comprehensive overview of a field they may be 
considering as a career. They are taught by highly qualified faculty members with in-depth experience in their subject 
areas. Certificates are comprised of courses that do not carry credit and are not NY State reviewed.

To earn an official certificate, students must declare their candidacy at the start of the certificate in which they enroll. 
Certificate candidacy entitles students to important benefits detailed on this page.

Students are welcome to take as many individual courses from a certificate program as they wish, but they will not 
receive an official certificate or be eligible for the benefits detailed below unless they declare certificate candidacy.

■ Students have up to three years to complete a certificate from initial date of registration, unless otherwise noted.
An official certificate is available upon completion of all courses if an overall average grade of B or higher is maintained 
and candidacy has been declared.
■ Certificate candidacy may be revoked if academic performance is not maintained, and Certificate candidacy may be 
revoked if student conduct policies are not adhered to.
■ There is a one-time $5 fee for the NYU student photo ID card; the card is active for the entire semester in which a 
registered student is enrolled in an approved certificate course and is deactivated when the student is not enrolled in 
an applicable course.
■ Regular class attendance is required in order for a course to be applied toward a certificate program.
■ Students may complete courses affiliated with more than one certificate in a given term, however, only one 
certificate will be issued and conferred in a term.
■ Courses taken at NYUSPS may be applied to fulfilling the requirements of only one certificate program̶no transfer 
work or waiver of the total number of courses required is permitted.
■ The name printed on the certificate will match the name on the studentʼs NYU transcript. 
■ Education Certificate in Financial Planning program do not require declaration.
■ Approval for exception to any of the above requirements must be obtained in advance in writing from the program 
office.

Note: Departments may establish more stringent requirements for their programs. Check individual listings for details.



Certificate Candidate Benefits & Features

プログラム参加資格について

プログラム参加時のスケジュール例

【プログラム参加資格】
■語学学校︓ 不問
■NYUビジネスコース︓ TOEIC700点以上(⽬安) ※⼤学の授業についていけるレベルの語学⼒が必要です。

【プログラム期間】
■TOEIC700点以上︓ 語学＋NYUビジネス・サーティフィケイトコースを同時に受講開始後、通常8ヶ⽉(2セメスター)前後で修了。
■TOEIC700点以下︓ 上記受講期間に加え、NYUビジネスコース受講前に語学学校のみ通う期間を追加。

【ご⼊学⽇】
■語学学校︓ 毎週⽉曜⽇、隔週⽉曜⽇、⽉1回等。語学学校指定の⼊学⽇＝語学学校によって異なります。
■Certificate Program︓ 2⽉(Spring)、5-6⽉(Summer) または 9⽉(Fall) 
※5⽉〜のSummer Program から受講スタートを希望する場合、ご相談下さい。この場合、Summer Programでは基礎コースが休校
になる場合が多く、選択科⽬からの受講となる可能性があります。

【インターンシップ参加期間8週間のスケジュール】
■平⽇（終⽇）︓ 企業でフルタイムのインターンシップ
■平⽇夜間 ︓ ⾃由。または、⼤学のビジネスコース（専攻によって異なりますが6時PM〜9時PM・休⽇）

NYU student photo ID, which confers the following privileges while students 
are enrolled in course(s)
■ Access to NYU Libraries
■ NYU Computer Store educational discount pricing
■ Invitations to NYU-SPS events

■ SMALL CLASS SIZES
■ FLEXIBLE SCHEDULES
■ AFFORDABLE PRICING
■ TAUGHT BY INDUSTRY EXPERTS
■ BROAD-BASED CAREER CONTENT

■平⽇AM︓ 語学学校で週20時間の英語授業
■平⽇PM︓ ⾃由。⼤学の課題・予習・復習など
■平⽇夜間（週3⽇前後）︓⼤学のビジネスコース受講。専攻によって授業時間
が異なりますが、⽬安として18:00〜21:00頃 または、
■週末︓10︓00AM頃〜16︓00頃

※語学⼒に不安がある場合、NYUビジネスコース⼊学までの数ヶ⽉間、
週30時間（午前＋午後）の集中語学レッスンをお勧め致します。
別途お⾒積りをご希望の場合、お問い合わせ下さい。



NYU Certificate Program 専攻リスト

■ART AND PRESERVATION
Art Management, Historic Preservation Studies 

■FINANCE
Alternative Investments, Corporate Finance, Credit Risk Management, Fintech, Financial Planning, 
Global Capital Markets, Investment Management, Sustainable Finance

■FUNDRAISING
Digital Fundraising, Fundraising

■GLOBAL AFFAIRS AND FUNDRAISING
Clean Energy, Digital Fundraising, Fundraising, Global Affairs, International Development, 
Monitoring and Evaluation/Project Management for UN/Government/NGOs, 
Risk Management and Scenarios Planning

■HOSPITALITY AND TOURISM
Events and Convention Management, Food and Beverage Entrepreneurship and Innovation, 
Restaurant Management

■LANGUAGE AND TRANSLATION
Translation Practice

■MANAGEMENT
Agile Management, Diversity/Equity and Inclusion, Executive Coaching, Human Capital Management, 
Learning Design, People Analytics, Professional Coaching, 
Project Management Fundamental Tools and Techniques

■MARKETING AND PUBLIC RELATIONS
Healthcare Marketing and Communications, NYU/ARF Marketing Optimization and Insights, 
Social Media, Strategic Media Communications 

■MEDIA, WRITING, AND COMMUNICATIONS
Effective Business, Executive Business English and Global Communication, Filmmaking, 
Journalism and Newswriting,  Multimedia and Podcasting,
Professional  Copyediting/Proofreading and Fact‐checking, Professional Writing, 
Storytelling: Narrative Tools and Applications, TV and Film Producing, Television and Screenwriting 

■REAL ESTATE AND CONSTRUCTION
Building and Construction, Commercial Property Management, Commercial Real Estate Finance, 
Development and Land Use, Mortgage Finance and Underwriting, Real Estate Capital Markets
Real  Estate Data Analytics, Real Estate Investment, Residential Property Management 

■TECHNOLOGY
Data Visualization, Full Stack Web Development, Software Development with Python,  

■SPORTS MANAGEMENT
Sports Analytics, Sports Technology and Innovation 

■ELECTRICAL, HVAC, PLUMBING
Building Design: Electrical, Building Design: HVAC, Building Design: Plumbing, 



インターンシップについて

その他特典︕

語学学校修了後、最⻑8週間は⽶国に滞在することが可能であり、この出国期限の8週間をGrace Period と呼びます。Grace 
Periodの期間を利⽤して、現地企業でのインターンシップを経験することが可能です。語学⼒・ビジネススキル習得、留学の集⼤成として、
企業インターンシップを経験して帰国することで、更なる⾃信につながるとの声を多数いただいております。

● Grace Period期間中、8週間までのインターンシップ追加通常料⾦︓ 今なら、50,000円割引価格にてご案内︕
US$1600(学⽣)、US$1800(社会⼈)、オンラインUS$1000

● プログラムに含まれる内容
カウンセリング、現地スタッフによるプレイスメントインタビュー（英語レベルチェック含）、履歴書添削、各種事務⼿続き、企業サーチ、
書類選考⼿配、企業紹介企業インタビュー⼿配、企業情報提供、受⼊確認書取寄せ、通信・郵送費、現地⽣活情報提供、
現地⽇本語オフィスオリエンテーション、滞在中の電話サポートサービス

本プログラムお申込の場合、上記のサポート内容に加えて下記の特典がございます。

■ 提携語学学校への転校・延⻑⼿続き無料
■ キャリアエクスチェンジ⼿配のNY短期8週間までのインターンシップ⼿配料、

通常料⾦から50,000円割引︕
インターンシップ⼿配通常料⾦︓学⽣US$1600、社会⼈US$1800,
オンラインUS$1000

NYにはビジネス分野の求⼈が多数ございます。是⾮Grace Periodを利⽤して最⼤60⽇
までのインターンシップでニューヨーク留学を締めくくりましょう︕
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③　⼩計　US$ $15,750 $12,750
全体的な留学費⽤概算は、上記①＋②＋③の合計を⽬安としてください

【ご注意事項】上記はあくまでも概算です。最新の学校料⾦・キャンペーン情報はキャリアエクスチェンジまでお問い合わせください。

シェアアパート滞在費(5/7ヵ⽉) $6,750 $5,250
現地⽣活費・交通費等(8/10ヵ⽉) $9,000 $7,500

②　⼩計　⽇本円 ¥569,500 ¥742,500

期間限定割引 ¥0 ¥-50,000

③渡航後にかかる費⽤ 語学＋NYUビジネスコース8ヵ⽉(約32週間) 語学＋NYUビジネス+インターン 約10ヵ⽉

往復航空券（⽬安） ¥120,000 ¥120,000
海外留学⽣保険料(⽬安) ¥264,900 ¥264,900

海外通信送⾦費 ¥6,600 ¥6,600
ビザ申請サポート ¥35,000 ¥35,000

インターン⼿配費(社会⼈) ¥0 ¥243,000

滞在⼿配費 ¥55,000 ¥35,000

渡航前にかかる費⽤ 語学＋NYUビジネスコース8ヵ⽉(約32週間) 語学＋NYUビジネス+インターン 約10ヵ⽉
プログラム⼿配費 ¥88,000 ¥88,000

⼩計US$ $9,650 $11,030

①⼩計 ⽇本円 レート＄=135　

寮保証⾦(1週間分滞在費) $200 $0

学⽣ビザ/SEVIS申請費 $510 $510

¥1,302,750 ¥1,489,050

滞在費(12週間) $2,400 $4,080
寮登録料 $100 $0

語学学校教材費(⽬安) $150 $150
NYU授業料【⽬安】 $3,000 $3,000

語学学校申請料 $100 $100
語学授業料(32週間) $3,190 $3,190

語学＋New York University(NYU)ビジネス留学プログラム 
時期によって授業料割引キャンペーン等がありますので、キャリアエクスチェンジにお問い合わせください︕

学費・ビザ・滞在費⽤ 語学＋NYUビジネスコース8ヵ⽉(約32週間) 語学＋NYUビジネス+インターン 約10ヵ⽉

【ビザ取得】語学学校例︓
Campus(授業料最安値)

滞在先︓Centro Maria ⼥⼦寮
朝⾷付き個室 12週間

滞在先︓マンハッタン外ホームステイ
朝⾷付き個室・12週間

まずはご相談！

電話･来社での

無料カウンセリング

お見積作成依頼は

お気軽にお申付け

ください。

プランが決定したら

留学開始の

3ヶ月前を目安に

当社へお申込ください


