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＜＜TOPIC＞＞ 

以前のニュースレターで、SATがテスト・オプショナルとなっている傾向についてお伝えしました。

その SATスコア提出に関する大学の方針に、また新たな動きがあったようなので最新情報をお伝え

します。 

 

また、出願結果が届くこの時期に知っておきたい、アメリカの高校生にとっての「ギャップ・イヤ

ー」についてと、2020年の記事と大学側の対応実例をお届けします。皆さんの学校では、ギャップ・

イヤー申請する学生はいますか？どのような対応をされていますか？ 
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◆紹介記事◆ 

１）SAT提出義務撤廃か、SAT提出義務化再開かー2023 年入学向けポリシー 

SAT スコア提出については、コロナかの試験会場閉鎖などに伴う不公平さや、世帯所得の格差によ

る準備の差による不公平さなどを理由に、2020年、2021年に多くの大学が提出義務を一時中止し

ていました。また、大学によっては一時的措置ではなく、来年以降も撤廃すると方針を打ち出した

ところもある一方で、MIT（マサチューセッツ工科大学）は SATスコアは必須の提出物に含めるこ

とにしたようです。大学ごとに適したアドミッション・ポリシーが再検討されていきそうです。 

https://www.cbsnews.com/news/ivy-league-acceptance-rates-harvard-yale-columbia-brown/ 

 

・記事１）deepL 日本語翻訳 

TITLE： アイビーリーグ合格率、過去最低に。

彼らだけではない 

CBS ニュース / 2022/4/1 

 

アイビー校はもともと入学が難しいが、パンデ

ミックによって入学することがさらに厳しく

なった。過去 2 年間、米国の多くの大学が SAT

や ACTのスコアを任意とすることを選択したた

め、出願者数が急増し、合格率が過去最低にな

ったのだ。  

  

ブラウン大学、コロンビア大学、コーネル大学、

ダートマス大学、ハーバード大学、プリンスト

ン大学、ペンシルバニア大学、エール大学のア

イビーリーグ 8校は 1日夜、合格者を発表した

が、中には史上最低の合格率を記録した大学も

あった。 

  

学生新聞「ハーバード・クリムゾン」によると、

ハーバード大学の合格率は 3.19％に落ち込み、

386 年前の創立以来最低となった。エール大学

とブラウン大学も過去最低の合格率を記録し、

コロンビア大学は当時過去最低だった昨年の

合格率 3.7％から横ばいだった。ダートマス大

学の合格率は 6.24%で、昨年より上昇した。 

  

https://www.cbsnews.com/news/ivy-league-acceptance-rates-harvard-yale-columbia-brown/
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ウォールストリートジャーナルによると、アイ

ビーリーグの 3校は、自分たちの選択性を誇示

したいため、合格率の公表を見合わせたという。

しかし、これまで以上に入学が厳しくなってい

るのは、こうしたエリート大学だけではありま

せん。米国の多くの大学は、パンデミック時に

試験免除の方針に転換し、より多くの志願者に

門戸を開いたため、今年は合格率が過去最低に

なったと報告しています。 

   

大学カウンセリング会社 The College Spy の社

長 で あ る Michelle McAnaney 氏 は 、 CBS 

MoneyWatch の取材に対し、「通常なら SAT の平

均点を見て出願しないような学生が、出願して

いる。」 

  

また、「厳しい授業を受け、成績も優秀な A ラ

ンクの学生たち」だが、標準化されたテストで

は高得点を取れないかもしれない、と付け加え

た。「彼らは、自分の帽子をリングに置いてい

るのです。」 

  

McAnaney氏によると、独立系の教育コンサルタ

ントの中には、今年はウェイティングリスト

（補欠合格）に載る志願者の割合が高くなって

いるところもあり、大学が「イールド」、つま

り入学者のうち最終的に 1年生のクラスで受け

入れることになる学生の割合の評価に苦労し

ていることを示しているかもしれないとのこ

とです。   

  

「学生にとって、それは宙ぶらりんな状態です」

と彼女は言います。「最も優秀な学校は、以前

よりもさらに優秀になっているのです」。 

  

この問題は、アイビーリーグ校以外にも及んで

います。今年、過去最低の合格率を記録した大

学は、他にライス大学（8.56％）、タフツ大学

（9％）などがあります。また、バージニア大

学からピッツバーグ大学まで、多くの大学が過

去最高の出願数を記録したと報告しています。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 SAT、再び 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

少なくともある名門大学では、パンデミック時

にその方法を試した後、試験免除（テスト・オ

プショナル）の方針を打ち出している。当時は、

会場のキャンセルや COVID 関連の混乱の中で、

多くの学生が SATや ACT試験の予定を立てるこ

とが困難であった。  

  

マサチューセッツ工科大学（MIT）は 3月 28日、

SAT または ACT のスコアを再び要求すると発表

し、このテストは志願者が学問的に準備できて

いるかどうかを大学が確認するのに役立つと

指摘した。  

  

この決定について、MITの入試部長 Stu Schmill

氏はブログで「上級コースワークやその他の充

実した機会を得られない社会経済的に恵まれ

ない学生が、MIT に入学する準備ができている

かどうかを確認するのにも役立つ」と書いてい

る。「この決定について、MIT 学部長の Stu 

Schmill 氏はブログで次のように述べています。

「私たちは、試験を選択する方針よりも、試験

を課す方がより公平で透明性があると信じて

います。」 

  

他の大学では、ボストン大学のように、試験免

除（テスト・オプショナル）の方針を延長した

り、入試から試験を完全に取りやめたりしてい

る。カリフォルニア大学（ University of 

California）の 10校は昨年、入試に SATと ACT

のスコアを使用しないことを発表した。同校は

2 月、2022-2023 年度の志願者数が過去最多と

なり、社会経済的な多様性が急激に高まったと

付け加えた。  

  

しかし、McAnaney氏は、米国のほとんどの大学

は、出願した学生の大半を受け入れていると指

摘する。 

  

「問題は、人々がランキング、つまり上位 30

校から 50 校の同じ大学を見て、それらの大学

すべてについて考えていることです」と、彼女

は言います。「その外側に目を向ければ、隠れ

た素晴らしい大学があるのです」。 

  

www.DeepL.com/Translator（無料版）で翻訳し

ました。 

.

・記事１）オリジナル本文（英語）

TITLE： Ivy League acceptance rates drop to 

new low. They're not alone. 

CBS News / APRIL 1, 2022  

 

The Ivies have always been hard to get into, 

but the pandemic has made gaining entry into 
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the schools even tougher. With many U.S. 

colleges opting to make SAT or ACT scores 

optional over the past two years, the number 

of applications has jumped, leading to 

record low acceptance rates. 

 

The eight Ivy League universities —Brown, 

Columbia, Cornell, Dartmouth, Harvard, 

Princeton, University of Pennsylvania and 

Yale — issued their acceptances on Thursday 

evening, with some reporting the lowest 

admission rates in their histories. 

 

Harvard's acceptance rate fell to 3.19%, the 

lowest since it was founded 386 years ago, 

as a record number of applicants applied for 

spots in the class of 2026, according to 

student newspaper The Harvard Crimson. Yale 

and Brown also reported record low 

acceptance rates, while Columbia was 

unchanged from its 3.7% acceptance rate last 

year, which was a record low at the time. 

Dartmouth's 6.24% rate edged up from last 

year. 

 

Three Ivy League schools opted out of sharing 

their acceptance rates because they want to 

play down their selectivity, according to 

the Wall Street Journal. But it's not just 

these elite colleges that are tougher to get 

into than ever. Many U.S. universities this 

year are reporting record low acceptance 

rates after switching to test-optional 

policies during the pandemic that opened the 

door to a larger pool of applicants. 

 

"Students who normally would self-select out 

of the admissions pool — they would look at 

the average SAT score and not apply — those 

kids are applying," Michelle McAnaney, 

president of college counseling company The 

College Spy, told CBS MoneyWatch. 

 

She added, "These are straight-A students 

who are taking hard classes and perform well" 

but who may not score highly on standardized 

tests. "They are putting their hat in the 

ring." 

 

McAnaney said that some independent 

educational consultants are also seeing a 

higher share of waitlisted applicants this 

year, which could indicate that colleges are 

having a difficult time assessing their 

"yield," or the percentage of admitted 

students who will end up accepting a spot in 

their freshman class.  

 

"For students, it keeps them hanging," she 

said. "The most selective schools are even 

more selective than they were." 

 

It's an issue that extends beyond Ivy League 

schools. Other universities that have 

reported record-low acceptance rates this 

year include Rice University (8.56%) and 

Tufts (9%). Many universities also reported 

a record number of applications, from the 

University of Virginia to University of 

Pittsburgh. 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

Going back to the SATs 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

At least one prestigious university is 

ditching test-optional policies after 

trying that approach during the pandemic, 

when it was difficult for many students to 

schedule SAT or ACT exams amid cancellations 

and COVID-related disruptions.  

 

MIT on March 28 said it would again require 

SAT or ACT scores, noting that the tests help 

the university identify whether applicants 

are academically prepared.  

 

The tests "also help us identify 

socioeconomically disadvantaged students 

who lack access to advanced coursework or 

other enrichment opportunities that would 

otherwise demonstrate their readiness for 

MIT," wrote MIT dean of admissions Stu 

Schmill in a blog post about the decision. 

"We believe a requirement is more equitable 

and transparent than a test-optional 

policy." 

 

Other universities are extending their 

test-optional policies, such as Boston 

University, or are dropping tests altogether 

from their admissions process. The 

University of California's 10 schools said 

last year that they would no longer use SAT 

and ACT scores in its admissions process. In 
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February, the school said it had a record 

number of applicants for the 2022-2023 

school year, adding that it saw a sharp 

increase in socioeconomic diversity.  

 

Overall, the admissions process remains 

fraught for students and their families, but 

McAnaney noted that most U.S. colleges 

accept the majority of students who apply. 

 

 

２）高校卒業後、1年入学を遅らせるギャップ・イヤーについて 

コロナかによる授業参加やキャンパスライフの懸念から、高校卒業後に 1年間入学を保留する学生

も増えたとか。しかしこのギャップ・イヤー制度は、パンデミック以前からちょこちょこ見るよう

になった制度で、高校生にとってどんなメリットがあるのか、2020年の記事となりますがご紹介し

ます。 

 

https://www.usnews.com/education/best-colleges/articles/what-to-know-about-deferred-col

lege-admission 

・記事２）deepL 日本語翻訳 

 

タイトル：大学入学繰延べについて知っておく

べきこと  

U.S. News / 2020/5/15 

 

新型コロナウイルスが大学入試を揺るがし続

ける中、わざわざ秋学期に入学すべきか、それ

ともチャンスをうかがって大学を 1年先延ばし

にするか、悩んでいる学生もいます。 

  

最近のある調査によると、4 年制大学への入学

計画の変更を検討している回答者のうち、17%

が 2021 年春までの遅延入学を検討し、さらに

16%がギャップイヤーを考えていることがわか

りました。この調査結果は、パンデミックが続

く中、秋学期がどのようになるのかが非常に不

透明な中で出されたものです。他のさまざまな

調査でも、学生は秋学期をオンライン授業のみ

で過ごすことに消極的であることが示されて

います。 

  

入 学 カ ウ ン セ リング グ ル ー プ の  Firat 

Education 社のチーフ教育コンサルタント、 

Ibrahim Firat 氏は、「『なぜ授業料を全額払っ

て、家で一日中ビデオを見ているのか』という

学生の声を耳にする」と話す。  

  

秋に学生を呼び戻す計画を発表した大学があ

る一方、来学期はほとんどオンラインで行われ

ると宣言した大学もある。COVID-19の大流行が

続く中、多くの大学はまだ決断に迷っている。 

   

このような不確実性を踏まえ、U.S. News は、

合格者のそのプロセス、得られる機会、起こり

うる結果について家族が理解できるよう、延入

学に関する教育の専門家に話を聞きました。 

 

 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝  

入学繰延制度とは？（Defeered Admission） 

 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

National Association for College Admission 

Counseling （NACAC-全米大学進学相談協会）

では、「入学が許可された学生が、1年または 1

学期、入学を遅らせたり、延期したりする機会」

だと説明しています。 

   

同団体は、「翌年入学の席を確保するために大

学から保証金が要求されることが多く、高校を

卒業してから大学に入学するまでの期間を学

生に説明することを期待するのは大学の権利

である。」と指摘している。さらに、学生は入

学を延期した学校の許可なしに、その間に他の

大学に通わないことが期待される。 

  

高校卒業から大学入学までの期間を考慮する」

ということは、ギャップイヤーのような体系的

なプログラムに参加することを意味すること

が多く、合格した学生は、キャリアへの興味を

探ったり、奉仕活動を行ったりします。 

 

NACAC はまた、上記のような生徒が要求した入

学延期と、学校が後日、おそらく編入保証とし

て入学を申し出る、大学主導の入学延期の違い

について、概要を説明している。上記の意味で

の入学延期は、アーリーアクションや早期入学

選考に応募した学生を、通常の入学選考に回す

という、一部の大学が採用している方針と混同

しないようにしましょう。 

https://www.usnews.com/education/best-colleges/articles/what-to-know-about-deferred-college-admission
https://www.usnews.com/education/best-colleges/articles/what-to-know-about-deferred-college-admission
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＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝  

入学延期とギャップイヤープログラム  

 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝  

1 学期制の留学プログラムを提供する Verto 

Education の CEO 兼共同設立者である Mitch 

Gordon 氏は、多くの学生にとってオンラインで

学校を始めるというのは魅力的でないと言う。  

  

Gordon 氏はメールで「学生は、学問的な挑戦を

受け、感情的に引き伸ばされ、新しい視点から

人生を体験し、有意義な人間関係を築きたいと

願っています。大学とは、学問と同じくらい、

自分という人間を見つけるためのものなので

す。」と示しています。 

   

しかし、学生はギャップイヤープログラムがコ

ロナウイルスと無縁ではないことも知ってお

く必要がある。大学キャンパスを苦しめる同じ

パンデミックが、ギャップイヤープログラムや

留学プログラムでも繰り広げられているので

す。 

   

多くのギャップイヤーの国際的な側面は流動

的である、と専門家は指摘する。 

   

バージニア州にある Old Dominion University 

in Virginia の入学管理担当副学長、 Jane 

Dané 氏は、「今、ギャップイヤーが良い選択で

あるという考えには懸念を抱いている」と言う。

「ギャップ・イヤーは、一般的に学生や家族を

魅了するものですが、今はそのような要素はあ

りません。 

 

非営利団体 Gap Year Association の創設者で

ありエグゼクティブディレクターである 

Ethan Knight 氏は、海外のギャップイヤープ

ログラムが急増しているとはいえ、現時点では

海外の選択肢が限られていることを認めてい

る。とはいえ、海外のギャップイヤープログラ

ムも実施されてはいる。 

 

「大きく伸びているのは、国内のギャップイヤ

ープログラムです」とナイト氏は付け加える。 

   

秋学期をめぐる不確実性から、 Knight 氏によ

ると、同協会へのウェブアクセスは急増してお

り、学生はオフラインで学習できるオプション

にますます興味を示しているという。 

  

Knight氏は、AmeriCorpsや Conservation Corps

のようなプログラムを挙げ、これらは通常、リ

モートでのプログラムであると指摘する。また、

ギャップイヤープログラムの中には、オンライ

ンの要素を含むハイブリッドモデルを提供す

るものもある。 

   

この秋の大学生活と同じように、ギャップイヤ

ーには長所と短所があります。 

  

Knight氏は、長所として、パンデミックによる

変化に対応するための新たな機会を提供する

ことを挙げています。また、ギャップイヤーは、

学生が「大学でのキャンパス体験が正常化する」

のを待つための方法であるとも考えています。

さらに、ギャップイヤーは、「2020 年の収入を

学資援助に反映させるための時間を確保する 」

と付け加えています。 

  

短所については、 Knight 氏は、現在の旅行制

限が学生にとって問題であると見ています。ま

た、大学と同様、体験の一部はオンラインにな

る可能性も高いです。さらに、延期を決定する

までのタイムラインをナビゲートすることも

課題です。多くの学生は、大学がまだ秋入学の

合否を発表していない間に、この選択をしよう

としているのです。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

繰延べ受入を検討する際のポイント  

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝  

Firat 氏は、この秋の入学を延期する前に、4

つの重要な質問を自分に投げかけることを提

案している。 

  

 その大学は私の経済的ニーズを満たす

ことができるのか？  

 大学は私の延期要求を受け入れてくれ

るのか。  

 キャリアや大学院の目標、スケジュー

ルにどのような影響を与えるか？ 

 秋に大学に入学しない場合、他に何が

できるのか？ 

  

2 番目の質問で示したように、学生の延期申請

を承認するかどうかは、大学次第です。また、

NACACが指摘するように、大学が期待するのは、

学生が延期を計画した場合に、体系的なプログ

ラムが用意されていることであろう。 

  

しかし、パンデミックの規模を考えると、学生

が秋の計画を立てようと奔走する中で、大学側

もより大きな柔軟性を提供していると、セント

ラルミシガン大学（CMU)の Bob Davies 学長は
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言う。 

  

Davies 氏は、志願者が秋学期について躊躇し

ている理由を理解している。「多くの学生がキ

ャンパス環境を求めているのだと思います。」

とコメントした。 

  

そのため、主要な都市部から離れた場所にある

CMU は、この秋にキャンパスを再開することに

した。どのような形で再開されるかの詳細はま

だ決まっていませんが、おそらく遠隔授業も含

めた対面式の授業となり、クラスサイズは小さ

くなり、学生寮の収容人数も減るでしょう、と 

Davies 氏は説明します。  

  

オープンキャンパスをすることで、この秋に入

学を延期する学生が少なくなることを期待し

ているそうです。  

  

同じく秋にオープンキャンパスを予定してい

る Old Dominion の Dané 氏は、延期した学生

がその隙間からこぼれ落ちてしまうことを心

配している。彼女は、国立教育統計センターの

データによると、大学への入学を 1年遅らせた

高卒者は、すぐに入学した同級生よりも資格取

得率が低くなる傾向があると指摘しています。 

   

この懸念は、教育関係者にも共通するものです。

Firat 氏によると、第一世代や少数派の大学生

は、高校を卒業してすぐに入学するのが遅れる

と、大学に進学しない可能性が高くなるそうで

す。  

  

Davies 氏にとって、意見は明確だ。「できるだ

け早く大学の学位を取得することが、最良かつ

最も魅力的な選択肢であり、将来的に最大のリ

ターンをもたらすと主張します」と彼は言う。 

  

Knight氏は、迷っている学生は、この秋の大学

の進路についての情報を待つ間、ギャップイヤ

ープログラムに申し込むとよいと言う。多くの

ギャップイヤープログラムの入金期限は夏な

ので、入学が許可された大学が秋の計画を明ら

かにし、学生が入学を希望した場合、学生は手

を引くことができるのだ、と彼は言う。  

  

また、秋に自宅近くに残る予定なら、地元の大

学やコミュニティカレッジに願書を提出する

時間はまだあると、Firat 氏は指摘する。何百

という大学が出願期限を延長している。 

  

大学進学とギャップイヤーの選択における経

済的な影響を考慮し、 Gordon 氏氏は、この不

確かで未曾有の時代に自分にとって何が最も

重要かを探るよう学生に勧めています。 

  

「自立することでしょうか？新しい体験に触

れて視野を広げること？好きな職業に就くた

めの安定した道筋？大学進学の動機を考える

ことから始めると、進むべき道が見えてくるか

もしれません。秋はみんな違って見えて、それ

でいいんです。」  

 

www.DeepL.com/Translator（無料版）で翻訳し

ました。 

・記事２）オリジナル本文（英語） 

TITLE: What to Know About Deferred College 

Admission 

U.S. News / May 15, 2020 

 

As the novel coronavirus continues to shake 

up college admissions, some students are 

wondering whether they should bother to 

enroll for the fall semester or take their 

chances and put college off for a year by 

deferring. 

 

One recent survey found that of the 

respondents who are considering changing 

their plans to enroll at a four-year college, 

17% are weighing a delayed enrollment until 

spring 2021 and another 16% are 

contemplating a gap year. These findings 

come amid great uncertainty for what the fall 

semester will look like amid the ongoing 

pandemic. Various other surveys have shown 

that students are reluctant to spend the fall 

term in online classes only. 

 

"I hear students ask, 'Why pay full tuition 

to sit at home and watch videos all day 

long?'" says Ibrahim Firat, chief 

educational consultant at Firat Education, 

an admissions counseling group. 

 

While some colleges have announced plans to 

bring students back in the fall, others have 

declared the coming semester will happen 
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largely online. Many colleges are still 

grappling with a decision as the COVID-19 

pandemic continues. 

 

Given this uncertainty, U.S. News spoke with 

education experts about deferred admission 

to help families understand that process for 

accepted students, the opportunities 

available and the potential outcomes. 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

What Is Deferred Admission? 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

The National Association for College 

Admission Counseling describes deferred 

admission as "an opportunity for a student 

who has been admitted to delay or defer 

enrollment for a year or a semester." 

 

The organization notes that "a deposit is 

often required by the college to hold a place 

in the next class, and it is the college's 

right to expect the student to account for 

the time spent between graduation from high 

school and matriculation at the college." 

Additionally, the student is expected not to 

attend another college in that time without 

permission from the school that deferred 

admission. 

 

Expecting applicants to "account for the 

time" between high school and college often 

means joining a structured program, like a 

gap year, where accepted students explore 

career interests and complete service 

projects. 

 

NACAC also outlines the difference between 

a student-requested deferral as described 

above and a college-initiated deferral in 

which the school offers entry at a later date, 

perhaps as a guaranteed transfer admission. 

Deferred admission in the above context is 

not to be confused with a policy some 

colleges use of deferring students who 

applied in early action or early decision 

rounds to the regular decision applicant 

pool. 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

Deferred Admission and Gap Year Programs 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

Mitch Gordon, CEO and co-founder of Verto 

Education, a first-semester study abroad 

program, says the prospect of starting 

school online is unappealing for many 

students. 

 

"Students want a transformative college 

experience –  they want to be challenged 

academically, stretched emotionally, 

experience life from a new perspective, and 

build meaningful new relationships," Gordon 

wrote in an email. "College is as much about 

finding who you are a person as it is about 

academics." 

 

But students should also know that gap year 

programs are not immune from the coronavirus. 

The same pandemic that bedevils college 

campuses is also playing out in gap year and 

study abroad programs. 

 

The international aspect of many gap years 

is in flux, experts note. 

 

"I've been concerned about the idea that a 

gap year would be a good choice right now," 

says Jane Dané, associate vice president for 

enrollment management at Old Dominion 

University in Virginia. "What typically 

attracts students and families to the 

opportunity for a gap year, those components 

don't really exist right now." 

 

Ethan Knight, executive director and founder 

of the nonprofit Gap Year Association, 

acknowledges that international options are 

limited at the moment, though some overseas 

gap year programs are pressing on. 

 

"The major rise is in domestic gap year 

programs," Knight adds. 

 

With the uncertainty surrounding the fall 

semester, Knight says web traffic has surged 

for his organization, and students are 

increasingly curious about options that 

allow offline learning. 

 

He points to programs such as AmeriCorps and 

Conservation Corps, noting these are 

typically in remote settings. Some gap year 

programs also offer hybrid models with an 
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online component. 

 

Like the college experience this fall, there 

are both pros and cons for students going the 

gap year route. 

 

Among the pros listed by Knight are new 

opportunities for students as programs adapt 

to changes forced by the pandemic. He also 

sees a gap year as a way for students to wait 

for the "college campus experience to 

normalize." Additionally, he adds that a gap 

year will "allow more time for 2020 income 

to reflect your financial aid needs." 

 

For the cons, Knight sees limited travel and 

availability as issues for students. And, 

like colleges, some of the experience is 

likely to be online. An added challenge is 

navigating the timeline to decide on taking 

a deferral. Many students are trying to make 

this choice while colleges have yet to 

announce their intentions for the fall. 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

What to Weigh When Considering Deferred 

Acceptance 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

Firat proposes that students ask themselves 

four key questions before deferring 

enrollment this fall: 

 Can the college meet my financial 

needs? 

 Will the college accept my deferral 

request? 

 How will this affect career and 

graduate school goals and timelines? 

 What else can I do if I don't attend 

college in the fall? 

 

As indicated by the second question, it's up 

to the college to approve a student's request 

for a deferral. And, as noted by NACAC, 

colleges will likely expect to see a 

structured program in place if a student does 

plan to defer. 

 

But considering the reach of the pandemic, 

colleges are also offering a greater degree 

of flexibility as students scramble to set 

their plans in place for the fall, says Bob 

Davies, president of Central Michigan 

University. 

 

Davies understands why applicants may be on 

the fence about the fall semester. "I think 

that a lot of students are eager to have the 

campus environment." 

 

As such, CMU – which is distant from major 

metro areas – has decided to reopen campus 

this fall. Details on what that will look 

like are still being finalized, but it will 

likely mean a mix of in-person classes with 

remote options built in, smaller class sizes 

and reduced capacity in the residence halls, 

Davies explains. 

 

He hopes an open campus means that students 

are less likely to defer this fall. 

 

Dané at Old Dominion – which also plans to 

open campus in the fall –  worries that 

deferred students will fall through the 

cracks. She points to data from the National 

Center for Education Statistics that 

indicates that high school graduates who 

delay college enrollment by a year tend to 

earn credentials at lower rates than peers 

who enroll right away. 

 

That's a concern shared by others in the 

education field. Firat says that 

first-generation or minority college 

students are more likely to not attend 

college if they delay enrollment straight 

out of high school. 

 

To Davies, the decision is clear. "I would 

argue that earning their college degree as 

soon as possible is the best and most 

attractive option and will provide the 

biggest returns in the future," he says. 

 

Knight says students on the fence may want 

to apply for a gap year program as they await 

word on how their college will proceed this 

fall. This can offer an alternative, he says, 

noting that the deposit deadline for many gap 

year programs is in the summer, so a student 

can back out if the college he or she was 

admitted to reveals its plan for the fall and 

a student prefers to start school. 
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And Firat notes that there is still time for 

students to submit an application to a local 

university or community college if they plan 

on staying near home in the fall. Hundreds 

of colleges have extended application 

deadlines. 

 

Considering the financial implications of 

the choice between college and a gap year, 

Gordon encourages students to explore what 

is most important to them in these uncertain 

and unprecedented times. 

 

"Is it about independence? Exposure to new 

experiences that broaden your perspective? 

A steady path toward a career you love? 

Starting with your motivations for college 

may shed light on the path forward. The fall 

is going to look differently for all of us, 

and that's okay." 

 

 

 

 

 

 

3）実際の入学繰延制度はどのようなステップで申請・許諾されているのかー事例 

多くの大学が、出願申請などを受け付けている出願ウェブサイト（個人アカウント）で申請を受け

付けているようですが、1 つの大学の事例を見ていきましょう。 

https://www.brandeis.edu/admissions/admitted/defer.html 

 

 

・記事３）deepL 日本語翻訳 

 

タイトル：ブランダイス大学の入学延期に関す

るポリシー  

ブランダイス大学ホームページ / アクセス

日：2022年 4月 4日  

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

ブランダイス大学 入学延期方針  

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝  

ブランダイス大学アドミッション・オフィスは、

入学した学生の中には、個人的な目標を追求す

るために入学の延期を希望する者がいること

を認識しています。ブランダイス大学に 1年生

として入学が許可された学生は、以下の手順で

入学を延期することができます。  

  

ブランダイスへの入学を延期するためには、

DEISconnect ア カ ウ ン ト の  "Thinking of 

Taking a Gap Year?" の下にある延期申請書を

提出する必要があります。最近の入学延期要請

の理由の例としては、兵役義務、健康状態、旅

行、宗教および研究の機会などが挙げられます。  

  

アドミッション・オフィスでは、継続的に延期

申請を処理し、延期が検討された時点で、

DEISconnect アカウントを通じて学生に通知さ

れます。入学延期を申請することを決めた場合、

この手続きに入るにあたって、いくつかの重要

な要素があります。  

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

申請期限  

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝  

延期の申請期限は 5 月 15 日です。延期を申請

するには、入学許可書に記載されている期限ま

でに入学金を提出する必要があります。ご質問

や ご 不 明 な 点が ござ い ま し た ら、 Jing 

Zhang-Benavot (jbenavot@brandeis.edu)まで

ご連絡ください。 

  

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝  

デポジット  

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

大学納付金 500 ドルに加え、800 ドルの納付金

（返金不可）の提出が必要です。この 800ドル

は、オンラインまたは小切手で支払うことがで

き、最初の学期の授業料に充当されます。ペ

ル・グラント（Pell Grants）を受給している

学生は、前払い金の減額が可能です。延期の申

請が入学事務局によって審査され、承認される

と、オンラインアカウントを通じて延期のため

の保証金の支払い方法に関する通知が届きま

す。据置き預金は、6 月 1 日までに受領する必

要があります。  

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝  

お知らせ  

https://www.brandeis.edu/admissions/admitted/defer.html


10 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

延期申請書と$800の保証金の受領後、延期が認

められたことをオンラインアカウントでお知

らせします。5 月 15 日までに申請した場合、6

月 1日までに通知されます。  

  

学生は 1 年間入学を延期することができます。

ブランダイスは、義務的な兵役を履行する場合

のみ、1 年を超える延期を承認することができ

ます。1 年以上の延期を希望する場合は、入学

を再申請する必要があります。早期入学選考で

ブランダイス大学に入学した場合は、ギャップ

イヤー後にブランダイス大学に戻ることを約

束することが期待されます。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

除外項目  

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝   

編入学生、訪問学生、マイラクラフト・トラン

ジショナル・イヤー・プログラムに入学した学

生、またはウェイティングリストから入学した

学生は、入学を延期することができません。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝  

経済的支援  

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

アドミッション・オフィスから入学延期が承認

された場合、学資援助受給資格の確認に必要な

残りの書類の提出は必要ありません。Office of 

Student Financial Services から、冬に学資

援助申請書の記入方法について連絡がありま

す。 

  

必要性に基づく学資援助を受けた場合は、翌年

の学資援助に再申請する必要があります。CSS

プロファイル、FAFSA、学生および親の連邦所

得税申告書の写しが必要です。学資援助の受給

資格は毎年、現在の税金と資産に関する情報に

基づいて決定されるため、入学時に提示された

学資援助と同じものが保証されるわけではあ

りません。しかし、あなたの家庭の経済状況が

変わらない場合、ブランダイスは最初に提示さ

れた奨学金を更新するためにあらゆる努力を

します。 

  

優秀な奨学金を得ている場合、延期後も同じ奨

学金が支給されます。しかし、あなたの奨学金

の追加プログラムの構成要素は、毎年保証され

るものではありません。 

 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝  

期待すること  

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

私たちは、入学の延期を相互の約束とみなして

います。私たちはあなたのためにクラスを確保

することに同意し、あなたは当初の入学許可よ

り 1年遅くブランダイスに入学することに同意

します。ギャップイヤー期間中は他の大学に出

願せず、学位取得を目指す学生として他の大学

に入学しないことを期待します。また、他の教

育機関で入学延期をしないことも要求されま

す。 

 

 

 

 

 

 

・記事３）オリジナル本文（英語） 

TITLE: Brandeis University Deferral Policy 

Brandeis University website / Accessed on 

April 4, 3033 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

Brandeis University Deferral Policy 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

The Brandeis University Office of Admissions 

recognizes that some admitted students may 

wish to defer their admission to pursue 

personal goals. Students admitted to 

Brandeis as first-years may defer enrollment 

following the procedure outlined below.  

In order to defer enrollment to Brandeis, 

students must submit a Deferral Request Form, 

which can be found in your DEISconnect 

account underneath "Thinking of Taking a Gap 

Year?". Recent examples of reasons for 

admissions deferral requests included 

military service obligations, medical 

conditions, travel, and religious and 

research opportunities. 

 

The Office of Admissions processes deferral 

requests on an ongoing basis, and students 

will be notified via their DEISconnect 

account when their deferral has been 

reviewed. If you decide to apply for a 

deferral of admission, there are several 

critical factors to note as you enter this 

process.  
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＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

Request Deadline 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

The deadline for requesting a deferral is May 

15. To request a deferral, you must submit 

your enrollment deposit by the deadline 

stated in your admission letter. If you have 

any questions or concerns, please contact 

Jing Zhang-Benavot at 

jbenavot@brandeis.edu. 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

Deferral Deposit 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

You will be required to submit a 

nonrefundable deferral deposit of $800, in 

addition to the $500 University Fee. This 

additional $800 may be paid online or with 

a check, and it will be credited toward the 

first semester of tuition. Students who 

receive Pell Grants are eligible for a 

reduced deferral deposit. Once the deferral 

request is reviewed and approved by the 

Admissions staff, you will receive a notice 

via your online account with instructions on 

how to pay the deferral deposit. The deferral 

deposit must be received by June 1.  

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

Notification 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

After the Deferral Request Form and $800 

deposit has been received, you will be 

notified via your online account that the 

deferral has been granted. If you apply by 

May 15, you will be notified by June 1.  

 

Students may defer admission for one year. 

Brandeis is only able to approve deferrals 

beyond one year for obligatory military 

service fulfillment. If you wish to extend 

your deferral beyond one year, you must 

reapply for admission. If you were admitted 

to Brandeis under an Early Decision round, 

you are expected to uphold your commitment 

and return to Brandeis following your gap 

year. 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

Exclusions 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

Students admitted as transfers, visiting 

students, into the Myra Kraft Transitional 

Year Program, or admitted from the waitlist 

may not defer enrollment. 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

Financial Aid 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

If you have been approved to defer your 

enrollment by the Office of Admissions, you 

will not be required to submit the remaining 

documents required to verify your financial 

aid eligibility. The Office of Student 

Financial Services will reach out in the 

winter with instructions to complete a 

financial aid application. 

 

If you received a need-based financial aid 

award, you must reapply for financial aid for 

the following year. The CSS Profile, the 

FAFSA, and copies of student and parent 

Federal Income Tax Returns will be required. 

Because eligibility for financial aid is 

determined each year based on current tax and 

asset information, you are not guaranteed 

the same financial aid award that was offered 

with admission. If your family's financial 

situation remains the same, however, 

Brandeis will make every effort to renew the 

initial award offer. 

 

If you have received a merit scholarship, you 

will receive the same scholarship amount 

after your deferral. However, any additional 

program components of your scholarship 

cannot be guaranteed each year. 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

Expectations 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

We regard a deferral of admission as a mutual 

commitment. We agree to hold a place for you 

in the class, and you agree to enter Brandeis 

one year later than your original offer of 

admission. We expect that you will not apply 

to other colleges during your gap year and 

that you will not enroll at another college 

as a degree-seeking candidate. We also 

mailto:jbenavot@brandeis.edu
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require that you not hold a deferral at 

another institution. 

 

 

◆もっと知りたい場合◆ 

おススメ検索キーワード 

SAT test optional 

Gap year 

Deferring Enrollment 

Deferred college admission 

Deferral policy x College Name 

 


