
「世界」を、
生きる舞台にするためのはじめの一歩

～虫の目ではなく鳥の目で世界を見て生きる～
～海外進学がもたらす人生の広がりと醍醐味～

2019年11月
キリロム工科大学 東京事務所長

有澤 和歌子

高校生のみなさんへ



・高校2年生の息子が一人
・旅行が好き モルジブが大好き
・人と人をつなぐことが好き

・人生の後悔は

英語をきちんと学ばなかったこと
海外の大学に行かなかったこと

危険出産を経験し、母子ともに生死の境を
経験しました。だから今があります。
『卵子の老化』を若者に伝えています！

東京事務所 有澤和歌子 です。



ひげがあっ
ても高校生

誰がナニ人
（出身国）な
んてわからな
いよ。

英語ではな
します



常識を考え直そう。

・誰の常識？
・本当に常識なの？
・それは世界共通？

スマホを学校に持って行ってよいか？
→Ａ校：ＯＫ、Ｂ校：禁止
Ｃ校：板書代わりに写真
Ｄ校：充電したら停学



さて、クイズ

▋カンボジアの平均年齢は約26歳です。

日本の平均年齢は何歳でしょうか？

4

A
33歳

B
48歳

C
56歳



高校を卒業したら大学へ

▋ 高卒者の約60％が大学へ

5
出展：文部科学省学校基本調査

http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa01/kihon/kekka/1268046.htm

http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa01/kihon/kekka/1268046.htm


世界の大学進学ランキング
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出展：世界のランキング
http://top10.sakura.ne.jp/IBRD-SE-TER-ENRR.html#map

▋ 日本は意外と低い？

http://top10.sakura.ne.jp/IBRD-SE-TER-ENRR.html#map


鳥の目と虫の目

7出典glovia.fujitsu.com

高いところ
から全体像
を把握する
目。マクロ
の目

地面に近い、
狭いせかい。
目の前しか見
えない。
ミクロの目

▋ まだ、何をやりたいか

わからない若い時

▋ 高い位置からものを見

て、視野を広げて、選

択肢を広げよう

https://glovia.fujitsu.com/glovia_smart/featurestory/webseminar/20080925/img/figure01.gif


英語能力って-四技能っていうけれど-

8

日本の
高校卒業
程度

英国
高校
入学
基準
（留学
生）

欧州
大学
入学
基準
（留学
生）

この
余白は
何だろ
う？

海外で
就職で
きる！



日本の大学の特徴

▋ 大学は4年間

▋ 大学院はマスター2年、ドクター2年

▋ みんなが大学に行くから大学生になる

▋ 大学に行かないと、なんだかまずい感じだから行く

▋ 大卒の方が高卒より初任給が高い

▋ 大講堂や階段教室で講義(大人数で一方向の講義を聞く）

▋ 大学にはほとんど日本人しかいない

▋ 講義は日本語

9



日本と違う、世界の大学

▋ イギリス、オーストラリアの大学は3年制

▋ イギリス、オーストラリアの大学院はマスター1年、

ドクター1年

▋ 大学の授業は対話型、小グループ制

▋ ヨーロッパの大学に外国人学生がいっぱい

▋ 講義は母国語以外(英語）も増えている

10



大学世界ランキングを見たことはありますか？QS世界大学ランキング2020

11https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2020

東大

https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2020


QS世界大学ランキング2020（2019/6/19発表）

▋ ランクインした日本の41大学のうち、24校が順位を落としている

▋ 1位「マサチューセッツ工科大学（MIT）」、2位「スタンフォード大学」、3位「ハー

バード大学」、4位「オックスフォード大学」、5位「カリフォルニア工科大学（カル

テック）」

▋ アジアでは、11位の「シンガポール国立大学」「南洋理工大学（NTU）」がトップとな

り、16位「清華大学」、22位「東京大学」「北京大学」、25位「香港大学」が続いた。

▋ 日本国内では、22位「東京大学」、33位「京都大学」、58位「東京工業大

学」、71位「大阪大学」、82位「東北大学」、115位「名古屋大学」、132位「北海道

大学」「九州大学」、196位「早稲田大学」、200位「慶應義塾大学」、202位「早

稲田大学」の順にランクイン。

12
英国：クアクアレリ・シモンズ（Quacquarelli Symonds）
出展： https://resemom.jp/article/2019/06/19/51088.html

どんなトコ
ロで活躍し
たい？日
本？世界？
宇宙？

https://resemom.jp/article/2019/06/19/51088.html


キリロム工科大学(カンボジア）
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▋ 日本人起業家が日本のエンジニア育成のために創立

▋ 2014年設立

▋ 授業料・生活費は4年で500万円程度、成績や就職先で3-10割が後付け奨学金と

して戻ってくる。

▋ 英語でITを学ぶ

▋ プノンペンから車で2-3時間

▋ 2019年より

国際ホスピタリティマネジメント学科

がスタート

いま話題の学校①



ミネルバ大学（拠点はサンフランシスコ）

▋ 2014年開校

▋ 2017年の合格者はわずか2%の狭き門

▋ キャンパス・校舎がなくオンライン講義のみ

▋ 7か国でインターンシップ

▋ 授業はすべて英語

▋ 教師は「講義」も「テスト」も

しない

▋ 世界中から受験者が殺到
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いま話題の学校②



ダイソンインスティチュートオブエンジニアリングアンドテクノロジー

▋ ダイソンが27億円投資

▋ 2017年設立

▋ イギリスの名門・ウォーリック大学と提携し、4年で学

士号が取得できる大学

▋ 本気で｢エンジニアを育成する｣

▋ 授業料ナシ

▋ 給料250万円がもらえる大学

▋ ロンドンから車で

2時間ほど
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いま話題の学校③



フォルケホイスコーレ（デンマーク）

▋ 17.5歳以上が入学可能、知の欲求を満たす場

▋ デンマークは大学教育まで無償

▋ フォルケホイスコーレは「大人の学校」であり、大卒にはならない

▋ 大学で何を学ぶか？失業した時？転職を考えるとき？に行く

▋ デンマーク人は無料、外国人は学費・生活費の７５％をデンマーク政府負担

▋ デンマーク語の授業、英語の授業など、利用言語は学校による

▋ 入学試験はない、学んでいる期間に試験もない

▋ 全寮制となっており、先生も含めた全員が共に生活する
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いま話題の学校④



Stanford University Online High School (OHS)

▋ ただの高校ではなく、英才教育用高校

▋ 2006年スタート

▋ （1）Core、（2）English、（3）Humanities、

（4）History、（5）Foreign Languages、

（6）Mathematics、（7）Computer Science、

（8）Economics、（9）Science、（10）Other

▋ 授業は全て、ディスカッション•セミナー形式

▋ プロジェクト型で学んだ知識を活かせる

▋ 基礎的なことを噛み砕いて教えているよう

→理系科目が嫌いな人も理系好きになれるかもしれません

いま話題の学校⑤



ダイバーシティってなんだろう？

▋ 授業は何語？ →日本の大学はほとんどが日本語で授業

▋ どんな人たちが大学に来るか？

→移民を含む外国人を受け入れている国々は様々な人種の人たちが一緒に学んでい

る

▋ 大学生の年齢は？ →日本の大学生はほとんどが18歳、海外では学びなおしや新

たな専門性を学ぶ人も多数

▋ 大学の中に何がある？ →保育園？高齢者施設？スーパーマーケット？
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日本の20代の平均年収
大企業が400万円・中小企業は270万円程度

Sonyの平均
年収の4倍

US

年収について シリコンバレーvs日本







日本と海外の履歴書

22



英語とITは あたりまえ

日本は先進国と対等な教育環境か？

親として子どもの大学進学に思うこと

日本の企業人としての不安

教師と親と企業の、若者への責任とは

カンボジア人学生のKITへの思い

この授業を行うことになった背景



カンボジアの子どもたちは、、、

▋都市部の子どもは英語が話せる

・外資規制が少ない

・外国企業が新しいビジネス

・外資系企業の給料は格段によい

・観光しか産業がない

→英語を使いこなせることが自国でのいい就職

先につく絶対条件
24



困った日本人の英語力

日本

まだまだ日本語のみ話せれば

何不自由ない→英語が話せない！

→英語の必要性が低い

→東南アジアの若者と話ができない
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「海外にいくつもりはないから大丈夫」
、、、って、本当に大丈夫？

▋ 今、日本はコンビニから軽・重労働まで、外国人の労働者に頼っている

▋ その上、外国人高度人材がどんどん日本に入ってくる

▋ 日本のインバウンド産業は、実は外国人経営者がたくさん参入している

▋ ということは、日本国内も外国人がますますたくさん働くようになっていく

▋ そこで活躍したり、安定して生活していくには何が必要か？

▋ そんな視点で、自分の得意分野を伸ばしていくのがとても強みになる。

26

どこで生きていくにしても、

自分の強み・好きなことがわかると
楽しく学んだり、働ける！



「常識」ってなんだろう？



私のカンボジアの旅



学生食堂



小学校の子どもたち



最先端のIT情報が即入手・利用できる技術者が育たない日本

大きな理由は英語ができないから（ほかにもある）

日本人は海外を知らなすぎる

そして、親も学校も子どもたちに教えられない

自分が知らないから、教えることができない

地方の子どもたちはさらに情報がない

1.2億人の人口
で産業はある

有名高校→一流会社→安心生活？？？

若者を
ゆでガエルにし
てはいけない

日本の困った、、、



キリロム工科大学と
vキリロムネイチャーシティ構想

日本を変える、CASE STUDY



森の中で全寮制

英語でITを教える大学

最先端インターンシップ

学費・生活費
カンボジア人は完全無料
日本人は約1/3～全額無料

入試倍率25倍の難関校

キリロム工科大学 2014年～



人口増・経済成長著しい

まだ規制がほとんど無い

良い大学があまりない

コスト競争力を持てる

投資家フレンドリー

なぜカンボジアなのか？

日本では
できない未来の
教育が可能

全寮制大学を
低コストで
運営できる

なぜカンボジアなのか？



英語でIT

先端IT技術

ビジネスで成果

１年次 ２年次 ３年次 ４年次

IQ
数学頭脳

仮想企業
の経営

ロールモデル
のプレゼン

起業家文化

デザイン
シンキング

P2Pラーニング

新技術と未来の
街に触れる

企業からの
システム受託

４年間で学生が著しく優秀な人材になる仕組み



スタンフォード大学 キリロム工科大学

位置づけ
シリコンバレー
の中心的大学

vキリロムネイチャーシティ
の中心的大学

敷地面積 3,310ha 9,668ha

学生数 16,000 120 （2023年 5,000）

総資産 6,000億円 時価総額1,000億円を目指す

経営手法

✅学生や住民に部屋を貸出
✅企業に土地を貸出
✅学生発ベンチャーに投資
✅寄付
❌エコツーリズム

✅学生や住民に部屋を貸出
✅企業に土地を貸出
✅学生発ベンチャーに投資
✅寄付
✅エコツーリズム

寄付や政府助成金に頼らない民間の学校でビジネスとして成立



他ではできない社会実験

新しい教育のあり
方と人材の輩出

観光におけるイノ
ベーションの創出

都市のイノベーシ
ョンの追求

vキリロムネイチャーシティで取り組んでいること



観光客：200万人

約1万ha
（東京ドーム2000個分)

学生：3万人
定住者：5万人

都市の最終目標は「10万人の街」



キリロム工科大学
大学概要

高校生の皆さんへ
高校1年から受験可能になりました！



ＩＴ・建築・観光・
デザイン・教育関係者が

集まる街

生態系を含めた自然
を大切にする街

最先端技術にあふれた

IoC

人材

自然 技術

グランドデザイン



こんな日本人高校生、待ってます

▋英語が話せるようになりたい。

▋本気で大学時代に学びたい学生。

▋身近な社会課題を解決したい。

▋将来はグローバルな仕事をしたい。

▋歴史をつくるメンバーになりたい



必ずもらえ
る！

就職すると
もらえる！

日本学生支援機構 奨学金 第２種（海外） 利用可能

KIT奨学金制度について



キリロムに遊びにきてください！



44

鳥さんの目をもって、
自分の未来を広げよう！

宇宙人、になりませんか？


