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of Florida

・文化体験プログラム

・ボランティアや会話パートナー

・6 学期制

・大学キャンパス内

・フロリダ大学院への条件付入学のチャンス

イングリッシュ・ランゲージ・インスティテュート

創立
1954 年
優秀な大学として

60年以上
誇っています



San Francisco

San Jose

•	 カリフォルニア州が設置する総合州立大学 
システムへの編入で第1位 

    
•	  手頃な学費（年間US$6,700） 

•	 年3回入学日があり、SAT不要のフレキシブル
な入学制度 

•	 	専攻分野は100以上 

2015年秋に 編入が決定した 
留学生数:

UCバークレー校 289人UCLA 140人UCサンディエゴ校 344人UCデイビス校 385人

international.fhda.eduFoothill College
fhinternational@fhda.edu

De Anza College
dainternational@fhda.edu

シリコンバレー
アップル、グーグル、

フェイスブック、テスラなどの
大手企業、NASA研究所、

その他6,000以上もの
テクノロジー企業の拠点 
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厳選されたASUの学士号取得を目指
して24－25単位（1年生）を取得でき
ます。
ASU-USA進学プログラムで取得した単位は
米国内のほとんどの大学への編入単位として
認められます。*

アメリカの教育システムになじむ
サポート体制がしっかり整ったクラスでアメリ
カ人学生やほかの留学生たちと一緒に3つの
学期を学んで2期を修了しましょう。

ASUの2年生進級を保証
当プログラムの3期を平均成績（GPA）3.0以
上で修了した学生は、ビジネス、または文系と
理系課程の2年生に進級できます。

進学への第一歩
学部プログラムへの進学を希望する際、ASU-
USA進学プログラムで取得したGPAのみ考
慮されます。

キャンパス内の住まいを保証
ウェスト・キャンパス内の学生寮での生活を
保証します。アメリカの大学生と交流しながら
豊かの文化を満喫し、しっかりしたサポート環
境の中で目標を達成しましょう。

入学日は春と秋。
ここから将来の夢を育もう！
 

1>学部授業と英語授業両方のサポート
がしっかりしているASU-USA進学プロ
グラムで学位取得を目差そう

2>アメリカ最大規模の集中英語
プログラム（IEP）で英語を学ぼう

修士号を有する100人の教師たちが目標
達成に向けてサポートします。
学生たち
Global Launchには160カ国以上から学生が集
まってきています。当校の平均的なクラスのサイズ
は教師1人に対して学生15人で、ほとんどの学生
が世界的に評価の高い、ASUの学位プログラムに
編入していきます。

ASUへの条件付き入学 
ASUが定める英語のレベルに達していない場合
も、Global Launchの英語研修を修了すれば、同大
学の学士号プログラムに入学することができます。

TOEFL 免除
Global Launchの英語コースで上級2のレベルを
優秀な成績で修了した学生は、ASUの学士号プロ
グラムや修士号プログラムへの入学申請の際に、
ほとんどの場合必要なTOEFLやIELTSのスコア提
出が免除されます。

必須科目と選択科目
フルタイムの学生の授業時間は週21時間で、必須
3科目と選択1科目の授業を受けます。選択科目に
おいては、ビジネス、STEM（科学、テクノロジー、
工学、数学）、ホスピタリティ、一般教養の4分野の
選択コースに25科目あります。

入学日は春、夏、秋に5回。コースの期間は4週
間と8週間。 今すぐ申し込もう！ 

Phoenix

Arizona

California

Nevada

Grand Canyon 
National Park

San Francisco

Los Angeles

Las Vegas

San DiegoU.S.A.

            留学生を対象にした
Arizona State University
ならではの2つのプログラム

発見

innovate

#1米国内で
革新的な
大学
(U.S. News  
and World Report)

#1留学生が
選ぶ
公立大学
(Institute of  
International Education)

#1米国内で
最大規模の
公立大学
(U.S. Department  
of Education)

#1フルブライト
奨学金を受け 
た学生の数
(U.S. News  
and World Report)

今すぐ申し込む  |  情報入手  |   問い合わせる 今すぐ申し込む  |  情報入手  |   問い合わせる

*  単位互換においては、編入希望大学の単位
移行に関する指針に従うものとします。
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Florida State University, Tallahassee  

University of North Florida, Jacksonville 

University of Florida, Gainesville

Florida International University, Miami

University of Central Florida, Orlando

Florida Atlantic University, Boca Raton

University of Miami, Coral Gables
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EnglishInFlorida.org>>>

English Language Program (ELP) 
University of North Florida, 
Jacksonville
www.unf.edu/elp

2

7 English Language Institute
Florida International University, Miami
www.eli.fiu.edu 

6 Intensive English Program
University of Miami, Coral Gables
www.miami.edu/iep 

 4 English Language Institute
University of Central Florida, Orlando
www.international.ucf.edu/eli

3 English Language Institute
University of Florida, Gainesville 
www.eli.ufl.edu

1 Center for Intensive English Studies
Florida State University, Tallahassee
www.cies.fsu.edu

5 Intensive English Institute
Florida Atlantic University, Boca Raton
www.fau.edu/intensive-english 

Florida Intensive English Consortium—FIEC

英語を学ぶなら

フロリダ州
の名門大学で

+  アメリカでも人気が高く魅力的なエリア
+  豊富な経験の教師陣が指導
+  大学の施設利用や課外活動への参加が可能
+  世界中からの留学生とともに学べる環境
+  住まいの斡旋サービス
+  フレンドリーな専門スタッフによる環境になれる 

ためのサポート



「夏にシアトルでインターンシップを
経験しました。WSUに留学していな
かったら、このようなチャンスに恵ま
れていません。大学には資料があり、
インターンシップや就職の情報を入
手できます。先生方は、学生が優秀な
成績を収めて就職できるようサポート
してくれます。」

― アン Q. タング
2015年度卒業

ホスピタリティ・ビジネス・マネージ
メント専攻

ハノイ市（ベトナム）

ワシントン州立大学
（WSU）で学位取得
を目指す！
WSU創立以来125年間、約25万
人の学生がWSUで学位を取得しま
した。WSUでは200以上もの分野
から専攻を選択でき、多くの分野
においてその優秀さが国内外で認
められています。

• 学士号は90分野から選択
• 67の修士号プログラム
• 46の博士号プログラム
• 2分野における専門職学位

ワシントン州立大学は北西地区大学基準委員会に認定されて
います。最新となる2013年の再認定をはじめ、WSUは1918
年以来継続的に同地区の大学認定機関から認定を受けていま
す。WSU付属インテンシブ・アメリカン・ランゲージ・センターは
CEA認定校でAAIEPに加盟しています。

入学申し込み: www.ialc.wsu.edu

WSU IALC and International 
Undergraduate Admission
E-mail: international@wsu.edu
TEL: +1-509-335-8117 
入学申し込み: www.ip.wsu.edu

WSU付属語学学校インテンシブ・
アメリカン・ランゲージ・センター 
(IALC）は、8週間のコースを年間
を通して提供しており、学生はい
つでも英語の勉強を始めることが
できるので便利です。

・ 初級から上級レベルの集中英語
コース

・ 大学進学準備の英語
・ 経験豊富な教師陣による少人数

制クラス
・他大学では提供できない手頃な 

 業料
・ 社交行事や文化交流イベント
・ 英語教育プログラム認定委員会

(CEA) による認定
・ 当校修了することでWSUが入学

条件として指定する英語力をカ
バー
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詳しいお問い合わせは下記までどうぞ。 
The English Language Institute 
Florida International University 
11200 SW 8th Street, LC 204 
Miami, Florida 33199  USA 
Telephone: (305) 348-2222 
Fax Number: (305) 348-2959 
E-mail: eliinfo@fiu.edu 
http://www.eli.fiu.edu

フロリダ･インターナショナル大学

1978年よりESLのクラスを 
開講しています。

 集中英語プログラム

 集中英会話プログラム

 TOEFL準備

 7段階に分かれたクラス

 最新設備のランゲージラボ

 10,5週間のプログラム

 キャンパス内の学生寮

インターナショナル･ランゲージ･インスティテュート

ESL@unr.edu
www.unr.edu/ielc

international@unr.edu
www.unr.edu/oiss

全日制の英語プログラム
•	 年６回開講
•	 英語のスキルを磨きながら	
アメリカ文化を体験

•	 大学進学準備
•	 条件付き入学制度有り

学位プログラム
•	 学士、修士、博士課程
•	 工学、コンピューターサイエンス、ビジネス、
美術、コミュニケーションなどの分野に	
おける卓越したプログラム

•	 手頃な授業料と生活費
•	 奨学金制度と大学院のアシスタント制度

リノ・タホエリア
•	 存分に楽しめる夏と冬のレクリエーション
•	 よく晴れた日中と涼しい夜の	
理想的な気候

•	 国際レベルのスキー場
•	 大都市の魅力を備えた治安
のよい小都市

BEST
COLLEGES

U.S. NEWS & 
WORLD REPORT

 美しいアメリカ西部で学ぼう
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p.18

Shiino Konoka
Foothill Community College

Isogawa Yuki
Alfred State,  
SUNY College of Technology

p.20

2017日本語版 (JAPANESE EDITION)

International students tell their stories!

学生体験インタビュー

Santa Monica College, California

36

46

College of the Desert, California

アメリカ留学の基礎知識
10 アメリカに留学する意義
12 英語プログラムの選び方
16 特定の目的のための英語
28 大学の選択
34  アメリカ学生査証の取得
57  留学生として米国内で働く 

ことはできますか ?
63  学校、カレッジ、大学とは？
64 計画と荷造り

アメリカの教育
22 アメリカの教育事情

36  2 + 2 提携：コミュニティーカ
レッジで学士号取得を目指す

得意分野で学位取得
40 MBA 準備プログラム

44 コープ教育

46  アメリカの大学でテクノロジー
を学ぶ

48 工学の将来

50  アメリカでアート・デザインを 
学ぶ

アメリカ留学に必要なテスト
54 IELTS

58  アメリカ MBA 留学のための
GMAT®

その他
8 読者の皆様へ

62 州別学校リスト
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goalsgoals

SPRING INTERNATIONAL 
L A N G U A G E  C E N T E R

スプリング・インターナショナルの特徴
■ 集中英語　週23-25時間
■ 条件付き入学許可
■ 学習に関するカウンセリング
■ IELTSとTOEFL準備
■ GMATとGRE準備
■ 高学位の経験豊富な講師陣
■ ホームステイ先の紹介
■  アーカンソーには学生寮あり
■ 到着時のアシスタント
■ 特別プログラム

• 役員向けのビジネス英語

• 特定のニーズに応じたプログラムの策定

R E A C H  Y O U R

スプリング・ 
インターナショナルで 

ゴールをつかめ

スプリング・インターナショナル・ランゲージ・センター

2575 West Church Avenue
Littleton, Colorado 80120 U.S.A.
Phone: (303)797-0100  Fax: (303)797-0127
E-mail: spring@spring.edu
Web Site: www.spring.edu

コロラド州とアーカンソー州
にある集中英語プログラム

A T  S P R I N G
INTERNATIONAL

集中英語プログラム開講
■ �コロラド州リトルトン  

2575 West Church Avenue 
Littleton, CO 80120

■  コロラド州デンバー�
1600 Champa Street, Suite 400

 Denver, CO 80202
■  アーカンソー大学�

Uptown West (UPTW)
 1 University of Arkansas
 Fayetteville, AR 72701 
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This magazine is printed with soy-based inks on recycled paper by a printing company that recycles waste products and scrap paper and 
removes carbon-based chemicals from its exhaust system. This magazine is printed with Renewable Energy Credits (REC).

Study in the USA accepts listings from schools, universities, institutes and programs that meet only the highest standards  
of integrity, excellence in education and service to international students.

Registered in the United States Patent  
and Trademark Office. ©1985 

Study in the USA, Inc. 
100 S. King Street, Suite 425
Seattle, WA 98104
Tel: (206) 622-2075 info@StudyUSA.com
Fax: (206) 374-2480  www.StudyUSA.com 

Visit us on StudyUSA.comGET IN TOUCH! Dear Reader,
現在ほどアメリカ留学が適した時

代はありません。今日の国際経済で

は、英語を流暢に操る国際経験豊

かなプロフェッショナルが求められ

ています。

アメリカでは、美しい国土に人

種、文化の異なるさまざまな人々が

住んでおり、文化や歴史を物語る史

跡や観光地も無数に点在していま

す。また、優秀な大学も多く、実に

多様な教育機関がそろっていること

も魅力の一つでしょう。将来に向け

ての大切な自己投資である留学は、

質で選びたいものです。

アメリカ留学の際は、最高の教育

とサービスを保証するアメリカ集中

英語プログラム協会(EnglishUSA）、

または大学集中英語プログラム協会

（UCIEP）加盟の英語学校を選んで

ください。最適な留学先がきっと見

つかるでしょう。
WHAT YOU SAID!

RENAIT STEPHENS CEO/Publisher     JENNIFER PRIVETTE Editor and Assistant Publisher

SUTTON LONG Magazine Art Director     JANE STAGG Production Manager

BETH GREENE Director of Sales/Marketing     TRISH BRUNO Director of Publications/Online

EVE FLORIN Associate Publisher     PEGGY J. PRINTZ Past Publisher 

WESLEY COSTA Director of Operations     SANDRA HALLADEY, SIMON HAMLIN Sales Associates

IRENE GAZALI, ALLAN LEAL, SANDRA SPEAR Graphic Design

JUDD BUNDY Senior Web Developer     TRAVIS DRAGESET Marketing and Social Media Specialist

@studyintheusa

Follow us on 
Instagram

とても読みやすく、留学生にとて
も役に立つ情報が載っているの
で、「Study in the USA®」誌を
とても気に入っています。なかで
も、ビザ面接の攻略法や留学費用
についての記事がとても役に立ち
ました。これからも充実した内容
をお願いします！！

 Gianina FROM ITALY

「Study in the USA®」誌で、ア
メリカについてたくさん学ぶこと
ができ、留学生に与えられる機会
も多く知ることができました。 

  Malaku FROM THE 

NETHERLANDS

アドバイザーが「Study in the 
USA®」誌をくれたのですが、ア
メリカ留学を決める上でとても
参考になりました。いろいろな
アイデアをどうもありがとう！:)

 Senko FROM JAPAN

年々、世界はつながりを深めて

います。このますますグローバル化

する社会の中、あなたにはアメリ

カで学び、世界で最も優れた教育

を受けるチャンスがあります。本誌

「Study in the USA®」編集部は、

最適な学校選びのお役に立ちたい

と思っています。カレッジ、大学、

英語学校のいずれにしろ、本誌と

StudyUSA.comは学校の諸情報を

提供し、最終決定のためのお手伝

いをいたします。 

「Study in the USA®」誌では、ア

メリカ留学にかかる費用、入学に必

— From all of us at 
Study in the USA

要なテスト、申請方法など重要なト

ピックを掲載しています。また現留

学生の経験談と、大学、カレッジ、

英語プログラムについての詳しい

記事も掲載しています。StudyUSA.

comにアクセスすれば、さらに詳し

い情報と便利な検索機能をお使い

いただけます。 

アメリカ留学に向けての第一歩を

踏み出せるように願っています。あ

なたの人生を変えるような素晴らし

い経験をしてください！ 

Patricia Szasz
President
EnglishUSA
www.englishusa.org

Suzanne Panferov
UCIEP President
Director, Center for  
English as a Second  
Language (CESL) 
University of Arizona 
www.uciep.org
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グレンデール・コミュニティーカレッジ（GCC）は、カリフォルニア州の2年制短期大学の中でも最も優れたコミュニティーカレッジの1校	
で、4年制大学への最高の編入率を誇る完全認定校です。本校で初めの2年間を修了し、カリフォルニア大学ロサンゼルス校や南カリフォルニア	
大学、カリフォルニア州立大学、ロヨラ・メリーマウント大学ほか、希望の4年制大学に編入してみませんか。

International Student Program • GLENDALE COMMUNITY COLLEGE • 1500 North Verdugo Road • Glendale, CA 91208-2894 USA
Tel: 818-240-1000 内線 5439, 5440, 5887 • Fax: 818-240-1345 • E-mail: gcciso@glendale.edu • Website: www.glendale.edu/international

GCCの特徴：
•	 	世界60カ国から集まる600人の留学生。（学生数
の4%に相当）
•	 	文系と理系の75の専攻分野で準学士号取得可。
•	 	入学、学業、ビザ等の相談に応じる常勤の留学
生アドバイザーや新入生オリエンテーション。
•	 	少人数制クラス、近代的な校舎、コンピューター
ラボ、熱心な教師陣。
•	 	TOEFL	iBTスコア45以上、IELTSバンドスコア4.5

美しい南カリフォルニアの
グレンデール・コミュニティーカレッジへようこそ

以上、またはSTEP英検2級以上取得した学生に
対する融通のきく年3回（秋・春・夏）の入学機
会。入学許可を受けた学生は学位プログラムの
一環として単位認定のESLプログラム受講可能。
•	 	全米でも最も安全なコミュニティーにランクされ
るグレンデールは、ハリウッドの主要映画スタジ
オやロサンゼルスのビーチ、周辺の観光地など
に容易にアクセスできるロケーション。

人気の高い専攻分野：

•	 		アニメーション＆デザイン、アート、航空学（乗
務員専攻もあり）、生物学、経営管理、コミュニ
ケーション、コンピューターサイエンス＆情報
システム、カリナリーアート（料理）、英語、ホテ
ル・レストラン管理、数学、科学、テクノロジーテ
レビ制作、演劇。

English Language  
and Culture Institute

✱ 2 つのキャンパス - オレゴン州のオールバニと 
モンマス

✱  集中英語コースと TOEFL & IELTS 試験準備
✱  リン・ベントン・コミュニティカレッジ、西オレゴ

ン大学、オレゴン州立大学への編入が簡単
✱  少人数制のクラスと各学生に合わせた配慮 

✱  他校に負けない低料金設定

米国でもっとも美しい場所の
ひとつオレゴン州で学ぼう！

info@elci.us にお問い合わせいただくか www.elci.edu 
をご覧ください。

English Language & Culture Institute 
300 Stadium Dr. N. 
Monmouth, OR 97361 
電話: +1 (503) 838-0157

This magazine is printed with soy-based inks on recycled paper by a printing company that recycles waste products and scrap paper and 
removes carbon-based chemicals from its exhaust system. This magazine is printed with Renewable Energy Credits (REC).

Study in the USA accepts listings from schools, universities, institutes and programs that meet only the highest standards  
of integrity, excellence in education and service to international students.

Registered in the United States Patent  
and Trademark Office. ©1985 

Study in the USA, Inc. 
100 S. King Street, Suite 425
Seattle, WA 98104
Tel: (206) 622-2075 info@StudyUSA.com
Fax: (206) 374-2480  www.StudyUSA.com 

Visit us on StudyUSA.comGET IN TOUCH! Dear Reader,
現在ほどアメリカ留学が適した時

代はありません。今日の国際経済で

は、英語を流暢に操る国際経験豊

かなプロフェッショナルが求められ

ています。

アメリカでは、美しい国土に人

種、文化の異なるさまざまな人々が

住んでおり、文化や歴史を物語る史

跡や観光地も無数に点在していま

す。また、優秀な大学も多く、実に

多様な教育機関がそろっていること

も魅力の一つでしょう。将来に向け

ての大切な自己投資である留学は、

質で選びたいものです。

アメリカ留学の際は、最高の教育

とサービスを保証するアメリカ集中

英語プログラム協会(EnglishUSA）、

または大学集中英語プログラム協会

（UCIEP）加盟の英語学校を選んで

ください。最適な留学先がきっと見

つかるでしょう。
WHAT YOU SAID!

RENAIT STEPHENS CEO/Publisher     JENNIFER PRIVETTE Editor and Assistant Publisher

SUTTON LONG Magazine Art Director     JANE STAGG Production Manager

BETH GREENE Director of Sales/Marketing     TRISH BRUNO Director of Publications/Online

EVE FLORIN Associate Publisher     PEGGY J. PRINTZ Past Publisher 

WESLEY COSTA Director of Operations     SANDRA HALLADEY, SIMON HAMLIN Sales Associates

IRENE GAZALI, ALLAN LEAL, SANDRA SPEAR Graphic Design

JUDD BUNDY Senior Web Developer     TRAVIS DRAGESET Marketing and Social Media Specialist

@studyintheusa

Follow us on 
Instagram

とても読みやすく、留学生にとて
も役に立つ情報が載っているの
で、「Study in the USA®」誌を
とても気に入っています。なかで
も、ビザ面接の攻略法や留学費用
についての記事がとても役に立ち
ました。これからも充実した内容
をお願いします！！

 Gianina FROM ITALY

「Study in the USA®」誌で、ア
メリカについてたくさん学ぶこと
ができ、留学生に与えられる機会
も多く知ることができました。 

  Malaku FROM THE 

NETHERLANDS

アドバイザーが「Study in the 
USA®」誌をくれたのですが、ア
メリカ留学を決める上でとても
参考になりました。いろいろな
アイデアをどうもありがとう！:)

 Senko FROM JAPAN

年々、世界はつながりを深めて

います。このますますグローバル化

する社会の中、あなたにはアメリ

カで学び、世界で最も優れた教育

を受けるチャンスがあります。本誌

「Study in the USA®」編集部は、

最適な学校選びのお役に立ちたい

と思っています。カレッジ、大学、

英語学校のいずれにしろ、本誌と

StudyUSA.comは学校の諸情報を

提供し、最終決定のためのお手伝

いをいたします。 

「Study in the USA®」誌では、ア

メリカ留学にかかる費用、入学に必

— From all of us at 
Study in the USA

要なテスト、申請方法など重要なト

ピックを掲載しています。また現留

学生の経験談と、大学、カレッジ、

英語プログラムについての詳しい

記事も掲載しています。StudyUSA.

comにアクセスすれば、さらに詳し

い情報と便利な検索機能をお使い

いただけます。 

アメリカ留学に向けての第一歩を

踏み出せるように願っています。あ

なたの人生を変えるような素晴らし

い経験をしてください！ 

Patricia Szasz
President
EnglishUSA
www.englishusa.org

Suzanne Panferov
UCIEP President
Director, Center for  
English as a Second  
Language (CESL) 
University of Arizona 
www.uciep.org
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STUDY  
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USA®
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母国語が異なる国
での滞在と留学
は、困難に立ち向
かう精神と前向き
な心構えが必要で
すが、挑戦のし甲
斐があります。

あなたの情熱や夢はどこに向かっていますか？
アメリカ留学はあなたの夢ですか？

アメリカに留学する意義

巡ったり……と、本当にあらゆるアクティビティーに参加する機会
があるでしょう。ほかの学生たちとニューヨークに行き、フェリー
に乗って自由の女神を観光する自分を想像してみてください。あな
たの英語力は間違いなくアップし、彼らと共に時間を過ごすことで、
アメリカや他国の文化についても深く知ることができるでしょう。

最先端技術
アメリカ留学中は、最先端テクノロジーに触れる機会が多くあり
ます。アメリカは、テクノロジーに関するあらゆる分野で世界最先
端クラスに位置しています。専攻分野によっては、最新技術を教
えている教授の下で学ぶことができるかもしれません。自分にとっ
てベストな学習環境を求めているのなら、最先端技術が学べるア
メリカで勉強するのが一番です。
アメリカでの留学生活は、あなたにとってかけがえのない刺激
的な体験となるはずです。留学によって人生観が変わるといわれ
ています。アメリカ留学を終えて帰国する際、自信にあふれ広い
視野を持つ国際人となった自分自身に気付くことでしょう。
本誌「Study in the USA」、およびウェブサイトwww.StudyUSA.

comをぜひご覧ください。留学という素晴らしい旅路への第一歩
を踏み出す上で、また実際に留学先を選択する上で、必ず皆さん
のお役に立てることでしょう。

留学
の理由が何であれ、一つだけ確かなこ
とがあります。それは、アメリカ留学
が夢を達成するための第一歩であると
いうことです。生きた英語をマスターし、

アメリカ文化への理解を深める唯一の手段は、実際にアメリカで
勉強することに他なりません。
映画やテレビ番組などから受けるアメリカへの印象は必ずしも
当たっているとは限らず、実際に目のあたりにすると想像していた
イメージとの違いに驚くかもしれません。アメリカには様々な人
種が混在しています。アメリカ人は一般的にとてもフレンドリーで、
あなた自身や日本について大変興味を持つでしょう。
アメリカに留学すれば、質の高い教育や多種多様な都市、各イ
ベントなど、魅力あふれた様々な体験をすることができます。

多様性
アメリカの土地柄とそこに暮らす人々は、とても多様性に富んで
います。どこに留学するにしても、その土地独特の歴史深い文化
や伝統、慣習に触れることになるでしょう。アメリカは多民族社
会であり、今日でも外国人を多く受け入れ続けています。アメリ
カに住むということ自体、とても活気にあふれた刺激的な経験に
なるでしょう。安全に気をつけたほうがいいエリアもありますが、
大抵メインストリートや大学キャンパス内は清潔で安全です。

相違点
アメリカの大学は、日本の大学と異なる点がいくつかあります。
まず、アメリカの授業は一般的に少人数で行われ、１クラス10 ～
20人という場合もあります。また、授業中は積極的な参加が望ま
れます。教授は各自の教務室で学生の相談に乗り、時にはコーヒー
や食事を共にすることもあり、学生との親密な関係を築くことで学
生の学習意欲を高めさせています。アメリカでなら、良き指導者
のもとで学び、価値ある情報に出会うチャンスに恵まれるのです。
授業の取り組み方の違いもあります。アメリカの学生は、問題
を分析し解決することに慣れています。また、クラスメートは意見
を熱心に聞いてくれ、クラスメートからは意見をよく聞くことを求
められます。意見を言う際に大切なのは、「なぜ自分はそう思うのか」
を説明することです。授業が進むにつれ、自信を持って主張でき
るようになるでしょう。
アメリカ人学生の多くは、キャンパス内もしくはキャンパスの近く
に住んでいます。アメリカ留学中にスキーやハイキングに行ったり、
美術館を訪れたり、他の都市に旅行したり、アメリカの観光地を
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この内容は、The New England School of 
English （NESE）のディレクター、Martha Hall 
Ed.M. のご厚意により転載を許可していただいた
ものです。

自分の英語力はどのレベル？ 
簡単な自己判断チェック

英語を学ぶ
毎年、何万人もの留学生がアメリカにやってきま
す。その多くがカレッジや大学に入学することを目
標として渡米しますが、アメリカの生活を体験しな
がら英語を学ぶために留学する人もいれば、母国
でのキャリアアップのために英語に磨きをかけにく
る人もいます。
英語プログラムなんて自分には必要ない、自分
の英語力は十分だと思っている人もいるでしょう。
しかし、英語プログラム、とくに集中英語プログラ
ムを修了することを十分考慮すべきです。英語力を
伸ばすことは、TOEFLや IELTS のスコアを上げ、大
学やカレッジの選択肢を増やすことにつながります
（入学に求められる英語力は学校によって異なりま
す）。高い英語力を身につけていれば、授業にもよ
りついていきやすくなり、よりよい教育を受けるこ
とができるようになります。
アメリカの授業風景や高等教育システムは、日
本とはかなり違います。クラスでは、討論に参加し、
自分の意見を述べ、その根拠となる理由を提示し
てディベートをし、またプレゼンテーションやクラ
スメートとのグループプロジェクトを行うなど、積
極的な参加を求められます。試験や小テスト、プロ
ジェクトに加え、授業中の積極的な参加も成績評
価の対象となります。英語力を向上させることは、

大学で学ぶためのよい基盤となるでしょう。
アメリカには、私立の英語学校に加え、都心や
地方などのあらゆるロケーション、大小規模、公私
立といった様々な条件のカレッジや大学が存在して
います。

英語プログラムの種類
カレッジ・大学付属の英語プログラム
アメリカの多くのカレッジや大学でフルタイムの
集中英語プログラムが開講されています。学生ビザ
を取得するには、集中英語プログラムの授業を週
18 時間以上受講する必要がありますが、ほとんど
の集中英語プログラムで、週 20 ～25 時間のコース
を提供しています。通常、留学生は学期（セメスター、
ターム、またはクォーター）の始まる時期にプログ
ラムに入ります。
カレッジ・大学付属の英語プログラムの利点は、
留学生もたいていキャンパスに住むことができ、図
書館やレクリエーション・スポーツ施設などのカレッ
ジ・大学の施設を使用できることです。寮やカフェ
テリアで出会った大学生と会話をして英語を練習す
ることもできます。
学校によっては、上級レベルになると、英語プロ
グラムのクラスに加え大学の正規クラスをいくつか
取ることもできます。また、カレッジ・大学付属の

テレビや映画、曲に出てくる英語
はなんとか理解できるが、ネイテ
ィブスピーカーの会話になると簡
単なものでも理解しにくい
句動詞やイディオムを理解したり、
自然に使うことができない
発 音 やアクセントに自信 がなく、
集団の中で英語を話すことに緊張
してしまう
ボキャブラリーが足らず、自分の
意見を述べたり討論をしたりする
のが難しい
TOEFL のスコアは十分だが、アメ
リカスタイルの授業で発言できる
ほど英語の経験がない
高度な表現を使った記事や文章を
読むことはできるが、基本的な英
語でしか書くことができない

LEARNING ENGLISH
英語プログラムの選び方
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・�読解、英作文、会話、リスニングなどアカデミック英語のスキルアップ
に重点を置いた集中英語プログラム
・１クラスあたりの学生数4〜 20人の少人数制クラス
・週20時間の授業
・�ELIコースでの成績によっては、Illinois�State�Universityの学位
プログラムへ入学できるチャンスあり
・�アメリカの中心地に位置し、シカゴやセントルイスには電車で簡単に
アクセス
・各国からの学生が集まるキャンパス内に寮あり
・新生活への適応をサポートするフレンドリーで頼りになるスタッフ

自分の可能性を
ここで見つけよう Illinois State University

English Language Institute
eli@IllinoisState.edu
+1 (309) 438-2072
IllinoisState.edu/ELI

Golden West College
カリフォル州で学位取得への道

 +1 714-895-8146    +1 714-895-8973    isp@gwc.cccd.edu goldenwestcollege.edu/isp

ハンティントン・ビーチ 卒業式 ラーニング・リソース・センター
•

•

•

•

•  

•  

•  

•  

•

•
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認定団体から認定を受けている、または信頼できる集中英語機関に加盟している英語プログラムは、厳し
い審査を受け、基準に見合った質を備えていることになります。学生ビザの書類を発行するためには、集
中英語プログラムは認定機関から認定を受けていることが必要です。政府運営のプログラム、または大学
やカレッジ付属のプログラムの場合、その付属先を通じて英語プログラムも認定されていることになります
が、英語プログラムが独自に認定校や加盟校になっていることもあり、その場合はさらに高く評価するこ
とができます。詳しくは、認定団体のウェブサイトで確認してください。

認定団体
The Commission on English Language Program Accreditation（CEA）
英語学校やプログラムを対象とした認定団体で、CEA から認定を受けるということは CEA の設定する基準
に達していることを意味します。
www.cea-accredit.org

Accrediting Council for Continuing Education and Training（ACCET）
 大学以外の生涯教育およびトレーニングプログラムを対象にする認定団体です。
www.accet.org

集中英語加盟団体
The Consortium of University and College Intensive English Programs（UCIEP）
厳しい査定や訪問調査による審査をパスしたプログラムのみが加盟できます。
www.uciep.org

EnglishUSA - The American Association of Intensive English Programs
集中英語プログラムに対し基準を定めることを目的に設立された団体で、加盟校は高水準を維持していく
ことが求められます。
www.englishUSA.org

1  大学進学向けのプログラムか、それとも

気軽なバケーションプログラムか、どん

な英語プログラムに参加したいかを考え

てみましょう。

2 �留学にかかる学費や部屋代、食費、交

際費、本代など、自分の予算を綿密に計

算しましょう。

3 �都会、小都市、郊外、アメリカのどの地

域など、どんなロケーションにある学校

に通いたいかを考えます。

4 �講師陣が専門的な訓練を受けている

か、英語インストラクターとして経験が

あるかを確認しましょう。

5 �クラスの平均学生数を調べましょう。1

クラス10～15人が理想とされています。

6 �住居の手続きまですべて行ってくれるの

か、住居探しを手伝ってくれるだけなの

かなど、どんな住環境を用意してくれる

のか確認しましょう。

7 �留学生アドバイザー、大学やカレッジへ

の進学に関するサポート、オリエンテー

ション、健康保険、カウンセリングなど、

どのようなサービスを受けられるのか調

べます。

8��クラブ活動やスポーツチームなど、どん

な課外活動があるか調べましょう。

9 �学校の規模を調べましょう。 

10 �上級レベルの学生に大学のクラス

の受講を認めているかを確認しま

しょう。

11 �認定校かどうかを調べましょう。

大学のESLプログラムの多くは、大

学を通じて認定されています。

プログラムなら、F-1ビザ（学生ビザ）の留学生で
もキャンパス内で週２０時間まで働くことが許され
ています。
集中英語プログラムは通常、大学の学位プログ
ラムには属していないため、単位を取得できない可
能性があることに注意してください。大学付属の集
中英語プログラムに所属したとしても、必ずしもそ
の大学に入学できるというわけではありません。自
分の希望するプログラムの付属するカレッジや大学
が条件付き入学を認めているか、その条件は何か
を調べておきましょう。
一般に、公立の４年制大学やコミュニティーカ
レッジの英語プログラムの学費は、私立大学より低
額です。

私立語学学校の英語プログラム
私立語学学校の英語プログラムの中にも、大学
進学準備クラスを設けている所があります。その多
くは大学のキャンパス内や近郊にありますが、ダウ
ンタウンのビルやショッピングモールに学校を設置
している所もあります（住居やホストファミリー斡
旋をしてくれる私立語学学校は限られているので注
意してください）。
学校によっては、上級レベルになると最寄りの大

学やカレッジで１～２クラス受講することができま
す。また、旅行やアクティビティを楽しみながら英
語を学ぶバケーション ESLプログラムを提供してい
る語学学校も多くあります。
私立語学学校の英語プログラムは、大学付属の
英語プログラムに比べ、スケジュールに融通が利き
やすく、通常数週間単位で新しいクラスが始まりま
す。したがって、短期間のプログラムを希望する人
にはとても便利です。

最適なプログラムの見つけ方
学校を選ぶ前に事前によく調べることが重要で
す。このコラムに記載されたチェックリストをよく読
んでみましょう。「Study in the USA™」誌上の学校リ
ストから学校を選び、StudyUSA.comで詳しいプロ
グラム内容を確認してください。同ウェブサイトに
は日本語で内容が記載された学校もあるうえ、直
接学校に連絡することもできます。また、最寄りの
留学相談センターに立ち寄って情報を集め、学校
選びに役立てましょう。
あなたは今、エキサイティングで実りあるアドベ
ンチャーに挑もうとしています。十分に時間をかけ
て最適な学校を選べば、有益で素晴らしい経験を
得ることができるでしょう。

認定および専門団体

英語学校の選び方
How Should I Choose a Program?



詳細に関してはお問い合わせください：

Orange Coast College
International Center
 2701 Fairview Road Costa Mesa, CA 92626

今すぐ申し込もう！
orangecoastcollege.edu/international
Eメール： occinternational@cccd.edu
TEL: +1 (714) 432-5940  Fax: +1  (714) 432-5191

Instagram #gocoastFacebook: Orange Coast
College - International Center

ORANGE COAST COLLEGE
「南カリフォルニア最大規模の優秀なコミュニティカレッジ」 -  2015年 edsmart.org

�	南カリフォルニアで最も安全で住みたい地域に選
ばれ、ディズニーランドや同州で大人気のビーチがた
くさんあるオレンジ郡（OC）の沿岸近くに位置する	
キャンパス
�	４年制大学への高い編入率を誇り、その編入率は
オレンジ郡で第１位、カリフォルニア大学（CU）と
カリフォルニア州立大学（USC）両大学への編入学
生総数は第３位
�	オレンジ郡最大規模のコミュニティカレッジで、在
学生数 22,000 人の内 1,100 人が 70 以上の国々
から集まってきた留学生
�	建築学、 ビジネス、 調理学、 工学、 映画製
作など 130もの専攻分野やキャリアプログラムを
手頃な授業料で提供
�	最新設備、 質の高い教育、 活気溢れるキャン
パス、 各方面で活躍する卒業生
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By Margaret-Mary 
Palladino

特定の目的の 
ための英語

ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
航空旅行だけでなく、Skype や Facebook、ある

いはその他ソーシャルメディアを通して、世界はさら
なる国際社会へと変貌を遂げています。このことか
ら、より急速に世界中の人々の間で理解を深めてコ
ミュニケーションを向上するニーズが高まっていま
す。そのため、極めて重要な諸問題に対する国際的
な意見交換は不可欠です。

地球温暖化やオゾン層破壊などの環境問題、研
究や遺伝子工学から最新薬による治療の普及などの
健康と医療に関する課題、さらには世界経済に関す
る政治的課題が私たち全人類に影響を及ぼしてい
ます。だからこそ、益々我々一人一人が特異性の高
い学業や職業上の理由のために英語力の向上を求
めています。「特定の目的のための英語（ESP）」に
該当するコースは、対象となる学生にとって特有の
魅力があります。まず、このような英語コースは学
生が持つ特定の学業上あるいは職業上のニーズに合
わせて設定されています。例えば、ビジネスのため
の英語や法律のための英語などの ESP コースがあり
ます。各コースはそれぞれの分野に特化した英語や
文化に重点を置き、授業では、文法、語彙、コミュ
ニケーションのスタイル、勉強法を指導しています。 

「特定の目的のための英語」コースを
受講する学生とは？

一般的に、特定分野の学業や職業に興味を持ち
高い英語力のある学生が、一般英語コースではなく、
このようなプログラム受講の対象者です。このよう
なプログラムでは、受講を希望する学生の英語力が
中級上から上級であることを必要とします。

これまでの事例
Yale University（イエール大学）では、英語を母

国語としない人々で米国内のロースクール（法科大
学院）への進学を検討している学生や国際的側面
における法関係の分野で働く社会人を対象に法務セ
ミナーを実施しています。弁護士や法律学の教授が
この法務セミナーを担当し、学生は事例を分析する
ことや問題を特定することだけでなく「判例法」に
よる事例や判決理由を理解することも学びます。

セミナーを受講している学生は法律の世界を直接
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イェールで学ぶ
当大学ならではの体験を通して英語と
文化を学んで、世界観や視野を広げて
自信をつけよう。叡智を追求するキャン

パスの活気を体験してみましょう。

詳細はウェブサイトをご覧ください：
summer-eli.yale.edu

P.O Box 208355
New Haven, CT 06520-8355

電話： +1 (203) 432-2430
ファックス： +1 (203) 432-2434

Eメール： eli2@yale.edu

イェール・イングリッシュ
ランゲージ・インスティテュート

7月 - 8月
3週間コース 

中等教育の学生や
高校生対象の
大学進学準備

6週間集中英語コース 
中級から上級者対象

アメリカ英語

社会人のための
アメリカ英語 
大学院生対象

ビジネスと法律の
アメリカ英語

垣間見ることができる校外学習のチャンスもありま
す。 

 連邦および州刑務所への訪問
  裁判官、検察官、公設弁護人で行われるミーティ
ングなどが頻繁に行われている連邦および州裁
判所への訪問
  米国国連使節訪問やその弁護団とのミーティング
ならびに国連見学ツアーへの参加
  地検の検事や連邦捜査局（FBI）からの担当者と
会うことができる連邦地検への訪問
その一方で、イエール大学のビジネスセミナーは

国際問題や異文化間の問題に関する文献や事例に
的を絞っています。こうすることによって、企業内の
行動における国籍を超えた見解の共有や文化的背
景に基づく憶測の調査を促します。ビジネスセミナ
ーを受講している学生は中小企業やニューヨーク証
券取引所への校外学習にも参加します。

カスタマイズによるプログラム
米国の大学は、集中的に英語を指導する語学学

校を通して、しばしばグループを対象とした短期・
長期特別英語プログラムを手配しています。求めて
いる分野に重点を置いた英語コースが大学にない場
合は、希望するプログラムの開発が可能かどうか問
い合わせてみてください。

より密接な関係であるために、共通言語を介して

時間や距離そしてコミュニケーションのギャップを補
うことは早急に対応すべき事項となってきています。

「特定の目的のための英語」プログラムはこのよう
なニーズに対応するオリジナリティ溢れる方法のひ
とつです。

ESPは一般英語とどのように違うのか？

1/ 例えば、弁護士が要約を書いたり外交官
が政策文書を準備したりするときのよう

に、同プログラムで学ぶ語彙や文章、議論する内容、
また、特定の分野や学問に関する全てにおいて違い
ます。コースでは、語彙の使用だけでなく交渉スキ
ルや口頭プレゼンテーションにおける効果的なテク
ニックなど、関連分野の課題に取り組みます。

2/ 「特定の目的のための英語」プログラムで
は、特定学習者グループ（通常は社会人）

のニーズに合わせて設定した教材を使用します。 

3/ ESP の授業料は一般英語コースと比較し
て若干割高の可能性もあります。（特別指

導、専門家の必要性、幅の広いアクティビティや施
設利用のサポートが必要なために割高となることは
説明がつきます。）非常に専門的なコースは各グルー
プのニーズに合わせて 2 ～ 3 週間の期間に設定され
る場合もありますが、一般的に、このようなコース

の期間はその教育機関で定期的に開講している英
語プログラムの期間に合わせています。

ESP プログラムの期間や費用に関する違い以外
に、受講者の英語力や英語を使用するときの自信
を養うという共通の目的があります。

Margaret-Mary Palladino is the Director of the 
English Language Institute at Yale University in 
New Haven, Connecticut.

Yale University, Connecticut
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アメリカに留学したきっかけは何
ですか？

アメリカの大学を卒業した父の奨めで、中学
卒業後、カリフォルニアの高校に留学しました。
留学を通して、世界に視野を広げてほしいとい
う父の希望に応え、留学を決意しました。

留学先にこの学校を選んだのはな
ぜですか？

多文化な環境で大学生活を送りたいというの
が私の留学目的の一つでした。フットヒルカレッ
ジには 100 カ国以上から留学生が集まり、毎年
たくさんの学生が 4 年制大学に編入します。留
学生の編入サポートやクラブ活動などの充実度、
そしてとてもリラックスした緑の多いキャンパス
がとても魅力的でした。また、フットヒルには世
界名門校で博士号を取得された輝かしい実績を
持つ教授陣が多く、授業内容の濃さには定評が
あり、4 年制大学に近いレベルのクラスが受講
できると聞きました。これらの理由によりフット
ヒルカレッジを選びました。

この学校を選んでよかった事は何
ですか？

世界中に友達ができたことです。編入後も頻
繁に連絡を取り合っています。2 年前の冬には
フットヒルで出会った香港、中国、マレーシア、
メキシコの友人たちと一緒にメキシコを旅しまし
た。様々な国々からの友人を通して、日本以外
の文化や国について学ぶことができます。

留学中、恋しくなるものは何です
か？ 

日本にいる家族や友人と過ごす時間が一番恋
しいです。日本食は恋しくないのかとよく日本の
友人に聞かれますが、私の住んでいるベイエリ
アは日本食レストランやアジア系のスーパーがた
くさんあるので、食に関してはそこまで恋しくあ
りません。

アメリカに来てどれくらい経ちま
すか？ 英語はどのくらい上達し
ましたか？２年制大学のプログラ
ムは４年制大学での勉強の準備に
どう役に立ちましたか？

アメリカに来てから 9 年が経ちます。今では困
難なく大学での授業内容は理解できます。逆に

一番難しいのは大学の友人との会話の中のくだ
けた英語やスラングですね。アメリカの大学の
一つの特徴はライティングの課題の多さです。こ
れは英語を母国語としない留学生にとって、とて
も困難な課題ではないかと思います。私自身と
ても苦労しました。4 年制大学のライティングの
量は、コミュニティカレッジに比べると、かなり
量が増えました。しかし基本的なリサーチペー
パーやエッセイの書き方をフットヒルカレッジで
学んだおかげで、バークレーではスムーズに課題
を終わらせることができました。

アメリカに来て一番驚いたことは
何ですか？

私が今まで出会った学生（地元の学生と留学
生）は教育・社会問題に対してとても熱心に考え
ていて、NPO などの活動に自発的に参加したり、
自分たちでグループを立ち上げたり、そういった
彼らの行動力にはとても驚かされます。

言葉の違いをどう克服しました
か？

言葉の壁を乗り越えるにはとにかく英語を勉
強するしかありませんでした。毎日手帳を持ち歩
き、わからない単語はカタカナで書いて、ひたす
ら辞書を引いて覚えました。新しく習った単語を
忘れないためにその単語をできるだけ日常の会
話で使う努力をしました。

経済的な面で苦労したことはあり
ますか？

留学するために必要となる費用は高額なため、
経 済 的にはかなり厳しいです。しかし、今は
OPT プログラムを利用して、少しではありますが
収入を得ていますので、父のサポートと自分の稼
いだお金でやりくりしています。

どのような課外活動に参加してい
ますか？

フットヒ ル カレッジ の 生 徒 会 に Activities 
Coordinator ( アクティビティーコーディネーター)
として所属し、学校内で行われるイベントの企画
に携わりました。そのほかにも日本文化クラブの
会長として、毎週ミーティングを開き、さまざま
な日本の文化のイベントを行いました。特に食べ
物（おにぎり、白玉団子など）をテーマにしたワー
クショップは人気でした！

名古屋出身のシイノ コノカさんは 2010 年に Foothill College（フットヒ
ルカレッジ）に留学し、2013 年に UC Berkeley（カリフォルニア州立大学
バークレー校）に編入しました。同大学では国際開発学の学士号を取得し、

友人を作ることは難しいですか？
やはり最初は「言葉の壁」があってなかなか友

達ができませんでしたが、クラブ活動やボランティ
ア活動を通して友達ができるようになりました。

アメリカでの留学は目標達成の上
でどう役立つと思いますか？

私 の 目 標 は 大 学 生・ 留 学 生 の Academic 
Advisor になることです。アメリカでの留学経験
をもとに日本や他国からの留学生に大学生活を
有意義に過ごせるようアドバイスしていきたいと
思っています。

これから留学予定の学生に何かア
ドバイスはありますか？

留学前に習った英語は、自分自身が持つ大き
な力となります。学校への入学を希望するにあた
り、Entry Exam や TOEFL を受けなければなりま
せん。テストの点数でどのレベルのクラスから受
講できるかが決まります。ですから、英語をしっ
かり勉強しておくと、時間とお金の節約になりま
す。しかし、「英語ができないから留学は無理！」
とは決して思わないでください。私はアメリカに
来てから英語を一から学び始めました。留学し
て後悔したことは一度もありません。留学を通し
て、学んだこと、出会えた人々、思い出は、私にとっ
てかけがえのないものです。日本を飛び出して一
度しかない人生を自由に自分らしく生きてみてく
ださい。
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•  カリフォルニア州にある美しい有
名リゾート地パームスプリングに
立地

•  活気溢れるカレッジ・オブ・ザ・デ
ザートのキャンパス内語学プログ
ラム

•  手頃な学費と生活費で、かかる
総費用は他に比べ少なめ

•  住 居 、アドバイス、アクティビ 
ティ、大学編入サポートなどの各
種サービス

www.collegeofthedesert.edu/international

インテンシブ・イングリッシュ・アカデミー

集中英語プログラム
•  週25時間の授業
•  クラスは4レベル
•  8週間コースと16週間コースあり
•  8週間の集中サマープログラム： 

8週間で１レベルを修了
•  開講日は年5回！

Intensive English Academy

留学生プログラム

入学に必要なもの
入学は選考によります。
高校(中等)学校の成績証明書
財政能力証明書
TOEFL®(450ペーパー/133コンピューター/45iBT）
IELTS(4.0以上)

当 校 の ウェブ サイトか ら 申 請 書 を 今 すぐ 
ダウンロードしよう！ 

絶好のロケーション
L AVCはハリウッド、ユニバーサルスタジオ、
マジックマウンテン、サンタモニカ、ビーチの 
すぐ近くです！

アカデミック
LAVCはビジネス、コンピューターサイエンス、
グラフィックデザイン、看護学など数多くの分野
に厳格で最先端のプログラムを設けています。

教育への道
2年＋2年＝4年の優れたプログラムを提供して
います。LAVCで2年間学び、その後大学で2年間
学ぶことで学士号を取得できます。LAVCに入学
し、カリフォルニア大学ロサンゼルス校、南カリ
フォルニア大学、カリフォルニア大学バークリー
校など全米の大学に編入しましょう。

ロサンゼルス・バレーカレッジ（LAVC）はアメリカの文化的多様性を反映しています。留学生はこの多
様性に富み、ユニークな経験、視点、考え方などで貢献しています。LAVCに入学し、当校のコミュニティ
の一員になりましょう。

詳しいお問い合わせは: www.lavc.edu/international

Los Angeles Valley College | www.lavc.edu

LAVC Northern State University
admissions@northern.edu | +1-605-626-2544
1200 S. Jay St. | Aberdeen, South Dakota 57401

• 留学生を対象とした奨学金制度 
• 1クラスの平均学生数は20人 
• 授業内容が豊富な教育と研究参加のチャンス
• 専門学位を取得している教授陣による授業と実験
• アメリカ北中部にあるフレンドリーで美しく安全な
キャンパス
• 世界40ヶ国以上から集まった学生と教授陣
• アメリカ国内で最もリーズナブルな授業料の大学の
ひとつ
• 英語強化プログラム(ESL)で集中英語トレーニング
• キャンパス内でリーダーシップの強化やアルバイトの
チャンスも

Northern State University
サウスダコタ州アバディーン

northern.edu

ここから 
夢への第一歩を 
踏み出そう

   
northernstateuniversity.jp (日本語)

（英語)
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アメリカに留学したきっかけは何
ですか？
小さい頃から海外の文化や英語に興味があり、
いつか留学したいと思っていました。特に、たく
さんの文化が混ざってできた国に関心があったの
で、アメリカに留学することに決めました。そして、
英語を学ぶだけでなく英語で何かを勉強したい
と思っていました。

留学先にこの学校を選んだのはな
ぜですか？
留学のために通っていた学校がアルフレッド工
科大学と提携しており、留学生を対象にした同
大学のサービスが充実していると聞き、この大
学に決めました。また、キャンパスはニューヨー
クシティに近い郊外にあり、勉強の時間と余暇
を楽しむ時間に区切りをつけられるので留学に
はぴったりだと思いました。

この学校を選んでよかった事は何
ですか？
イベントやプログラムが多いことです。私は、
留学生をサポートするインターナショナル・オフィ
スでアシスタントとしてイベントを企画し、リー
ダーとしても活躍しながら様々なことを学んでい
ます。

留学中、恋しくなるものは何です
か？ 
日本食、家族、友達です。母や友達とはスカ
イプで連絡をとっています。

アメリカに来てどれくらい経ちま
すか？ 英語はどのくらい上達しま
したか？
アメリカに来て２年がたちます。アメリカに来
た当初は、英語を聞き取ることはできましたが話
すことは難しかったです。授業の一環として人前
で話す機会が多く、そういう場で練習できただ
けでなく苦手な部分も克服できたと思います。

アメリカに来て一番驚いたことは
何ですか？
アメリカの学生は授業中によく自分の意見を発
言します。日本の高校では、自分の意見をしっか
り発言できる学生を見かけることはほとんどあり
ませんでした。

がっかりしたことは？
アメリカでは車がないと不便だということです。
私の出身地である大阪では電車やバスが充実し
ていますが、こちらの大学に留学してからは勝手
が違います。大学の近くにあるスーパーマーケッ
トまではバスがありますが、大学付近に電車が
なく、遠出したい時には不便です。

言葉の違いをどう克服しました
か？
インターナショナル・コーディネーターが英会
話の練習ができるようネイティブスピーカーを紹
介してくれ、そのプログラムを通して英語でのコ
ミュニケーションを克服できました。そのパート
ナーとは週一回会って英語を練習しました。そ
の他の方法として、できる限りアメリカ人と話し
て友達を作ることを心がけて英語を学びました。

経済的な面で苦労したことはあり
ますか？
留学生用の学費はアメリカの学生よりも高いで
す。学費を払ってくれている母を少しでも助ける
ためキャンパス内の食堂、インターナショナルオ
フィス、寮でアルバイトをしています。

日本の学校の授業との違いはどう
ですか？
日本ではテスト対策として暗記を中心とする授
業が多かったですが、アメリカでは作文を書いた
り、グループで一つの物を作り上げたり、また、
プレゼンテーションをしたりとアウトプットするこ
とが多くて考える機会が多いです。

大阪出身のイソガワ ユキさんはボランティアなど様々な活動に積極的に参
加している Alfred State, SUNY College of Technology（アルフレッド
工科大学）の 2 年生で、マーケティング準学士号取得を目差して毎日頑張っ
ています。

どのような課外活動に参加してい
ますか？
リーダーシッププログラム、オーナーソサイエ
ティー、インターナショナルクラブに参加してい
ます。リーダーシッププログラムでは、自分自身
をリーダーとして分析するだけでなく、グループ
で活動してリーダーシップついて学ぶプログラム
です。春休みには、ブルックリンで家を建て直
すボランティアをしました。ボランティア団体に
参加してチームとしての活動を体験するのには
良い機会でした。

友人を作ることは難しいですか？
入学したときは、現地に知り合いもなく、また、
言いたいことが伝わらなくて友達作りには苦労
しましたが、自分から積極的にイベントなどに
参加することによってコネクションを作りました。
今ではたくさんのイベントやクラブに関わってい
るので友達を作りやすいです。

アメリカでの留学は目標達成の上
でどう役立つと思いますか？
将来はマーケィングの分野で国際的に働きた
いと思っているので、英語でマーケティングを学
べるアメリカ留学は非常に役立つと思っていま
す。日本でマーケィングを専攻できる大学が見つ
からなかったので、私にとって、アメリカ留学は
特別であると同時にとても良い選択だったと思
います。

”

英語を学ぶだ
けでなく英語
で何かを勉強
したいと思っ
ていました。

“
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当校の特長：
バカロレア
資格

準学士号

アカデミック国際
奨学金制度あり

在学生

全米大学体育協会
3部所属チーム

学生：教師

クラブ活動と
学友会

99% 雇用および生涯学習率
39% 学士以上の学位を目差す 60% 就職（その内96%が希望職種）

失
業

者

テキサスで英語を学ぼう
誰よりもフレンドリーな人々に出会えます

www.tiep.edu  www.tiep.edu/university-express

 経験豊富な講師とスタッフ
 授業外のアクティビティ
 条件付き入学とTOEFL免除
 認定証授与
 ユニバーシティ・エクスプレス：大学

進学用プログラム 

語学留学なら
インディアナ大学付属

集中英語プログラム

1.  CEA認定校およびUCIEP加
盟校

2.  楽しく過ごせる安全で美しい
キャンパス

3.  大学進学準備に重点を置い
た指導 

4.  一定条件を満たした学生は
学部受講が可能（単位取得
または聴講）

5.  学力判断テストへのサポート
6.  図書館（27館）、専攻（14学

部）、博物館（3館）を誇る大
学で学ぶ最高のチャンス 

当校ホームページ www.iep.indiana.edu 
もご覧ください。

Intensive English Program
Memorial Hall 313

1021 East Third Street
Bloomington, Indiana 47405 - 7005, 

U.S.A.
ファックス:  (812) 855-5605

電話: (812) 855-6457
Eメール:  iep@indiana.edu

インディアナ大学で英語を学ぶ10の理由

主要研究大学

7.  全米「ビッグ10」カレッジス 
ポーツカンファレンス

8.  年間1,100以上行われる 
無料音楽コンサート

9.  語学に力を注ぐ大学（70カ国
語以上）

10.  週20〜25時間の授業と 
6種類の英語ワークショップ
• 会話サークル
•  TOEFL受験準備
• 文法サークル
• リーディングサークル 
•  コーヒー＆ドーナッツ・ 

タイム 
•  カフェ英会話ナイト
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UNDERSTANDING THE  
AMERICAN EDUCATION SYSTEM

アメリカの教育事情
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教育システムの構造
プライマリースクール／セカンダリースクール 
（小中学校、高等学校）

アメリカの学生は、高等教育を受ける前にまず
プライマリースクールとセカンダリースクールで合計
12 年間学びます。学年はそれぞれ、１年目を「ファー
スト・グレード（first grade）」、12 年目を「トゥウェ
ルフス・グレード（twelfth grade）」など、学年を
通じグレードで呼ばれます。

一般的に「エレメンタリースクール」と呼ばれるプ
ライマリースクールには６歳前後で入学し、５〜６年
間勉強した後、セカンダリースクールへ進学します。
セカンダリースクールは、日本の中学校にあたる「ミ
ドルスクール」あるいは「ジュニアハイスクール」と、
高校にあたる「ハイスクール」の２つのプログラムか
ら成り立っています。学生はハイスクール（12 学年）
を卒業すると、卒業証書、または認定証書を授与さ
れ、「ハイヤーエデュケーション（高等教育）」として
知られるカレッジや大学に進学します。

成績評価システム
留学生もアメリカ人学生と同様に、カレッジや大

学への入学申請の際に申請書とともに公式の成績
証明書を提出しなければなりません。アメリカで
は、「グレード（grade：成績）」および「グレード
ポイントアベレージ（GPA：成績平均値）」が成績評
価の基準として使われ、大学入学合否を判断する
際にも参考にされます。グレードは通常クラス内で
相対的に評価された後、A、B、C などのアルファ 
ベットで表されます。

特に留学生にとって、アメリカのグレードを使った
成績評価や GPA はなかなかわかりづらいものです。
グレードの解釈は多様にわたり、例えば、平均レベ
ルとトップレベルの各高校から卒業した学生２人が、
ある大学に同じ GPA の成績で入学申請したとしても、
大学側はそれぞれの GPA を同じようには評価しない
可能性があります。なぜならそれぞれの高校のレベ
ルがとても違うからです。 そのため、入学申請の際
には、以下の点について特に心に留めておくことが必
要です。

  日本での最終学歴がアメリカでどの教育レベル
に相当するかを確認する。

   プログラム自体の入学申込要項だけでなく、大
学やカレッジの要項についてもよく理解してお
く。プログラムと大学の求める書類が異なる場
合があります。

  教育アドバイザーやカウンセラーに定期的に会
い、自分が入学条件に満たしているか確認する。

教育アドバイザーやカウンセラーは、あなたが大
学入学条件を満たしているか、あるいは、準備期間
としてさらに数年間費やす必要があるかをアドバイ
スしてくれるでしょう。日本の大学への入学条件を
満たしていない場合は、アメリカで習得した教育を
政府や企業が正式に認めない場合もあります。

アカデミックイヤー（学年度）
学年度は通常８月あるいは 9 月に始まり、５月

あるいは６月に修了します。アメリカ人の多くが秋
学期に入学するので、その時期に入学するように
計画するといいでしょう。年度始めはとても活気
にあふれ、すべての新入 生が大学での生活に順
応しようとしている時期なので、友達を作るたく
さんの機会に恵まれます。また、多くのコースは、
秋学期から１年間順序立ててクラスをとるようにデ
ザインされています。

学校の多くが年間２学期からなるセメスター制
（学校によっては年間３学期のトライメスター制）

を導入していますが、任意で履修できるサマーセッ
ションを含む年間４学期のクォーター制を導入し
ている学校もあります。基本的に、もしサマーセッ
ションがない場合は、その学年度は２セメスター
か３クォーターでなりたっています。

ハイヤーエデュケーション（高等教育） 
の仕組み
レベル１：アンダーグラデュエート（学士課程）

学士号を取得していない学生が大学に入学する
場合、まずアンダーグラデュエートつまり学士課程
レベルで学ぶことになります。学士課程はコミュニ
ティーカレッジまたは 4 年制大学で始めることがで
き、取得までには通常４年間かかります。

学士課程の前半２年間は、広範囲な分野から様々
な内容のクラスを受講することを求められます。こ
れらは、一般的に必須科目として知られる文学、科
学、社会学、美術、歴史などで、専門的な分野に
進む前に、一般教養や幅広い分野での基礎知識を
培います。

多くの学生が、必須科目の単位を取得するために、
学士課程の前半２年間をコミュニティーカレッジで
履修します。コミュニティーカレッジでのコースを修
了すると、準学士号（AA）を取得し、４年制大学
に編入することができます。

「 メジャー（major）」 とは自分 の 専 攻 分 野 のこ
とで、 例えばメジャーがジャーナリズムの 場 合、 
ジャーナリズムの学士号を取得することになります。
学士号を取得するには、自分のメジャーにおいてあ
る一定数の単位を履修する必要があります。メジャー

アメリカの教育システムは、ありとあらゆる選択肢を学生に提供しています。プログラムの選択肢の豊富さ、さまざまな学校、
そしてロケーションの多さは、アメリカ人学生でも圧倒してしまうほどです。学校を選択するにあたり、まずはアメリカの教育シ
ステムを理解することが重要です。アメリカの教育がどのように成り立っているかを理解すれば、学校の選択肢を絞り込み、今
後の留学計画を進めやすくなるでしょう。

は３年生になる時に決めなければなりません。
アメリカの高等教育システムの特徴の１つとして、

メジャーを何度も変更できることがあげられます。
アメリカ人学生の多くが、メジャーを選択した後に
他の専攻分野に興味をもち、学士課程の途中でメ
ジャーを変更しています。アメリカの教育システム
はこのようにとても融通が利きますが、メジャーを
変更することによって履修すべき単位が増え、より
長い期間と多くの費用がかかることになる可能性が
あることも注意する必要があります。

レベル２：グラデュエート （大学院修士課程）
学士号を取得後、自分のキャリアのために修士

課程に進学することを真剣に考えている人もいるで
しょう。図書館学や工学、行動保健学、教育など
の分野でより高いポジションにつく場合、通常、修
士号は必須と考えられています。アメリカの修士課
程プログラムに申し込む前に、将来就きたい職で求
められる最低学位を調べておきましょう。

修士課程プログラムは通常 4 年制大学で提供さ
れています。入学申請にあたっては、GRE（graduate 
record examination）と呼ばれるテストを受ける
必要があります。また、ロースクールへの入学には

成績の見方
grading policy

   
成績(Grade) 成績配分
A 93-100% 4.00
A- 90-92% 3.67
B+ 87-89% 3.33
B 83-86% 3
B- 80-82% 2.67
C+ 77-79% 2.33
C 73-76% 2
C- 70-72% 1.67
D+ 67-69% 1.33
D 60-66% 1
F 0-59% 1
I Incomplete 0



24  STUDY IN THE USA®    Japanese Edition

freshman
Highline Collegeの 

学士課程プログラムに
入学したジェーン。

sophomore
Highline Collegeで 

必須科目をたくさん履修し、
準学士号（AA）を取得。 

これで４年制大学に 
編入ができる！

junior
The University of 

Washingtonのマーケティン
グ学部に編入。２学期クラス

を履修したけれど、 
コンピューターサイエンスの
方に興味が…。さっそくアド
バイザーに会って、専攻を変

える手続きをしよう。

senior
とうとう卒業！

4年生

新入生

２年生

3年生

LSAT、ビジネススクールへは GRE または GMAT、メディカルスクールへ
は MCAT など、プログラムによっては特定のテストを受けることが要求
されます。

修士号を取得するには、通常１〜２年かかります。例えば、非常に人
気の高い MBA（経営学修士号）は２年間ですが、ジャーナリズムなどの
専攻は１年間で取得できます。 修士課程では、ほとんどの時間を教室
での勉強に費やし、学位を取得するために修士論文と呼ばれる研究論文
を提出するか、修士課程プロジェクトを完成させることが求められます。

レベル３：グラデュエート（大学院博士課程）
多くの大学院では修士号が博士号取得への第一歩と考えられています

が、その一方で修士号を取得することなく博士課程に直接進学すること
も可能です。博士号取得にはアメリカ人学生で３年以上、留学生だと５
〜６年かかる場合があります。

ほとんどの学生が博士課程の前半２年間を教室やセミナーで学び、そ
の後少なくとも１年間直接研究に携わるか論文に取り組みます。これら
の論文は、まだ発表されていない見解、デザイン、あるいは研究を含ん
でいなければなりません。

博士論文とは、与えられたテーマにおいて現学識の論考と要旨をまと
めたものです。博士号を取得するには、２言語において読解能力がある
こと、研究者としてある一定期間在籍すること、選考試験に合格すること、
論文と同じテーマについての口頭試験をパスすることが、アメリカの大
学院の多くで求められています。

アメリカの高等教育システムの特徴
クラス環境
クラス規模は、数百人の大講義から少人数のクラスやセミナー（ディス
カッションクラス）まで様々です。アメリカの大学の授業はとても活気に
あふれており、学生は自分の意見を述べ、討論に参加するなど、授業へ
の積極的な参加が求められます。日本の受け身な授業に慣れている人に
とって、これは驚くべきアメリカの教育システムの特徴のひとつと言える
でしょう。

教師からは、教科書や文献を読むなど、毎週なんらかの宿題が出さ
れます。授業中、討論に参加し講義を理解できるように、与えられた宿
題はきちんとしておかなければなりません。実習室での実習が義務づけ
られる専攻もあります。

教師が各学生の成績を評価する際に基準とするのは以下の通りです。

  授業参加度：教師はそれぞれ独自の授業参加要項をもっていますが、
共通しているのはクラス討論、特にセミナークラスへの参加度です。
これは、成績評価において重要な要因になります。

  中間試験の成績：通常授業中に行われます。
  リサーチペーパー、期末レポート、あるいは実験レポート：成 績評

価を受けるためには、ひとつ、あるいはそれ以上の提出が求められ
ます。

  小テストまたは「クイズ」：時々前触れなく抜き打ちテストが行われ
ることがあります。これは成績評価にそれほど重要視されませんが、
学生に学習と授業出席を促す目的で行われます。

  期末試験：学期のすべての授業が終わった段階で行われます。

単位
各コースには、それぞれ決まった「クレジット (credit：単位）」や「クレジッ

トアワー（credit hour：単位時間数）」が割り当てられています。これら
はそのコースの授業を週に何時間受講しているか、その時間数にだいた
い相当し、１コースあたり３〜５単位が通常です。
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College of the Desertでは以下を提供：
• UCやCSUなどの4年制大学への編入
• 85以上もの分野における学位やサーティフィケート
• お手頃！ 格安の授業料や滞在費
• 入学条件となるTOEFLスコアの低設定（iBT45点あるいは

PBT450点）
• アメリカ人家庭でのホームステイ

Intensive English Academyでは以下を提供：
• 週30時間におよぶ英語の授業
• 8週間と16週間のプログラム
• アカデミック英語に的を絞った授業
• アメリカのキャンパスライフ体験
• 学生それぞれのニーズに対応できる少人数制クラス

 

College of the Desert
カリフォルニア州パームスプリングスを中心とするリゾート地にある2年制大学！

College of the Desert, International Education Program, 43-500 Monterey Ave., Palm Desert, CA 92260  USA  
Tel: 760-776-7205 • Fax: 760-862-1361 • email: IEP@collegeofthedesert.edu • www.collegeofthedesert.edu/international

留学しながらリゾートスタイルの生活

留学
ポートランド・コミュニティカレッジ
ポートランド・コミュニティカレッジはオレゴン州ポートランドにあります。800人以上の留学生が学んでいる当カレッジは複数のキャンパスを持つ2年
制大学です。当カレッジへの留学は www.pcc.edu/internationalで今すぐ手続きをするか 971-722-7150 まで電話でお問い合わせください。

ポートランド・コミュニティカレッジ留学のメリット

	TOEFL不要

	総合的な語学プログラム

		100以上の分野から科目選択

	サポートサービス

		全キャンパスで留学生アドバイ 
ザーがサポート

		無料コンピュータラボと無線イン
ターネット

		当カレッジ学生用奨学金

		キャンパス内でのアルバイトやイン 
ターンシップのチャンス

	少人数制クラス

	ホームステイまたは学生寮

		留学生向けのアクティビティが豊富

		異文化交流週間アクティビティ

	様々なクラブ活動

		キャンパス近辺に海岸やマウント
フッド・メドウズ・スキー＆スノー
ボード・リゾート
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１. 州立４年制大学
州や地元の行政が補助し運営をしているのが、州立大学で

す。アメリカ各州には州立大学が最低１校はあり、単科大学を
複数運営する州もあります。多くの場合、Washington State 
University や University of Michigan のように名前に州名や

「State」という単語が含まれています。

 2. 私立４年制大学
私立大学は、州立大学が州政府によって運営されているのと

は反対に、個人によって運営されています。学費は通常州立大
学より割高ですが、学校規模は小さいことがしばしばです。宗
教系大学も私立大学に含まれます。ほとんどの宗教系大学で
宗派、信仰を問わず学生を受け入れていますが、ある一部で
は創立の母体となった宗教と同じような信仰をもつ学生をより
受け入れる大学もあります。

 3. コミュニティーカレッジ
コミュニティーカレッジとは２年制カレッジのことで、修了す

ると準学士号または修了証が授与されます。カレッジでは様々
な種類の準学士号を提供していますが、重要な違いは４年制
大学への編入が可能かどうかです。準学士号は通常、大学編
入と職業訓練の２つの主要なタイプに分けることができ、大学
編入プログラムは、一般的に文理系準学士号のことをいいます。
応用化学系準学士号（AAS）や修了証の場合、大学編入がで
きない場合がほとんどです。

コミュニティーカレッジの卒業生のほとんどが、学士課程
を修了させるために４年制大学へ編入していきます。コミュニ
ティーカレッジで取得した単位を移行できるため、編入後２年
間ほどで学士号を取得することができます。また、多くのカレッ
ジで ESL や集中英語プログラムを提供しているので、留学生は
大学進学に向けて英語力を伸ばすことが可能です。 準学士号
以上の学位を取得する予定がない場合、就職先によっては準
学士号の資格では不十分なこともあるので、事前に調べておき
ましょう。

4. インスティテュート・オブ・テクノロジー
( 工科大学 )

科学技術の分野において、４年間あるいはそれ以上のプログラ
ムを提供している学校です。大学院プログラムを設けていると
ころもある一方、短期間のプログラムを提供しているところも
あります。 

ほとんどの学校においてフルタイムのプログラムは、１２または１５クレ
ジットアワー（学期あたり４つまたは５つのコース）で構成され、卒業する
にはある一定数の単位を取得する必要があります。留学生の場合、ビザを
維持するためには、各学期でフルタイムのプログラムを受講することが求
められます。

編入
学位を取得する前にほかの大学に籍を移す場合、通常、前の学校で取
得したほとんどの単位を新しい大学に移行させることができます。これは、
新しい大学への編入を意味し、よけいな時間をかけずに卒業することがで
きます。

学生からの 
アドバイス

「融通のきくスケジュールや楽しいクラス、
いろいろな種類のアクティビティがとても
気に入っています。」

Xujie Zhaoさん（中国出身） 
Wentworth Institute of Technology
（ウェントワース・インスティチュート・オブ・テクノロジー）

STUDENT  
TIP

アメリカの高等教育が
受けられる機関

「自分が今までに受けてきた日本の教育シ
ステムにアメリカの教育システムを『当て
はめよう』とするのではなく、別のものと
して『受け入れる』という姿勢が大切だと
思います。」

寺尾 忠泰さん
Golden West College
（ゴールデン・ウエスト・カレッジ）

「日本とは違い、クラスに参加しディス
カッションを強いられるので、嫌でも話し
合いの場に出されました。」

松山 恭平さん
Chabot College
（シャボー・カレッジ）
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❱❱ 74ヶ国以上から集まった1,700人の留学生が在籍
❱❱ 留学生用プログラムは米国コミュニティカレッジのランキングで18位
❱❱ ジョージア工科大学やワシントン大学など名門大学への編入
❱❱ ESL、サーティフィケート、準学士号、理系・文系学士号❱
❱❱ インターナショナル・エデュケーション・ウィークやその他楽しいアク
ティビティ
❱❱ 70以上ものクラブ活動や学生主体の活動
❱❱ キャンパス内でのアルバイトやインターンシップのチャンス
❱❱ BC在学生対象の奨学金制度
❱❱ ワシントン州で3番目の規模を誇るカレッジ
❱❱ シアトルから15分、カナダからは2時間の距離

Office of  
International Education

3000 Landerholm Cr. S.E.
Bellevue, Washington 98007 U.S.A.

www.bellevuecollege.edu/oiegi/
oie@bellevuecollege.edu

+1 (425) 564-3185

米国内トップレベルの大学で学ぼう

www.intostudy.com/marshall

マーシャル大学が留学先にぴったりの理由
• 南部地区公立大学ランキングで第17位

• GMATやGREが必要な大学院プログラムはほとんどない

• 大学進学プログラム8種類、大学院進学プログラム15種類、 
アカデミック英語プログラム、一般英語プログラム

• 安全な地方小都市の大学街にあるお手頃価格の大学

• 犯罪科学分野の修士課程プログラムにといて米国第1位  
（2015年度アメリカ犯罪捜査学会による）

（U.S News & World Report誌発表の2015年度トップ大学ランキングによる）
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CHOOSING A COLLEGE OR UNIVERSITY

StudyUSA.com  
なら学校の情報が盛り
だくさん！直接担当者
に連絡もできます。

大学の選択
By David P. Anderson
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3000 校以上の大学があ
るアメリカでは、大
学の選択肢は無限

と言っても過言ではありません。コミュニティーカレ
ッジをはじめ、専門大学、私立の一般教養系大学、
公立の大規模な総合大学までさまざまな形態の大
学があり、ほぼだれでも自分に合った進学先を見つ
けられるのが、アメリカの高等教育システムの優れ
た特徴のひとつです。その無限の選択肢の中から１
校に絞るには、自分にとって何が優先事項かを考え
る必要があります。また、地理的条件や規模、取得
できる学位などを考慮することも重要です。
実際に大学のキャンパスを訪れたこともなけれ
ば、まして一度もアメリカに来たことがないという
人にとって、海外からの入学申請手続きは特に大変
な作業になるかもしれません。そういう場合は、大
学の所在地や在学生、教授について、より慎重に
下調べをすることが大切です。これらは学問の内容
と同様に、重要なポイントになります。

長期的な目標達成を念頭に 
早めにスタートしたい下調べ
興味のある大学に関して、じっくり時間をかけて
調べましょう。どんな大学が自分に向いているかを
理解するには長い時間がかかります。少なくとも入
学の12～18カ月前から大学の下調べを始めましょ
う。アメリカの大学の大半は８月または９月に開講
することに注意してください。留学生の多くは、高
度な大学教育についていく英語力を養うために、
事前に ESLプログラムで３～９カ月間英語を学ぶこ
とも考慮する必要があります。
留学先を決定する過程で、チェックしなければな
らない事柄は想像しているよりずっと多くあります。
右記の「留学前に確認しておきたい事項」を参考に
してもう一度確認しましょう。

アメリカの大学に関する情報入手先
教育アドバイザー
数多くの選択肢の中から志望校を選択する上で、
適切な関連情報をどこから入手するかをきちんと
理解することが役立ちます。学生の多くは、教育
アドバイザーから大学に関する情報を入手していま
す。この教育アドバイザーとは大まかな定義であり、
さまざまな人物や組織団体がこの役割を果たして
います。
アメリカの政府機関としては、大使館・領事館の
広報部門が支援するアドバイスセンターのほか「エ
デュケーションUSA」とフルブライト委員会事務局
のオフィスが世界中にあります。また、日米共同で
支援する留学センターや「インスティテュート・オブ・
インターナショナル・エデュケーション」などの非営
利国際教育機関によって運営されている留学相談
センターも多数あります。
このような団体は通常、無料でカウンセリング
を行っていますが、切手代やコピー代などを別途
徴収する所もあります。ほとんどの留学センターで

  どのような教育を受けたいのか
  将来の目標は何か
  異国で４年間過ごす心構えができて
いるか

  留学には生活費も含め、総額いくらか
かるか

  日本政府はアメリカで受ける教育に対
し、何らかの規制を設けているか

  将来就きたい職種にどのような資格
が必要か
  どんな学生組織に所属したいか
  大学を選ぶ際に、信仰している宗教を
考慮する必要があるか
  入学したいアメリカの大学で取得でき
る学位は、日本政府の承認を受けてい
るか

留学前に確認しておきたい事項

は、アメリカの大学のパンフレットやカタログが置
いてあるほか、大学情報入手のためのインターネッ
トアクセスも可能です。また、TOEFLや SAT、GRE、
GMAT、ACT、Pearson、IELTS など、留学する際に
重要となるテストの資料なども入手できます。ビデ
オにてアメリカの大学やキャンパスライフを紹介す
る留学相談会を開催する留学相談センターも多く、
そこではアドバイザーに直接質問や相談をすること
ができます。
アメリカに留学した経験を持つ親類や友人に相
談する場合は、人柄を知り、信頼を寄せる人物に
留学先の詳細をじっくり聞くことができるという利
点があります。しかし、このような「内々の教育ア
ドバイザー」の情報は１、２校に限られているだけ
でなく、人によって価値観が違う点に注意してくだ
さい。広範囲な情報を得るためには、それらの情
報だけに頼ることはお勧めできません。
民間の教育相談専門機関を抱えている国も多く
あります。このような機関は一般的に非営利団体
に比べ、より多くの資料をそろえている上、大学の
みならず、数多くの集中英語プログラムと提携して
います。手数料を払えば、学校選択から入学申請、
ビザ手続きまで、サポートを受けることもできます。

ELS ランゲージセンター（ELS Language Centers）
では、多くの学生が卒業後、アメリカの大学に進
学しています。同センターのウェブサイト（www.
collegedirectory.els.edu）には、ELSランゲージセ
ンター卒業後に TOEFL 免除で大学の学位を取得で
きる情報が詳しく掲載されています。
また、日本にいる学生だけでなく、すでにアメリ
カ国内で学校に通っている学生向けにも、ELS大学
入学斡旋サービスを提供しています。詳細は、Eメー
ルで upsinfo@els.eduまで問い合わせてください。

インターネット
今日の学生は、一世代前の学生に比べ、インター
ネットでより多くの情報にアクセスできるようになり

ましたが、その反面情報過多に悩まされるという問
題にも直面しています。そのため、一般的にインター
ネットは特定の大学や専攻分野に絞って利用するの
が最善と言えます。

www.StudyUSA.comを筆頭とする多数のウェブ
サイトには検索エンジンが設定されているため、絞
り込み検索ができ便利です。www.StudyUSA.com
やwww.ESL.comは、特にアメリカ留学を希望する
海外からの学生のために作られており、アメリカ留
学全般についての情報を得ることができます。
このようなウェブサイトを利用すると、情報が絞り
込みやすくなるとともに、プログラムの選び方やビ
ザの取得方法、大まかな学費など、貴重な情報を入
手できます。日本語での検索も可能な上、学校に直
接問い合わせたり、入学申請をすることもできます。

学校の選定基準
それでは、実際に高等教育機関への進学を考慮
する上で無数の選択肢の中から留学先を絞りこめる
ように、選定基準をあげてみましょう。次に挙げる
基準はすべて重要ですが、人によってそれぞれの重
要度は異なります。これらの要因を頭に入れ、自分
にとって最も重要な優先事項について考えましょう。

専攻分野「メジャー」
アメリカの大学では通常、他国の大学のように入
学時に専攻分野を決める必要はありません。しか
し、学びたい分野が前もってわかっている場合は、
志望校に同分野で認可されたプログラムがあるかど
うかを調べておきましょう。ビジネスや情報技術の
ような人気の専攻分野はほとんどの大学で学べま
すが、海洋生物学や考古学のようなより専門的な
分野に興味がある場合、事前に調べておくことが
重要です。
少数の専門的な高等教育機関を除き、アメリカ
の大半の大学では、数多くの科目がそろっていま
す。ほとんどの場合、専攻分野の勉強をしながら

FACTORS to CONSIDER
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教育水準および評判（ランキング）
アメリカの大学の中には、入学競争率が非常に

高い所があります。特に有名一流大学となると、外
国人留学生の入学は難しくなります。ほとんどの学
生の場合、全米上位 50 校にランクされる大学への
入学に固執するよりも、学びがいのある質の高い教
育を行っている大学に行く方が現実的といえます。

各大学の入学選考基準を調べ、自分の学業成績
が基準を満たしているか確認しましょう。また、志
望大学に入学できる可能性について、進学指導の
先生やカウンセラーに相談してください。アメリカ
の大学は通常、学生の入学選考の際に、学業成績
のほか、課外活動への取り組みも考慮します。入学
に必要とされる TOEFL などの一般的なテストの得
点も大切ですが、学校の成績の方がより重要視さ
れます。

所在地
選択肢が多すぎて留学先を決めかねている場合

は、どんな地域に住んでみたいかを考えてみるの
も一案です。例えば、出身地が温暖な気候の学生
の場合、有名な大学はあるものの、寒冷地である
ニューイングランドに住めるかどうか、考慮すべき
でしょう。アメリカに留学している学生の大半は、
東海岸や西海岸付近に住んでいます。

特定の文化活動やスポーツ、レクリエーションを
勉強の合間に楽しみたいかどうかも、留学先を選定
する重要な要因となります。ウインタースポーツに
興味があるならコロラドやバーモントのような山岳
地域、サーフィンを楽しむならフロリダの大西洋岸、
演劇好きならサンフランシスコやニューヨークなど
と、興味によって留学先を絞り込むこともできます。

日本人留学生の中には、日本人コミュニティー近
辺に住みたい人もいます。そのため、ニューヨーク
やロサンゼルスなどは留学生に人気があります。

その一方で、アメリカ文化にどっぷり浸れるよう
に、｢アメリカの真ん中｣ に当たる中西部を選択す
る学生もいます。全米でも最も重要な研究所を抱
える大学の多くは、カンザス州ローレンスやウィス
コンシン州マディソンのような小さな都市や街にあ
り、このような都市は海外では知名度が低いかもし
れませんが、アメリカでは比較的生活費が安く、質
の高い「大学の街」としてよく知られています。

立地環境（都会、郊外、町）
留学先を決める上で、どの地域に住むかだけでな

く、どのような立地環境に住むかということも重要
です。すべての大学がニューヨークやサンフランシ
スコ、シカゴのような大都市にあるわけではありま
せん。先に述べたように、毎年何千人もの留学生が
入学する優良な大学の多くは、小さな都市や町に
あります。大都市出身の人は、そのような小都市で
の生活に馴染めるかを考える必要があるかもしれ
ません。しかし、毎年何万人もの学生が小さな町
の大学に留学していることからも、ほとんどの人が
新たな土地に順応できるといえるでしょう。

妥協案として、大都市周辺の住宅地である ｢郊外｣
を選ぶという方法もあります。アメリカの郊外には
魅力的な大学が数多くあります。郊外は、住宅地
の静寂さと国際的規模の施設が必要とするスペース
に恵まれており、同時に都会の華やかさも簡単に
味わうことができます。もちろん、大都会の中心に
は選択しきれないほど多くの大学があります。

留学費用
生活費を含めた留学にかかるすべての費用を計算

してみましょう。留学費用に関する情報の多くは、
各大学のウェブサイトで調べることができます。通
常、私立の一流大学の学費は、公立大学より高めで
すが、中には公立と学費が変わらない所もあります。

一般的に、東海岸や西海岸から離れた地域ほど
生活費が低く、場所によってはかなり安く生活でき
ます。優れた大学システムで有名なカリフォルニア
大学（University of California）とカリフォルニア州
立大学（California State University）の場合、魅力
的なロケーションに良心的な学費の分校が数多くあ
りますが、生活費が他州に比べ２倍近くかかるため、
総費用が高くなる可能性があります。

大学の規模
留学生のほとんどは、大規模な研究大学に入学し

ています。通常、このような大学は州政府からの助
成金で成り立っている公立大学であり、一般的に海
外でもよく知られた「ブランド名」があります。しか
し、大規模な大学よりも、何百もある小規模の大

他の科目も履修する事ができます。伝統的なリベラ
ルアート（一般教養）系の大学では通常、理系およ
び文系の学士号を取得できるとともに、教授とより
密な関係を築いたり、研究により深く関われるとい
う利点があります。

アメリカにはビジネスや工学などの専門大学もあ
るので、主に専攻分野の科目だけを教えるような大
学を選ぶのも一つの方法です。また、幅広い分野
の科目を教える大学で、専攻以外の科目を同時に
学ぶのも一考です。

学士課程および大学院
情報収集や入学申請の際には、その学位課程が

自分に的確なものか注意しましょう。高卒、大学
在学中、または中退した学生は、大学課程（２年間
の準学士号または４年間の学士号）に申し込むこと
になります。ほとんどの大学課程の場合、特定の
学部でなく、大学に申し込みます。

修士号や博士号は大学院で取得しますが、志願
する大学院が夜間や週末だけのプログラムではない
か確認することが重要です。なぜなら夜間や週末
だけのプログラムでは、正規の学生ビザステータス
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です）。

大学院に申し込む場合、大学課程への入学とは
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Bridge Program
ブリッジプログラム

世界中でも、アメリカのコミュニティーカ
レッジに匹敵する学校のある国は多くはあ
りません。
コミュニティーカレッジは公立の短期大
学で、準学士号を取得できるほか、４年
制大学の前半２年間を修了することができ
ます。留学生の間では、入学基準が低め
で学費が安いコミュニティーカレッジに人
気が集中しています。技術的な分野で準学
士号を取得後、帰国する学生もいますが、
留学生の多くは、学士課程の前半２年間を
より低額な学費で修了するためにコミュニ
ティーカレッジに入学し、その後、周辺の
４年制大学に編入しています。

Community
Colleges

コミュニティーカレッジ
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(916) 660-7330       internationalstudents@sierracollege.edu www.sierracollege.edu/int

カリフォルニアに留学しよう！

シエラ･カレッジで 
大学課程前半の 
２年間を学ぼう。 

年間授業料は 
４年制大学の半額！

シエラ・カレッジの特徴
•	サンフランシスコ、レークタホ、ナパバレーの近くにある、北カリフォルニアの	
安全で家庭的な環境
•	カリフォルニア大学バークリー校、デービス校、サンディエゴ校などに編入可能
•	入学条件：TOEFL	45点（iBT）、133点（コンピューター版）、または「第２外国語	
としての英語（ESL）」プログラムに入学
•	キャンパス内の寮、ホームステイ、アパートの３つのオプション
•	優秀な講師陣と少人数制クラス

5000 Rocklin Road,
Rocklin, California 95677, USA

 

メリーランド大学ボルチモアカウンティ校(UMBC)
イングリッシュ・ランゲージ・インスティテュート

UMBC • 1000 Hilltop Circle, UC 207 • Baltimore, MD 21250 • USA • Tel: 410.455.2831 • E-mail: eli@umbc.edu • www.umbc.edu/eli

n		前途有望な州立大学や革新的な大
学として1位にランキング

n		大学レベルにおいて高水準の教育
を提供している大学としてトップ
５にランキング

n	 	UMBC学位取得プログラムへの
TOELFスコア提出なし条件付き
入学

n	 	集中英語プログラム、アカデミッ
ク英語プログラム、アクセント
強制、TOEFL準備、GRE準備、	
プロフェッショナル英語など

n	 	TESOLの資格をもった優秀な教
師陣

n		1月、3月、5月、8月、10月に
スタート

n		ワシントンDCとニューヨーク近
くに立地

n		ネイティブの会話パートナーと
英語の練習（無料）

n	個別指導（無料）
n		シャトルバスやスポーツジムな
どUMBCの施設やサービスへの
アクセス（無料）
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学の方が学習に適している場合もあるので、考慮し
てみる価値があります。

一般的に小規模の大学の方が、「守られた」環境
にあり、１クラスの学生数も少なめです。学生対講
師の比率も低いため、留学生に親身に対応してくれ
る可能性が高く、教育的にも文化的にもアメリカに
適応しやすいといえるでしょう。また、小規模の大
学の方が、大学生活そのものにも慣れやすいかもし
れません。

研究に力を入れている大規模な大学には、建築
学や工学のような技術的な専攻分野があり、公立
の場合、学費も低めです。このような大学には留
学生が多く、日本人留学生も在学していると思わ
れます。

TOEFL条件（TOEFL免除）
ほとんどの留学生にとって TOEFL は不安の種で

すが、英語で教育を受けていない限り、ほぼ避けて
通れない試験です。各大学によって入学必須条件は
異なりますが、通常、有名大学ほどより高い TOEFL
スコアが要求されます。したがって、留学希望校の
入学条件を事前に調べておくことが必要です。

アメリカの大学の中には、留学生に人気の高い

｢TOEFL ウェーバーオプション｣ と呼ばれるシステム
を採用している所があります。このシステムは、大
学付属の集中英語プログラム（または提携英語プ
ログラム）の最上級クラスを修了した場合、大学
に TOEFL 免除で入学できるというものです。ELS ラ
ンゲージセンターなどのような私立の語学学校も、
TOEFL 免除で入学できるように数多くの大学と提携
関係を結んでいます。

認定制度
認定（Accreditation）とは、大学やプログラム

が全米の教育水準に見合うことを証明するもので、
希望校が認定されているかどうかの確認は非常に
重要です。非認定の大学に入学しても、取得した
単位が編入先の認定大学では認められず、編入で
きない場合があります。また卒業後、日本政府に
学位を認められず、希望の職種に就職できないこ
ともあるので注意してください。

アメリカには、文部省のように全米の高等教育
の基準を制定する政府機関はありません。各州政
府も、承認や認可を行うことはありますが、これ
は学校の経営状態や営業免許の面であり、教育の
質自体は認定しません。

代わりに、アメリカでは大学が提携して組織を
つくり、独自の基準を設けています。「認定機関」
と呼ばれるそれらの組織が、それぞれの大学を査
定します。基準に見合う大学は「認定」され、認
定機関の学校リストに掲載されます。認定校であ
り続けるには、これらの高い基準を保持する必要
があります。

認定の種類
アメリカの大 学 の認 定 機 関には、 インスティ

テューショナル（institutional）とプロフェッショナ
ル（professional）という２種類の組織があり、日
本政府は、これらの組織に認定された大学の学位
しか認めないことがあります。

インスティテューショナル認定が大学組織自体を
認定するものであるのに対し、プロフェッショナル
認定は、法学、医学、工学、ビジネスなどの特定
のプログラムを認定しており、これらの専門分野か
ら選ばれた認定官によって決定されます。

認定校については、高等教育認定委員会（Council 
on Higher Education Accreditation) の公式ウェブ
サイト www.chea.org や、米国教育情報ネットワー
ク（U.S. Network for Education Information） の 公
式ウェブサイトwww.ed.gov/NLE/USNEI を参考にし
てください。

本誌「Study in the USA」に掲載されている学位
を授与する大学は、すべて公式に認定されています。
語学学校など、学位を授与しない学校やプログラム
の認定の有無は、それぞれの専門組織への加入状
況により異なります。

学校への連絡
志望校を吟味したら、６～８校に的を絞り、これら

の学校からさらに詳しい情報を取り寄せます。本誌
のウェブサイト www.StudyUSA.com からオンライ
ンで資料を請求してください。語学学校、大学、大
学院では、それぞれ入学申請先が異なる点に留意
してください。大学に入学を希望する場合には大学
課程の入学事務局に、大学院進学の場合は入学を
希望する専攻の院長や大学院の入学事務局に連絡
をします。Eメールで連絡を取る際には、本誌で学
校の広告を見たことを書き添えましょう。学校側か
ら、授業カリキュラムや課外活動等を説明したパン
フレットが、郵送または E メールで送られてきます。

以上のような手順で、アメリカの大学に求める優
先事項を整理し、情報収集を始めましょう。アメリカ
は、学習をするのに素晴らしい国です。皆さんが希

望する大学に無事入学できるよう、願っています。

David P. Anderson, Vice President - Recruitment 
& Partner Support; ELS Language Centers, 
the world’s largest campus-based intensive 
English program provider, offering pathways to 
650+ universities worldwide, www.ELS.edu or 
www.UniversityGuideOnline.org.

アメリカの大学生の多くは、入学して１年以上経ってから専攻を決めま
す。中には、卒業が遅れることになっても専攻を変更する学生もいます。
専攻分野を決めかねている学生はたくさんおり、毎年、何千人ものアメ
リカ人学生が専攻未定のまま大学に入学しています。そのような学生は、
各自に合った分野を見つけるために、バラエティー豊かな分野で広範囲
にわたる科目が学べるリベラルアート（一般教養）を選択しています。リ
ベラルアートは、学生に幅広い豊かな教育を身に付けさせることを目的と
しています。

一般教養に力を入れている大学では、理系科目から歴史、音楽、芸術、
文学のような文系科目まで、幅広い分野から学ぶことが義務付けられま
す。さまざまなクラスを受講することで、これまで知らなかった興味深い
分野に出会え、自分の隠れた才能を発見できるかもしれません。結果と
して、入学前には考えてもいなかった分野を専攻することさえあるのです。

一般教養の学習自体が価値のある経験です。さまざまな学問分野や考
え方に触れることができる上、どの職業にも欠かせない効率的なコミュ
ニケーション能力や批判的思考能力を養えます。実際、多くの学生が、
大学院への進学や就職の前に、一般教養を専門に教えるリベラルアート
系の大学に通い、バランスのとれた教育を受けることを望んでいます。

一般教養
LIBERAL ARTS
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Moraine Valley Community College 
アメリカ留学の第一歩にふさわしいカレッジ

Moraine Valley Community College  •  Office of International Student Affairs
9000 W. College Parkway, Palos Hills, IL 60465-2478

Eメール: international@morainevalley.edu  •  電話: +1-708-974-5334

 www.morainevalley.edu/international

 

• 100 以上のアカデミックプログラム
• 集中英語（TOEFL 不要）
• 到着時のサービスとオリエンテー

ションウィーク

• 確実なホームステイ手配
• キャリアトレーニング （60以上のプ

ログラム）

• しっかりした 4 年制大学編入プログ
ラム

• アメリカ国内の 4 年制大学への編入
• 常に個人のニーズに合わせた対応
• 留学生のサポート
• アメリカで 3 番目の大都市シカゴの

ダウンタウンから 23km にある便利
なロケーション

• 静かで安全な環境
• ハイテクを駆使した教室がある総合

的なキャンパス

• 少人数制による教師陣からの手厚い
指導

• 美術センター、 科学研究室、 ビジ
ネスセンター、 フィットネスセン
ター、 体育館、 陸上競技、 その他
スポーツ、 クラブ活動、 学生対象
アクティビティなど



GETTING YOUR STUDENT VISA 

By William Fish

アメリカ学生
査証の取得

昨年、644,204件のF-1ビザ（学生ビザ）が発行され、現在、Fカテゴリー 
あるいはMカテゴリーのビザで米国に滞在している学生は120万人います

ビザ面接の 
6つのポイント

�ビジネススーツを着用する
�簡潔かつ的確に質問に答
える
�財政証明書、雇用証明書
を持参する
�具体的な留学プランを述
べる
�落ち着いて、プロフェッ
ショナルな態度をとる
�本当のことを述べる
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学生ビザの種類
  Ｆ -１ビザ、Ｍ -１ビザ：フルタイムの留学生に発

行されるビザ。Ｍ -１ビザは、テクニカル・カレッ
ジなどアメリカの専門学校に留学する際に必要。

  Ｆ-２ビザ、Ｍ -２ビザ：F-1 ビザや M-1ビザ保持者
の配偶者や子供など家族が取得するビザ。
  Ｊ-１ビザ：交流訪問者用ビザ。コンサルティング、
トレーニング、指導等の目的、またはオペア（Au 
Pair）や短期就労の目的で渡米する際に取得。

ビザ取得までの流れ

1 U.S. Citizenship and Immigration Services 
（USCIS）の公認機関で入学が許可され、非移

民学生ビザ申請が可能であるという証明書（F-1 ビザ
の場合は I-20、J-1 ビザの場合は DS-2019）が、入学
を許可された大学やプログラムから送られてきます。
届き次第、目を通しサインをしましょう。

入学書類に記載されている自分の名前が、パス
ポートの綴りと同じであることを確認してください。

2 アメリカ大使館または領事館での面接の予
約をし、費用を支払います。学生ビザは I-20

に記載されているプログラム開始日の 120 日前から、
交換留学ビザ（J-1 ビザ）の場合は DS-2019 に記載さ
れた日付より前であればいつでもビザの交付が可能
なので、できるだけ早めに面接の予約をしましょう。

アメリカ 大 使 館 の ウェブ サイト（http://japan.
usembassy.gov）では、面接の予約方法やビザ手続
きに関する情報のほか、発行にかかる日数も確認す
ることができます。プログラム開始日までの日数が
限られている場合は、その旨を連絡し、優先しても
らうようにしましょう。また、米国務省の支援を受け
る EducationUSA（http://educationusa.state.gov）
の最寄りのアドバイスセンターでもビザ関連の情報
を得ることができます。

留学生は、学生ビザ保持者を管理する SEVIS と
いうデータベースに登録する必要があります。この
登録には $200 の費用がかかり、有効なクレジット 
カードがあれば、www.fmjfee.com/index.html で
すぐに手続きが可能です。ビザの面接の３日前まで
に必ず費用を支払い、レシートはコピーして面接の
際に持参しましょう。

これに加え、ビザ申請料 $160 をアメリカ大使館
が指定した口座に振り込まなければなりません。詳
しくは大使館のウェブサイトで確認しましょう。

3 新しく導入された DS-160 と呼ばれる非移民
ビザ申請書に必要情報をオンラインで入力

していきます。この申請書は以前使用されていた複
数の申請書を一つにまとめたものです。入力方法や
オンライン申請書へのリンクは https://ceac.state.
gov/genniv をご覧ください。アメリカ大使館および
領事館のウェブサイトは www.usembassy.gov から

探すことができます。ビザのページにある非移民ビ
ザに関する最新情報をよく読んで把握しましょう。

すべての書類に十分に注意を払い、不備のない
ようにします。名前の綴りがパスポートに記載され
ているものと同じか再度確認してください。DS-160
ビザ申請書に記入の際には、デジタル写真をアップ
ロードする必要があります。デジタル写真の規格に
つ い て は、www.ustraveldocs.com/jp_jp/jp-niv-
photoinfo.asp のデジタル写真要件の項目に詳しく
書かれています。アップロードに失敗した場合は、
面接の際に写真を持参してください。

入力した内容を十分に確認したら、面接時に持参
できるように書類を印刷します。

4 残るは、面接当日に向けた準備です。学校が
始まる前にビザを取得していることが重要な

ので、できれば出発予定日の３ヶ月前に申込をして
おきます。準備を早めに進めていれば、大使館での
遅延やビザ却下など、万が一のケースに対応する時
間を持つことができます。

面接では服装が大切です。ビジネススーツなど
フォーマルな服装が適切です。面接官と話す時間は
短く、数分間質問に答えるだけで審査されてしまう
ので、第一印象が重要となります。

質問に対する答えを素早く、的確に伝えられるよ
うに準備しましょう。英語で質問が答えられない場
合や面接官が日本語を話せない場合、通訳をつけて
もらうことができます。学生ビザ取得の際、英語力
は必須ではありません。実際、毎年何千人もの学生
が英語を話せるようになるためにアメリカに留学して
います。 

面接官はあなたの留学目的を具体的に質問しま
す。具体的な学問、専門分野を念頭に置き、なぜ母
国ではなくアメリカで勉強することが良いのかなど、
質問に答えられるようにしましょう。何を勉強するか、
どのようなキャリアにつく予定かをはっきりと正確に
答えられるように準備しておく必要もあります。留学
の目的がはっきりしていない場合、アメリカに行く目
的が勉強以外にあると面接官に受け止められてしま
う可能性があります。

もしアメリカで英語を学び、その後に学位を取得
する予定なら、どのようなプログラムで勉強するの
かを具体的に説明しましょう。アメリカで学ぶ方が
有利だから、だけでは不十分です。なぜ、アメリカ
でなければならないのか、またそのプログラムを選
んだ理由、学校や滞在先の情報なども答えられるよ
うにしておきましょう。面接官は簡潔かつうそ偽り
のない答えを求めています。曖昧な答えや暗記した
答え、あるいはアメリカを大げさに讃える答えなど
では、面接官は良い反応を見せないでしょう。

日本の大学を休学してアメリカに留学する場合は、
自分の学業プランをサポートする教授からの手紙な

ど、その大学の学生であることを証明できる書類を
持参します。

成績も重要です。もし成績が平均以下の場合、ア
メリカでの学業をどのように成功させるか、具体的
な説明ができるように準備しておきましょう。留学
予定の学校から、受講する予定のコースが適切であ
り、コース修了が期待できるという手紙を書いてもら
うこともひとつの案です。

ビザ申請状況は、アメリカ国務省のウェブサイト 
（https://ceac.state.gov/CEACStatTracker/Status. 

aspx）で確認することができます。

財力証明
アメリカに留学するためには、ある程度まとまっ

た資金が必要になります。ビザ申し込みの際、母国
の家族や雇用主、団体などによるサポートがあると
一般的に有利になります。両親がサポートしてくれる
場合、留学できる程度の収入を得ているかを証明す
るための書類を提出する必要があります。銀行残高
証明を得る際には、残高だけでなく、口座の期間、
過去の平均残高などの情報を手紙に書いてもらうと
いいでしょう。

帰国する意思の表明
ほとんどの学生ビザや交換留学ビザは発行されま

すが、ビザが認められない主な理由として、学生が
留学後に母国に戻る意思が見られないことがあげら
れます。これは「セクション 214(b)」と呼ばれ、確
実に母国に帰ってくる意思があるかを調べます。留
学後母国に帰る理由、留学中の学業プラン、最初の
１年間の留学費用を払えるだけの家族の財政を証明
し、現実的なプランがあることを面接官に説明しな
ければなりません。

却下された場合
ビザが却下された場合、再審査を求める申請が

可能です。申請には、追加書類の提出が通常で、面
接官から雇用証明、持ち家や事業保有の証明など
を求められることもあります。留学予定の学校か
ら再審査を求める手紙を直接大使館に送ってもら
うのも、多いに役立ちます。送付先は、国務省の 
ウェブサイト www.usembassy.state.gov で確認し
てください。

ビザが認可されたら、ビザの添 付されたパス 
ポートが数日で自宅に届くでしょう。

William Fish meets regularly with U.S. Consular Affairs 
Officers in Washington, D.C. and in overseas embassies and 
consulates. He is President of the Washington International 
Education Council, which promotes international 
educational exchange. He can be contacted at wfish@
washcouncil.org, www.washcouncil.org.

学生ビザの申請は、取得までに時間はかかるものの、プロセス自体は意外に簡単です。昨年１年間、
アメリカ政府によって発行された学生ビザの数は、多くの国々で顕著に増えています。申請者の多くは、
ビザを問題なく取得し留学をしていますが、却下される場合があるのも事実です。ビザ申請には、十分
な準備を整えて臨むようにしましょう。
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BEGIN YOUR BACHELOR’S DEGREE AT A COMMUNITY COLLEGE

2 + 2 提携
コミュニティカレッジで

学士号取得を目指す
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BEGIN YOUR BACHELOR’S DEGREE AT A COMMUNITY COLLEGE

2 + 2 提携
コミュニティカレッジで

学士号取得を目指す
BEGIN YOUR BACHELOR’S DEGREE AT A COMMUNITY COLLEGE

   コミュニティカレッジで	
				2年
+ 大学で2年
= 4年	(学士号)

2	+	2	提携

違いについて
WHAT’S THE 
DIFFERENCE?

2 + 2 提携
コミュニティカレッジで

学士号取得を目指す

コミュニティカレッジは 4 年制大学とは異な
ります。以下はその違いについての説明です。

入学が比較的簡単です。英語力を証明す
るTOEFLのスコアや成績証明において、コミュ
ニティカレッジが定める条件は、ほとんどの
場合、4 年制大学が指定する条件に比べて低
いと言えます。また、多くのコミュニティカレッ
ジは、ESL( 語学学校 )を併設しているか学力
が不足している学生のために低いレベルの数
学クラスを導入しているため、すぐにカレッジ
でのクラスに参加できるようになっています。

割安の費用です。コミュニティカレッジ
の授業料は、4 年制大学の授業料と比べて
20％から 80％割安となる可能性があります。
学士号を目指す上で、この差は大きな費用削
減となります。

ほとんどの場合、クラスの人数やカ
レッジに在籍する学生数は 4 年制大
学におけるその数より少なく、教師陣
やアドバイザーが各学生に対応する時
間が長いと言えます。最初の2 年間を小
規模な教育機関で学んだ地元学生や留学生
の多くは大規模な大学にスムーズに編入して
います。

留学生にフレンドリーな学習環境 
です。米国の教育システムでは、良い成績を
得るために学生同士が競争するということが
あります。このようなシステムは、英語が流
暢に話せない留学生にとってはデメリットと
なってしまいます。しかし、競争相手が少な
い少人数制のクラスなら、授業によりよく取
り組めるだけでなく快適に授業を受けること
ができます。さらに、コミュニティカレッジの
ほとんどが、学生が良い成績を得られるよう、
無料の個別指導を提供しています。

適応が比較的簡単です。2 年制のコミュ
ニティカレッジなら、留学生は英語力のスキ
ルアップだけでなく米国の教育システムや文
化に慣れることもできます。
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米国
では、9 万人の留学生を含む多
くの学生が、4 年生大学におけ
る最初の 2 年分の単位取得の

ため、コミュニティカレッジに通っています。大学
で 4 年間学ぶのに比べ、この形態で学べる米国内
約 1,200 のコミュニティカレッジには多くのメリット
があります。コミュニティカレッジは、割安な授業
料だけでなく、少人数制のクラスやしっかりした学
生サポートも提供しています。そして、何よりもコミュ
ニティカレッジは名門 4 年生大学への登竜門として
位置付けられています。 

米国の大学レベルの教育における最大の強みは、
学生が 2 年制大学から 4 年制大学へと簡単に編入
できることです。学士号を目指す学生にとって、コ
ミュニティカレッジから 4 年制大学の 3 年次に編入
することは難しいことではありません。学生は、必
須とされている一般教育課程などをコミュニティカ
レッジで修了し、その後、大学に編入します。そし
て、大学編入後に専門科目を受講して学士号取得コ
ースを修了します。学士号取得に際し、4 年以上必
要となる場合もありますが、このような形態は「2 + 
2」として広く知られています。  

実際、多くの大学がコミュニティカレッジの「大
学への編入」プログラムを修了してから 4 年制大学
で 2 年間学ぶことを推奨しています。例えば、コミ
ュニティカレッジであるサンタモニカ・カレッジで 2
年制大学課程を修了した学生が UCLA に編入してい
ます。

スムーズに編入
多くのカレッジや大学が他の大学と「学士号取得

に必要な単位と科目に関する合意」や「大学編入保
証 (TAG)」プログラムを設けています。「学士号取得
に必要な単位と科目に関する合意」によって、コミ
ュニティカレッジで受けた授業の単位が編入先の大
学で無駄にならないようになっています。例えば、
アリゾナ州フェニックス近郊マリコパ郡にあるコミ
ュニティカレッジ 10 校は、アリゾナ大学、アリゾナ
州立大学、ノーザン・アリゾナ大学と提携してコミ
ュニティカレッジで取得した単位が編入に活かされ
るようにしています。

「大学編入保証 (TAG)」プログラムによって、大学
が指定する特定の条件を満たしたコミュニティカレ
ッジの学生が大学に編入できるようになっています。

ワシントン州にあるエド
モンズ・コミュニティカ
レッジで学んでいるセル
ビア出身のデューサン・
ジョキチは、コミュニテ
ィカレッジで取得した単
位を利用して大学に編入
し、経営管理を学ぶ予定
です。 

エドモンズ・コミュニティ
カレッジを選んだ理由は高校
卒業資格を得られるだけでな
く同時に順学士号を得られる
からです。2つのプログラム
を2年間で修了できるという
のは素晴らしい機会だと思い
ました。現在、セルビアにい
る友人と比べて1年先の教育
を受けていることになりま
す。コミュニティカレッジ修
了後はOPT（オプショナル・
プラクティカル・トレーニン
グ）を利用して1年間働き、
その後、大学に編入する予定
です。編入希望大学として
は、カリフォルニア州立大学
ノースリッジ校かニューヨー
ク市立大学を考えています。

米国への留学とエドモン
ズ・コミュニティカレッジを
選んだことは、ベストチョイ
スでした。留学を通して、目
標を据えて諦めないことはと
ても重要なことだと気づきま
した。アクティビティだけで
なくクラブ活動やアルバイト
など、キャンパス内には様々
な機会があります。授業で
しっかり学んでキャンパス内
の活動に参加することは夢に
向かって成功を収める鍵とな
ります。

STUDENT  
STORY

尚、大学編入に関しては、大学が指定する平均成績、
単位、TOEFL スコアが必要となるなる可能性もあり
ます。また、TAG が適用されない専攻もあります。
例えば、カリフォルニア大学アーバイン校の経営管
理専攻は TAG 適用外です。 

一般的に、「学士号取得に必要な単位と科目に関
する合意」や「大学編入保証 (TAG)」は同じ州内の
コミュニティカレッジと 4 年制大学との間で交わさ
れる提携ですが、必ずしもそうであるとは限りませ
ん。例えば、カリフォルニア州にあるコミュニティカ
レッジ 115 校がカリフォルニア州立大学 (CSU) やカ
リフォルニア大学 (UC) の各キャンパスと「学士号取
得に必要な単位と科目に関する合意」を設けていま
す。この結果、同 2 大学が定める一般教育課程を
無事修了したサンタモニカ・カレッジの学生は、学
士号取得のために同 2 大学のいずれかの 3 年次に
編入することができます。 

このような提携によって、学生は割安のコミュニ
ティカレッジから上位にランキングされている大学
に編入して学位を得ることが可能になります。

文系を選ぶか理系を選ぶかは、「専攻」をどうす
るかによって異なります。最初の 2 年間、学生は、
一般教育課程と同時に人文、社会科学、自然科学
に関する科目を学び、専攻課程に進む準備をします。

面倒だからといって編入を思いとどまらないよう
にしましょう。早めに計画をすれば、大学への編入
は、教育上の目標達成だけでなく米国の大学におけ
る経験を豊かにできる素晴らしい道となります。車
を運転しているときに加速したりパワー変更をした
りするのにギアチェンジをするように、他大学への
編入によって前に進んでさらなる成果を得ることが
できます。

多くのコミュニティカレッジが「編入フェア」を実施しており、学生は4年制大学で最終的に取得
できる学位について学ぶことができます。従来、キャンパス内で開催されるこのようなフェアは、学生
にとって、米国内から集まった名門大学の入学手続き担当者と話ができる格別の機会となります。

例えば、シアトル市内のコミュニティカレッジで学ぶ留学生が、カリフォルニア州やニューヨーク
州など、ワシントン州外の大学に編入できるかもしれません。留学生対象フェアに参加する米国内
の様々な大学の担当者は大学の3年次や4年次に編入できる成績優秀な留学生を探しています。 

時折、同じ地域に位置するコミュニティカレッジと共同でフェアを開催し、さらに多くの大学の担
当者に参加してもらうこともあります。このような場合は、数日間のフェアとなります。

留学生対象の編入フェア

Edmonds Community College, Washington
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フィラデルフィアのすぐ近く 
dcc.edu

フレズノのすぐ近く 
whccd.edu

シアトルのすぐ近く 
skagit.edu

オーランドのすぐ近く 
ccf.edu

シカゴのすぐ近く 
morainevalley.edu

• 学生のニーズに合わせた教育
サービス

• 便利で安全なロケーション
• 150 以上もの分野におけるプロ
グラムを提供

• フルタイムの集中 ESL プログラ
ム

• TOEFL 不要で簡単入学手続き
• 到着時のサービスとオリエン
テーション

• 滞在先の確実な手配
• ホームステイ、 アパート、 
学生寮有り

• 進学相談と編入サポート
• 各カレッジともに複数の入学日
• 多様な職種のキャリアトレーニ
ング

• トップクラスの大学への編入
コース

• 学生は様々な大学に編入！

留学生を応援します

アメリカで学ぼう
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PRE-MBA PROGRAMS
MBA準備プログラム
MBAプログラムで優秀な成績を修める上で欠かせないのが、MBA準備プログラムです。まず、準備プログラムでGMATや
TOEFLのスコアを向上させ、さらに、MBAプログラムでビジネスや学業、文化的なスキルを身に付けることです。アメ
リカでMBAを取得したいと考えるなら、アメリカでMBA準備をするのが最良です。MBA準備プログラムでは、MBAプロ
グラム受講に必要な各種スキルを身に付けるのに役立つ、最新で確かな知識を学生に提供しています。

Bellevue College 
シアトルの近くにあるBellevue Collegeの学生は、カレッジ在籍中の最初の2年間にMBA取得を目指して学び始めること
ができます。Bellevue College とEastern Washington University共同のMBAプログラムに登録し、Bellevue Collegeで2
年間のMBA準備課程を取った後、後半の2年でEastern Washington University がBellevue College のキャンパスで提供
しているビジネスの学士課程の授業を取ります。

Eastern Washington University
The Graduate Preparation Program（大学院入学準備プログラム）はEastern Washington Universityの大学院課程に
進みたいと考えている学生に、アメリカのアカデミックで文化的な生活への橋渡しをします。通常授業と英語のサポート
授業の組み合わせで、学生は専攻する大学院の研究に専念するためにしっかり準備ができます。

一般的に課程修了のために2学期を取ります。最初の学期中に英語のサポート授業とともに、専門分野の先修科目を
履修します。サポート授業はAcademic Word List（全ての専攻で使用される570の語彙）と専門分野の語彙を用いた幅広い語彙学習から成
り立っています。また授業はAPA形式を用いた集中的な作文指導だけでなく、第二言語学習者が陥りやすい間違いと関連付けた高いレベ
ルの文法、細部まで読み込む読解技術、そして大学院での成功を収めるために役立つ実践と戦略などを取り込んだ授業を行っています。

2学期では、英語のサポート授業とともに、通常、成績証明書に記載される大学院レベルの授業を取ります。サポート授業は1学期の内
容と似ていますが、語彙と文法の指導とともに、研究論文や文献評論など上級レベルの記述指導をより集中的に焦点を当てた授業を行い
ます。

このプログラムは第二言語学習者が典型的につまずく分野を集中的に学習することで、アメリカの厳しい大学院入学のための準備が
できるという点で、大変優れたプログラムです。教師は学生一人ひとりに毎週個別で指導するとともに、少人数制クラスでの授業を行って
います。
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10人中9人の学生が、当校に通っていた学生やその家族、
そして、友達から奨められて、ELCに入学しています

                    

English Language Center 
Towson University  n  8000 York Road  n  Towson, Maryland 21252

電話： 410-704-2552    n ファックス： 410-704-8516
www.towson.edu/elc  n  elc@towson.edu  n  setzine@towson.edu

 安全な郊外に位置する美しいキャンパス

 ニューヨーク、ワシントン DC、フィラデルフィ
ア、イースタン ショアのビーチからバスや電
車を利用して手頃な料金で楽しみながら短時
間で通学

 高い知識と豊富な経験を誇る面倒見の良い
教師陣とスタッフ

 条件付き入学（語学学校から始める場合と
学部への直接入学許可を得る場合）の対象
となる学生に対する大学院あるいは大学へ
の進学準備で、TOEFL、IELTS、PTE 受験
の必要なし

 学士課程あるいは修士課程において、80 以
上の分野から専攻を選択

 英語能力によって 6 レベルに分けられた少人
数制のクラスによって、ELC が優先している
各学生の学習ニーズに合わせた授業

 文化体験や交流アクティビティを通して、他
の文化について学んだり自分の国の文化を紹
介できるチャンス有り

日本にいるときのように環境になれれば
学校でより良い成績を収めることができます

イングリッシュ・ランゲージ・センター（ELC）

A USM school in MD. USA
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将来MBAを取得しようと考えている場合、最初に目指すべき目標は４つあり、これらを満たすMBA準備プログラムを見つけることが重要です。

☑CHECK 1
MBA準備プログラムを選ぶ
際に、以下の項目について
考慮しましょう。
□  GMATとTOEFLの受験準備プログラムが

あるか
□  受験準備プログラムに、GMATとTOEFL

の全セクション準備クラスが用意されて
いるか

□  コンピューターを使った受験攻略指導
や、模擬試験を受ける機会が用意されて
いるか

□  自分に適したMBAプログラムを探し、評
価してくれる経験豊かなアドバイザーが
いるか（アメリカには多くのMBAプログ
ラムがあり、関連する膨大な情報と選択
の幅の広さに戸惑う留学生も多い）

□  効果的なMBA入学申請書類作成の手助
け、および入学申請の準備や応募者の強
みを強調するような添付文書（エッセ
イ、履歴書、応募目的）の作成の手助け
をしてくれるか

☑CHECK 2
MBAプログラムで優秀な成
績を修めるのに必要とされ
るスキル育成プログラムが
含まれているかをチェック
しましょう。
□  クラス内でのディスカッション、チーム

ワークプロジェクト、インターンシップ
等に必要な効果的なコミュニケーション
スキル

□  Microsoft Power Pointなどのソフトウ
ェアを使ったプレゼンテーションテクニ
ック

□  MBAプログラムに不可欠なリサーチやラ
イティングのスキル

□  優秀な学業成績を修めるのに必要なその
ほかのスキル（リスニング、発音、リー
ディング、学習スキル等）

□  アメリカのビジネス、学業、文化全般に
関する知識

☑CHECK 3
自分に合ったMBA準備プ
ログラムが見つかったら、
アメリカで勉強する上で重
要な次の項目にも考慮しま
しょう。
□  課外活動や住居斡旋等、学業以外のサー

ビスが提供されているか
□  大学のクラスの受講、コンピューターや

図書館などの施設利用、現地学生との交
流会など、MBA準備プログラム以外のア
クティビティーが含まれているか

□  自分の興味や必要に応じる柔軟性のある
プログラム内容か

□  クラスルーム、コンピューターラボなど
設備は整っているか

□  所在地、街の様子、天候などに関する情
報が提供されているか

優れたMBA準備プログラムの選び方

❶GMATとTOEFLの受験準備をする	 ❷自分に適したMBAプログラムを探し、評価する	 ❸質の高い入学申請書類をそろえる	
❹MBAプログラムで優秀な成績を修めるのに必要なスキルを向上させる

を修めるのに必要なスキルを身に付けるこ
とができるからです。

GMAT 準備の後、受講生はリサーチ方
法、ディスカッションのスキル、プレゼン
テーション、ケーススタディー分析、大学
院レベルのライティングなどを学び、アメ
リカの MBA プログラムや各自のキャリア
育成に必要となるスキル向上に力を注ぎま
す。ほかにもスキル向上の一環として、発音、
ビジネスコース、面接のテクニック、ビジ
ネスマナーを学んだり、インターンシップ
制度やアメリカの学生と一緒に大学のクラ
スを受講するといったさまざまな機会が設
けられています。

3/  サービスMBA 準備プログラムは、提供す
るサービスによって、内容が大幅に異なり
ます。サービスには、学生へのアドバイス、
大学の斡旋、住居探しの斡旋などが含まれ
ます。

MBA準備プログラムを選択す
る際に考慮すべき４つの重要
項目

1/   プログラムの期間
MBA 準 備プログラムの期 間は、

学校やカリキュラムの内容によって、２～３
週間のものから１年間のものまでと、格差
があります。

2/  カリキュラムMBA 準 備プログラムの中には、
GMAT や TOEFL に重点を置いたものもあ
れば、プレゼンテーション、ライティング、
コミュニケーション、ビジネスや文化的な
側面に役立つ技能を中心としたプログラム
もあります。受験準備と MBA 取得に必要
なスキルの両方に重点を置いた準備プロ
グラムが理想といえます。そうすれば、受
講生は GMAT や TOEFL の準備も十分でき、
アメリカの MBA プログラムで優秀な成績

4/  テクノロジー今 日のビジネス 環 境 にお いて
は、テクノロジースキルが非常に重要です。
MBA 準備プログラムの中には、コンピュー
ター施設やクラスを用意し、学生のテクノ
ロジースキルの向上を図るものもあります。
GMAT や TOEFL の受験準備は、コンピュー
ターで行う方が実際のコンピューター化さ
れた試験の準備としては有効なやり方だと
いえます。

GMAT や TOEFL、 入 学 申 請 書 類 は、
MBA プログラムをスタートさせるのに不可
欠であり、すべてはそれらから始まるといっ
てもいいでしょう。アメリカでのビジネス
や学業、そして文化的なスキルをいかに磨
くかによって、MBA の取得中、および取得
後の成功が大きく左右されます。次のペー
ジの ｢ 優れた MBA 準備プログラムの選び
方」に書いてある４つの目標を、最も効果
的に達成できるような優れた MBA 準備プ
ログラムを見つけ、MBA 取得以前から、好
調なキャリア構築をスタートさせましょう。



StudyUSA.com    Japanese Edition  43

カリフォルニア州サンディエゴに位置するグロスモント
カレッジで学ぶ本場の英語とTOEFL学習プログラム

AMERICAN 
COLLEGIATE 
ENGLISH

www.grossmont.edu/ace
ace.grossmont@gcccd.edu   619.644.7293

 少人数制クラス
 優れた教師陣
 行き届いた学生サービス
 クラブ活動
 TOEFLスコア不要
  各セッション後、グロスモントカレッジへ
のスムーズな編入
  グロスモントカレッジから３年次より 
四年制大学への編入が可能

• TOEFL のスコア提出不要
• 条件付学部入学
• �大学院進学準備プログラムとESLプログラム�
-�各学期�ー�$3,850 

• 安全でフレンドリーな環境

イースタン
EWU
ワシントン大学

EWU�留学生担当オフィス
URL: http://global.ewu.edu/studyusa

Tel: +01.509.359.2331

103 Hargreaves Hall, Cheney, WA 99004 USA

EWU�詳細
•�小都市ならではの環境
•�中規模の州立大学
•�留学生数：600名以上
•�全学生数：13,000名以上
•�滞在：学生寮
•�学費：授業料、寮費、食費などあわせて年間�
$36,000（2015年から2016年で算出）
•�人気のプログラム：

- ビジネス
- コンピュータサイエンス
- 工学

•	 コミュニティカレッジのランキングで米国７位*
•	 複数の大学と2+2制度で提携
•	 見積もり予算：年間$15,000（教材、授業料、
滞在費、食費などを含む）

•	 留学生対象の夏期講習
•	 奨学金制度有り
問い合わせ先： 2500 College Drive, Rock Springs, WY 
82901 USA                                    Phone: 307-382-1648         
Fax: 307-382-1636   Email: admissions@wwcc.wy.edu
*2013年度 Washington Monthly College Guide による
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By Robbin Beauchamp

COOPERATIVE EDUCATION

コープ教育

コープ教育で学生は、授業で学
んだ知識を実際の職場経験に生
かす機会が得られます。

将来のキャリアを検討する上で役立つ

給与が支払われるので、学費の負担を
軽減できる

卒業後の採用機会が向上する

履歴書作成や面接のテクニックなど、
実践的スキルが身に付く

生涯にわたり「学んだことを仕事に生
かす」という姿勢を養える

チームワークや批判的分析力といった
職場で生かせるスキルの向上が図れる

収入を得ながら職業経験を積めるた
め、大学入学や卒業実現のチャンスに
恵まれない学生の意欲を高められる

仕事に対する尊重心や自信が湧く

将来のキャリア構築に役立つ

専門分野に関連した職業経験      大学の学位+

｢Cooperative Education（コープ教育）」は、キャ
リア構築の第一歩です。プログラムに参加した学生
は、一歩先にアメリカの仕事の現場に足を踏み入れ
ることができ、大学の学位だけでなく、専門分野
に関連した職業経験を身に付けて卒業できます。

学業と職業
アメリカでは長年、900 校以上の大学で「コープ

教育」が採用されています。「コープ教育」とは、
大学からは学業プログラムを、企業からはキャンパ
ス外での職業経験を提供するという協力体制を指
しています。

大学は就職先を探す手助けをし、企業は学生を
監督し、その業績を評価し、給与を支払います。

卒業に必須
コープ教育プログラムに参加しないと卒業できな

いという大学もあり、その内容は学業プログラムと
同様、多岐にわたっています。例えば、ウェントワース・
インスティテュート・オブ・テクノロジー（Wentworth 
Institute of Technology）で学士号を取得するに
は、同校の各専攻分野の授業に組み込まれている
コープを少なくとも２セメスター取ることが必要で
す。学生は、学士号取得プログラムの最初の３セメ
スターを修了し、実際の職場で有意義な仕事がこ
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世界トップクラスのテクノロジー、ビジネス、文化の中心ボストンの便利な
地域にあるウェントンワースには53ヶ国からの留学生が在籍しています。  
ウェストンワースで学ぶチャンスをお見逃しなく！

世界トップクラスの教育経験はボストンで

アカデミックへのこだわり
当校の実用的で実践的な教育によっ
て、応用数学、建築、経営管理、コ
ンピューターサイエンス・ネットワーキ
ング、総合建設管理、デザイン、工
学、技術工学などのキャリアにつなが
るチャンスが得られます。

協同学習
2セメスターにわたって必須となるコー
プ教育（co-op）を通して、授業で学
んだ知識を実社会で活用できるだけ
でなく、企業との貴重なつながりを築
き、基本的な社会経験を得て卒業で
きます。

イノベーションの第一歩 
wit.edu

550 Huntington Avenue
Boston, MA 02115-5998
617-989-4030

—Xujie Zhao, from China, Computer Networking at Wentworth Institute of Technology

「できる限り高いGPAを得られるようベストを尽くすこと。中国で
は高校在学中、仕事をするという経験が得られませんが、アメリカ
の学生は学校に通いながら仕事をしています。このデメリットをカ
バーするため、コープに参加する際、高いGPAは欠かせません。」

学生からの 
アドバイス

なせるだけの知識と経験を積んだ後にコープに参加
します。

同校はテクノロジー分野を専門とする学校のた
め、建築事務所、設計事務所、エンジニアリング
関連企業、ソフトウェア企業が主な参加企業となっ
ており、実際に学生は、スミソニアン・インスティ
テュート、香港空港局、ゼネラル・エレクトリック社、
ジレット社、フィデリティー・インベストメントなど
でコープを行っています。

学生は、必ずしも大学の近辺でコープを行うとは
限りません。自国でのキャリアを望むウェントワー
スの留学生は、アメリカ国外でコープを行います。

実際に仕事をこなすように
ウェントワースでは、各学生にコープ専門アドバイ

ザーが付き、学生は担当コーディネーターに何度で

も必要なだけ相談するよう勧められます。また、コー
プの準備として、「コープ・インスティテュート」と称
されている 5 週間のセミナーに参加することも必要
です。尚、アドバイザーとの面談には、履歴書の書
き方指導、模擬面接、コープ先検索サポートなどが
含まれています。

大学は学生を受け入れてくれる企業を見つける手
助けをしますが、実際にコープとして受け入れ先を
獲得するのは学生の責任です。「現実の社会」同様、
職探しを行い、面接を受け、きちんとした仕事をし
ていかなければなりません。

このような訓練をすることで、当校の学生は、こ
れまでに就職活動をしたことがない学生、条件交渉
をしたことがない学生、誰もが望む職業を手に入れ
たことがない学生に比べ、しっかりとした準備がで
きます。

雇用市場では、コープを経験した卒業生に対す
る需要が高まっています。なぜなら企業側は、授業
での知識、ラボでの実施経験、スタジオでの作業、
実際の職場での経験を学生が身に付けていることを
知っているからです。

学生はコープによって学費を捻出できるほか、採
用時にセールスポイントとなるスキルを身に付けるこ
ともできます。コープ教育プログラムを運営するス
タッフは、コープが将来のキャリアをスタートさせる
素晴らしいシステムであることを確信しています。 

Robbin  B eauchamp i s  the  D irec tor  o f 
Cooperative Education and Career Services at 
Wentworth Institute of Technology located in 
Boston, Massachusetts.
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STUDYING TECHNOLOGY  
AT A U.S. UNIVERSITY

アメリカの大学で
テクノロジーを学ぶ
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70年代後半から80年代前半にかけてエ
ンジニアが世界初の携帯電話を発表
した時、彼らは私たちが経験している

現代社会を想像すらしていなかったことでしょう。今
や携帯電話は、モバイルペイメントシステムやビデオ
会議などのすべての機能を備えたポケットの中のマ
ルチコアプロセッサです。 

現在は、以前のような基本的なものよりもむしろ
アイデアを含んだものが経済発展を促進している絡
み合った国際市場になっていきています。技術的な
進歩は世界中の人々の生活スタイルを変え続け、雇
用主はこれを活用しようとしています。技術的なト
レーニングを受け、ある程度の想像力を合わせ持っ
た人には高い需要があるというのが現状です。 

米国労働省によると、雇用の伸びは情報テクノロ
ジーへの依存度の増加とシステムやネットワークセ
キュリティ維持の継続的な重要性によって上昇する
といわれています。雇用主はハイテクポジションへ
の採用にむけ、最新テクノロジーの動向を理解して
いる高学歴の優秀な人材を求めています。

現在の学生たちが将来、テクノロジーがどのよう
に私たちの未来を形づくるかを決定していくことにな
るでしょう。

アメリカでのテクノロジー教育
アメリカの大学やカレッジでは、セキュリティー、

ユーザーインターフェース設計、地理空間テクノロ
ジーなど、専門的分野に特化したより多くの種類の
プログラムを提供しており、各プログラムのカリキュ
ラムは、理論と実習との両方を組み合わせたものに
なっています。

電気工学
ロボット工学、シミュレーション、リアルタイ
ムシステムなどの分野において、工学とテクノ
ロジーのもっとも高度なエリアを融合した学問
分野。 

コンピューターサイエンス
ソフトウェア、プログラミング言語、オペレーティ
ングシステム、ユーザーインターフェイス、グラ
フィックなど高度な内容を組み込んだ分野。 

情報テクノロジー（IT）
ソフト・ハードウェアのインストール・設定、デー
タ管理、ネットワーキング、ハードウェア・エンジ
ニアリング、データベースとソフトウェアのデザイ
ン、システム会社経営・管理。

ソフトウェア開発
タスク実行をコンピューターに指示する業務用ア
プリケーションプログラムの作成。アウトプット
分析、情報の流れ、コードの書き込みおよびテ
ストなど。

ウェブ開発
標準ウェブプロトコルを使用した、サーバーベー
スのアプリケーション開発。機能的なユーザー
インターフェース設計の能力に加え、IT とソフト 
ウェア開発の知識が必要。

TECHNOLOGY 
FIELDS OF STUDY

テクノロジー分野の専攻

テクノロジー教育の新しい傾向として、「ソフトス
キル」に焦点が高まっていることがあげられます。
ソフトスキルとは、専門家としてやっていく上で必要
とされる対人能力のことをいいます。これには口頭
および文章によるコミュニケーション能力、プロジェ
クトマネジメント、チームワークなどが含まれます。
これらのスキルを磨くことで、有能な社員となり、キャ
リア成功のチャンスを高めることができます。

プログラムの内容
プログラムのカリキュラムが最新のテクノロジー

を反映していることは重要なことです。したがって、
大学やカレッジはそれに沿った適切なカリキュラム
を更新していかなければなりません。例えば、ある
特定のコンピューターシステムに注目して１年を費や
した後、そのシステムの考案が実現されなかったと
いうニュースを聞く結果に陥るほど、最悪なことは
ありません。

また学校は、学生が興味を抱く学習分野で必要
な機材を提供すべきです。たとえば、学校でネット
ワーク工学を学ぶのに、実習に必要な機材が提供
されていなかったというのではまったく意味があり
ません。 

特定の専門的な学位課程では、学生が高性能の
工具や機材を使うこともできます。記事では読んだ
ことがあっても、自分で簡単に手に入れることがで
きない機材を使って学ぶチャンスを得ることほど、
ワクワクすることはありません。最新鋭の機材に加
えて、ネットワーク接続のスピードも同様に重要なこ
とです。分散コンピューティングはより一般的になっ
ているため、高速接続は現在、最優先事項になって

デジタルメディア業界で就職するために

技術的な訓練を受け
一定レベルの創造力を有する人材が

高く求められています

います。アメリカの多くの大学やカレッジでも、ギ
ガバイトのインターネット接続を提供しています。こ
れによって学生は、制限されたインターネット接続
で妨げられることなく、ネットワーク通信の新しく創
造的な使い方を開発することができます。 

学校を選ぶ際には、業界での経験を積んだ教授
陣のいる学校を探しましょう。学校がカリキュラム
を作る際に、テクノロジーの専門家のアドバイスを
採用しているかというのも大切なことです。常に周
辺のコミュニティーと連携して動いている学校は、
新しいテクノロジーについても、いち早く知ること
ができます。 

学位と認定証
職業向けの準学士号や職業認定証を取得すれば、

テクノロジー分野のあらゆる職種で就職につなげる
ことができます。これらの学位はテクニカルカレッ
ジ、コミュニティーカレッジ、私立の専門学校、民
間のトレーニング会社などで取得することができま
す。また、テクノロジー業界での経営、研究、セキュ
リティなどの職種に興味があれば、続けて学士や修
士課程に進むこともできます。

期待が高まるデジタルメディア職人
需要の高い職業スキルといえば、デジタルビデオ、アニメーション、オーディオ、ウェブデザイン、グラフィッ

クデザイン、ビデオ、対話型マルチメディアなどがありますが、これはほんの一例に過ぎません。デジタル

職人は、コンサルティング、教育、芸術、そしてメディアと、新旧のマーケティングコミュニケーションや人

材育成の場でも職を見つけることができます。

デジタルメディアを自分に最適な職業として選択する場合、どこでスタートするべきだと思いますか。デジ

タルメディアを学ぶのなら、アメリカで学ぶことが最良の方法です。ここでは最新の技術を習得し、受賞経

験のあるインストラクターのもとで学び、業界で実地経験を積むことができるのです。

デジタルメディアは、経済市場と私たちの日常生活において、ますます大きな役割を担っ
てきており、海外発注の増加に従い、どこにいても国際的な一流企業で働くことが可能
になりました。
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ENGINEERING THE FUTURE
工学の将来
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アリゾナ州立大学  
Arizona State University 

「アメリカの高等教育−そ
れは学生が享受できる最も
レベルの高い教育です」と
語るのは、アリゾナ州立大学
工学部（Ira A. Fulton School 
of Engineering）のグローバ

ルアウトリーチ副所長、Octavio Heredia です。
アメリカが世界でも最高の高等教育システムを提

供していることは誰もがよく知っていることですが、
工学プログラムにおいては、研究に関われるという
事実が多くの留学生をアメリカに惹きつけています。

「学生たちは優れた研究を探し求め、それに携わ
りたがっています。ASU はまず彼らに研究を体験さ
せます」と Heredia 副所長は説明します。

工学関係の職業は、またたく間にアメリカで最も
需要の高いものの一つとなりました。工学を学ぶの
にアメリカほど適切な場所はありません。

「どのように？」という言葉には、さまざまな文
章を当てはめることができます。椅子はどのように
して人を支るのか？ 携帯電話やインターネットで世
界中の人と話せる仕組みはどのようになっているの
か？ コップの中の水はどのようにしてきれいになっ
たか？ これらの質問一つ一つに対する答えはそれぞ
れ異なったものですが、すべての質問に共通するシ
ンプルな説明が一つあります。それが工学です。

世界のどこにいようとも、工学の確かさは普遍的
です。今日、エンジニアたちはあらゆる問題に対す
る解決方法を開発し、スマートフォンから世界の最
も深刻な問題の解決まで、すべてにわたる最新技術
を構築しています。技術の急速な進歩と天然資源の
不足によって、エンジニアに対する需要はかつてな
いほどに高まっています。

工学の学位を取得する目的は、学生によって異な
ることでしょう。例えば、成功して高給の仕事に就
きたいという人もいます。地域振興とより良い未来
をコミュニティーに持ち帰りたいと思う人もいます。

また物事はどのような流れで動いていくのかという
ことに対する純粋な興味心から現場に惹かれる学生
もいます。 

動機はそれぞれかもしれませんが、アメリカで工
学を学ぶための熱意は同じです。 工学の分野にお
ける学士、修士、博士の学位を取得するために渡米
する留学生は、年々増えています。

「Open Doors Report」2010 年 11 月号によると、
135,592 人の留学生がアメリカの工学課程に入学し
ています。工学は留学生の中で最も人気の高い専攻
の一つになっているのです。

フェニックス近郊にあるアリゾナ州立大学の学生
は、先端研究や開発プロジェクトに携わるのに３
年生や４年生になるまで待つ必要はありません。カ
リキュラムは学生が初日からエンジニアとして物事
をとらえられるように設定され、教室での授業とプ
ロジェクトとがバランスよく組み合わされた理論の
基礎コースでは、学生が批判的、また創造的に考
えられるようになっています。全米技術アカデミー

（National Academy of Engineering）、全米科学ア
カデミー（National Academy of Science）、および
ノーベル賞受賞者のメンバーを含む世界的に著名な
講師陣が学生を指導し、やる気を起こさせます。こ
れらの教授の多くも、かつてはアメリカでの留学生
でした。

アリゾナ州立大学工学部には、コンピューター、
航空宇宙学、電気、生物医学など 20 の工学学位

課程があり、学士、修士、博士課程が設けられて
います。 課外では、工学における個人指導や個別
アドバイス、インターンシップを利用することがで
き、ボーイング、インテル、ジェネラルダイナミク
スをはじめとした各企業でインターンを行うことが
できます。また、マイクロソフト主催の Imagine 
Cup など、技術コンテストに参加できるチャンスも
多くあります。

近年、アリゾナ州立大学の学生が受賞した発明
は、Imagine Cup’s U.S. の最終戦に進出しました。
彼らが発明したのは、カメラとタッチスクリーンの
技術を用いて、視覚障害のある人が授業のノート
を取れる様に設計された装置です。 学生のプロ
ジェクトは、工学ができること、つまり、世界の大
きな課題の解決に貢献するという完璧な一例とい
えます。
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Inspiring Creativity in U.S. Art Programs

アメリカでアート・
デザインを学ぶ

Art, Music, 
Dance, 
Design, 
Painting 
and more
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Inspiring Creativity in U.S. Art Programs

アメリカでアート・
デザインを学ぶ

Art, Music, 
Dance, 
Design, 
Painting 
and more

アメリカの学校では、美術、コンピューター
アート、グラフィックデザイン、映画、ビ
デオなどの分野においても、最先端の手

法を用いた専門的な授業が受けられます。
映画産業のトップであるハリウッドを筆頭に、ア

メリカはデジタルアート革命においても常に最前線
に立っています。エンターテイメント産業の成長に
伴 い、より新しい技術や創造コンセプト、斬新な
才能の需要が増え続ける中、現在アメリカは、アー
トデザイン技術を学ぶ場として世界中から熱い注
目を集めています。世界的に成功を収めた特殊効
果を駆使した映画は、さまざまな分野のアーティス
トたちの手によって作られたもので、その功績はア
メリカ、特にカリフォ ルニア州をデジタルアートの
最先端の地として位置付けました。アメリカは、バ
ラエティに富み、ダイナミックなアートを学ぶ最適
の場所と言えます。 

アートは世界共通の言語です。あなたの才能や
可能性は、アメリカの学 校でもきっと通 用するで
しょう。 

多岐にわたるプログラム 
アート関連のプログラムは全米各地にあります。

２年制あるいは４年制プログラム、準学士号から学
士号、修士号、博士号まであらゆる教育が受けら
れます。

プログラム選択 
経験豊富で、優れた実績を挙げているその道の

プロから学ぶことが一番です。言い換えると、現在
活躍中のアーティストやデザイナーを講師として多
く抱える学校がベストということになります。学校
選択の際、もし迷っているならば、教授もしくは在
学中の留学生に話を聞いてみるのも良いかもしれ
ません。実際の様子がわかれば迷いも解消される
でしょう。 

また、日々刻々と進歩し続けるテクノロジーの波
に乗り遅れないように、学校が常に新しい教育機
材を導入しているかもポイントになります。 

インターンシップ、実務経験、就職斡旋を行って
いるかどうかもチェックしてください。専門業界と
密接な関わりを持ち、人材募集の情報収集、ポー
トフォリオのチェック、ワークショップなどを通じて
卒業生の就職先についても調べてみましょう。 

准教授からコメント
「古代から現在まで、世界のあらゆる所で芸術を見つけることができます。アート

によって、社会が築き上げ挑戦してきた信念や価値、理想観をかいま見ることがで
きます。すばらしいと思いませんか？」
「新しいことに挑戦することを躊躇しないので、留学生はすばらしいと思います。

挑戦することがアートの世界ではとても重要なのです。努力をしても報われることが
ないこともしばしばで、それでも惜しまずに挑戦を重ねて作品に時間を費やしていかな
ければなりません。」

                                                     ―ピアスカレッジ、アート准教授 David Roholt

留学先として、
実際に成功している

アーティストやデザイナーを
多く雇っている学校を選択
すべきです。既に各業界で

プロとして名を馳せて
活躍している人たち

以上の教師が
いるでしょうか。

最後に、学校の評 判も重要です。同分野で活
躍中のアーティストやデザイナーがその学校を推薦
しているかどうか、アメリカ芸術・デザイン学校協
会（National Association of Schools of Art and 
Design）や独立大学・学校認定委員会（Accrediting 
Council for Independent Colleges and Schools）
などの機関から認定を受けているかなどをチェック
しましょう。

目標の追求 
入学条件は学校によって異なり、ポートフォリオ

の提出やオーディションが要求される場合もありま
す。また、TOEFL のスコアが必要かどうかも確認
が必要です。学校の多くは、留学生のアメリカ人
とは違ったユニークさや多様性を尊重し、受け入れ
てくれます。入学条件がいかなるものであろうと、
自分に合ったプログラムをじっくり時間をかけ

て選ぶことが大切です。自分の進みたい分野で既
に活躍している人の話を聞いてみるのもよいでしょ
う。情報収集しているうちに見えてくることも多く
あるはずです。在校生や卒業生に話を聞いてみた
り、キャンパスを実際に訪ねて、自分の目で学校の
様子を見ることができれば最善です。 

新しい技術やアイデアを常に受け入れているアメ
リカの学校は、クリエイティブな分野を学ぶには最
高の環境です。アート・デザインへの熱意に加え、
人並み以上のプロ意識や努力をする気持ちがあれ
ば、可能性は無限大です。次の Pixar 映画のメイ
ンデザイナーはあなたかもしれません！
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指揮者が静かに指揮棒を振りあげると、聴衆は期待で静ま
り、ホールは静寂さで満たされた。しかし、その静寂さは一
瞬にして打ち破られ、ピアニストの指がスピードを上げて鍵
盤を横切り、力強くキーを叩き始める。一つのセクションで
は弓が深い呼吸と共に弦楽器の上を走り、別のセクションで
は管楽器が鳴り響く……。ネバダ大学リノ校（University of 
Nevada, Reno）の交響楽団は、サン・サーンスのピアノ協奏
曲第2番でナイチンゲールコンサートホールをすっかり圧倒
させていました。

ネバダ大学リノ校の音楽学部は、活気ある芸術学部の一つで
す。学生は、音楽演奏家や学者、作曲家などの講師陣から指
導を受けます。教授や講師陣は、厳しくもやりがいのあるプ
ログラムを通して、学生を個別に指導し、育てていきます。

プログラムは、学生がしっかりとした音楽の基礎を築き、
自分自身の音楽の「声」とスタイルを確立できることに重点
をおいています。基礎コースに加えて、テレビ音楽、ジャズ
文化、アメリカミュージカル劇場の歴史など、ユニークな歴
史コースを学ぶこともできます。

授業外でも、実際に演奏する機会を数多く与えられます。プ
ライベートレッスンを受けたり、有名なナイチンゲール弦楽
四重奏を含めた、キャンパス内外での室内楽や大規模なア
ンサンブルに参加することもできます。年間を通じ、Reno 

ART PROGRAMS

University of Nevada, Reno

アートプログラム

Jazz Festival、Winter Chamber Music Festival、Argenta 
Festivalなど数多くのフェスティバルが音楽学部によって開
催されています。また、大学はリノフィルハーモニー管弦楽
団とリノ室内楽団とも連携しています。

現留学生でピアニストでもあるBomin Parkは、このよう
な機会を活かしている学生の一人です。彼は２年連続して
Music Teachers National Association Competitionにおい
てネバダ州の優勝者となり、 Dean’s Award for Artistic 
Achievementを受賞しました。

学生は、同プログラムを通し、教師や演奏家から音楽学や
作曲家まで、音楽の分野で職に就くための準備をします。
ネバダ大学では、芸術学、音楽教育学、そしてクラシックや
ジャズ・即興演奏に重点を置いた音楽演奏学における学士課
程、また、演奏学、教育学、音楽学における修士課程が設け
られています。

卒業生の多くは、全米各地の主要な大学院課程にて教鞭を
執ったり、世界各地のオーケストラ、室内楽団、ジャズやポ
ピュラーミュージックの演奏家として活躍しています。例え
ば、メゾソプラノ歌手のDolora Zajickは、ニューヨークのメ
トロポリタン・オペラ、シカゴ・リリック・オペラ、サンフ
ランシスコ・オペラ、ロンドン・コヴェント・ガーデンなど
世界各地の著名なオペラ劇場で演奏活動を行っています。

ネバダ大学リノ校 音楽学部  
University of Nevada, Reno’s Music Program



StudyUSA.com    Japanese Edition  53

あなたにぴったな
アメリカの大学を 
見つけよう！

STUDYUSA.COM

授業料、場所、専攻分野で学校の分類、検索、
比較をします。
無料で新規アカウント作成：

  学校を保存する 
お気に入りの学校を保存して管理する

  学校に問い合わせる 
学校に問い合わせて情報をリクエストする

   学校に入学を申し込む 
自分のアカウントから直接学校に入学を申し込む

DOWNLOAD OUR 
FREE APP!

無料アプリを 
ダウンロードしよう！



54  STUDY IN THE USA®    Japanese Edition

留学に必要なテスト

アメリカ留学を希望していますか？ 
IELTS を受験してアメリカで学ぼう！

IELTS（International English Language Testing 
System—アイエルツ）は、世界中で最も多く受験さ
れている海外留学や海外移住に最適な英語能力判
定テストです。毎年、アメリカ留学を希望する数多
くの学生たちがアメリカ国内での大学入学申請のた
めに IELTS を受験しています。 

IELTS は海外留学や海外勤務への道を開いてくれ
ます。IElTS のスコアは、大学、企業、海外移住関
連管轄機関、専門機関など世界に広がる 9,000 以
上の機関や企業で英語能力の判断基準として認め
られています。

昨年では、140 を超える国々で 270 万人以上が
IELTS を受験しました。IELTS 受験可能なテストセン
ターの検索は www.takeielts.orgをご確認ください。

IELTS の特長
  140 を超える国々に設けた 1,100 以上のテストセ
ンター
  試験日程は最高月 4 回
 試験時間は 3 時間以内
  5 件までの教育機関や機関に試験結果を無料で
送付
  アイビー・リーグ（世界屈指の名門私立大学）
など米国内にある 3,000 以上の教育機関やプロ
グラムから留学先を選択
  IELTS アカデミックは大学や大学院への留学を
希望する学生や英語圏で専門職に就くための登
録申請を希望する社会人を対象にした試験です。
試験には試験管との 1 対 1 の面談が含まれま、
その内容は留学先の教育機関で実際にあるであ
ろう教師との会話に近い内容です。

現時点で何をすべきか？
最も重要なことは、いつ IELTS を受験しなければ

いけないのか、そして、試験対策にどれくらいかか
るのかなど、計画を立てることです。どのような形
態にせよ、英語のスキルアップに役立つ英語コース
の受講をお勧めします。尚、IELTS にはセクション
毎に独特の形式があるため、出題形式に慣れるだ
けでなく、できる限り練習問題に取り組むことも試
験準備コースに加えてお薦めします。 

ブリティッシュ・カウンシル は 同 試 験 運 営に
IELTS と共同で携わっており、http://takeielts.org/
prepareで試験準備に関する情報を提供しています。

  無料！模擬試験を受けて現時点の英語力を把握
して、どの程度勉強すべきは見極めましょう
  無料！動画や音声を使って試験対策に取り組み
ましょう
  練習問題集やその他試験対策用教材を使って
情報収集をしましょう
  試験当日のためのヒントやアドバイスを読みま
しょう

http: takeielts.org/usa を参考に将来の計画を立
てよう！

THE TEST THAT SETS THE STANDARDS

IELTS
英語能力判定の基準となるテスト



 

受験者のためにIELTSが優先 
していること
• 年間48回の受験日設定
• 筆記試験より13日目にテスト結果を発行
• 認定資格を持つ試験官による採点
• 1対1の対面式スピーキングテスト 

受験申し込みは www.takeielts.org 
IELTSでは奨学金も実施。詳しくは www.ieltsasia.org

ブリティッシュ・カウンシルはIELTSを共同運営しています。

IELTS で
アメリカへ

留学に必要なテスト

アメリカ留学を希望していますか？ 
IELTS を受験してアメリカで学ぼう！

IELTS（International English Language Testing 
System—アイエルツ）は、世界中で最も多く受験さ
れている海外留学や海外移住に最適な英語能力判
定テストです。毎年、アメリカ留学を希望する数多
くの学生たちがアメリカ国内での大学入学申請のた
めに IELTS を受験しています。 

IELTS は海外留学や海外勤務への道を開いてくれ
ます。IElTS のスコアは、大学、企業、海外移住関
連管轄機関、専門機関など世界に広がる 9,000 以
上の機関や企業で英語能力の判断基準として認め
られています。

昨年では、140 を超える国々で 270 万人以上が
IELTS を受験しました。IELTS 受験可能なテストセン
ターの検索は www.takeielts.orgをご確認ください。

IELTS の特長
  140 を超える国々に設けた 1,100 以上のテストセ
ンター
  試験日程は最高月 4 回
 試験時間は 3 時間以内
  5 件までの教育機関や機関に試験結果を無料で
送付
  アイビー・リーグ（世界屈指の名門私立大学）
など米国内にある 3,000 以上の教育機関やプロ
グラムから留学先を選択
  IELTS アカデミックは大学や大学院への留学を
希望する学生や英語圏で専門職に就くための登
録申請を希望する社会人を対象にした試験です。
試験には試験管との 1 対 1 の面談が含まれま、
その内容は留学先の教育機関で実際にあるであ
ろう教師との会話に近い内容です。

現時点で何をすべきか？
最も重要なことは、いつ IELTS を受験しなければ

いけないのか、そして、試験対策にどれくらいかか
るのかなど、計画を立てることです。どのような形
態にせよ、英語のスキルアップに役立つ英語コース
の受講をお勧めします。尚、IELTS にはセクション
毎に独特の形式があるため、出題形式に慣れるだ
けでなく、できる限り練習問題に取り組むことも試
験準備コースに加えてお薦めします。 

ブリティッシュ・カウンシル は 同 試 験 運 営に
IELTS と共同で携わっており、http://takeielts.org/
prepareで試験準備に関する情報を提供しています。

  無料！模擬試験を受けて現時点の英語力を把握
して、どの程度勉強すべきは見極めましょう
  無料！動画や音声を使って試験対策に取り組み
ましょう
  練習問題集やその他試験対策用教材を使って
情報収集をしましょう
  試験当日のためのヒントやアドバイスを読みま
しょう

http: takeielts.org/usa を参考に将来の計画を立
てよう！

THE TEST THAT SETS THE STANDARDS

IELTS
英語能力判定の基準となるテスト



56  STUDY IN THE USA®    Japanese Edition

TEST FORMAT

リスニング
４セクション 

40問 
30分

スピーキング
11分〜14分

ライティング 
（アカデミック）

課題２問 
（150語と250語） 

60分

ライティング 
（ジェネラル）

課題２問 
（150語と250語） 

60分

リーディング 
（アカデミック）

３セクション 
40問 
60分

リーディング 
（ジェネラル）

３セクション 
40問 
60分

大学などの高等教育機関への入学に必要となるその他試験同様、IELTSにもフレン
ドリーな雰囲気であるもののトレーニングを受けた面接官と1対1で行われるスピー
キングテストがあります。IELTスピーキングテストで高得点を得るためのコツは以
下の通りです。

1/ 「YES/NO」だけの短い回答は避けて、なぜ「YES」と思ったのか、または
「NO」なのか、試験官が理解しやすいように理由も説明するようにしましょう。
2/ 試験官が聞き取れるように、自信をもって、はっきり話すようにしましょう。
3/ 自分の意見を伝える際は、「In my opinion, …」、「I think …」、「I feel …」
など幅広く表現を使うようにしましょう。
4/ 前もって記憶した答えを話すのは避けましょう。質問内容は毎回変わるので、用
意した答えを話そうとすると自然に返答することができなくなる恐れがあります。
5/ 発音も採点の対象となります。イントネーションに注意して、なるべく一本調子
にならないように注意しましょう。
6/ 試験官の質問が理解できなかった場合は、恐れずに「Could you repeat the 
question please?」と聞いて、もう一度質問を繰り返してもらうようにします。

TIPS FOR SUCCESS!
ＩＥＬＴＳスピーキングテストで 

高得点を得るコツ

テスト 
フォーマット

アメリカ留学を計画するときの重要ポイ
ント
アメリカ留学を決めた時点から様々な選択肢に直
面します。まず、以下のような大切な質問を自分自
身にしてみましょう。ここに挙げるチェックリストは、
ひとつずつ順を追っているために分かりやすく、留
学の計画を立てるのに役立ちます。

WHAT?  何？
何を学びたいのか？文系、理系、ビジネス、工学、
特定の貿易学、技術など様々な分野を検討しました
か。専攻科目や分野を特定することは留学先を特定
する優れた方法です。

WHERE?  どこ？
また、留学先のロケーションやその場所に何があ
るのか考えたことはありますか。留学先にどのよう
なことを期待しますか。

SIZE?  規模？
キャンパスとしてどのような環境を望んでいます
か。一つのキャンパスに何千人もの学生が在籍する
教育機関への留学を希望しますか。それとも、1,000
人以下の小規模教育機関の方が満足しますか。ど
のようなキャンパス環境がより快適か考えてみま
しょう。

COST? 費用？
選んだ教育機関への留学にかかる合計年間費用
はいくらですか。学費、賃貸費用、生活費、教科書代、
その他諸経費など出費について考えたことはありま
すか。アメリカに留学するにあたり、経済的な支援
を必要としますか。もし必要であれば、留学生を対
象とした奨学金制度や学費援助制度を設けている
教育機関への留学を検討したことはありますか。
選択するということは難しく感じるかもしれませ
んが、慎重に検討することによって、留学期間とな
るこれからの数年間に前向きな影響を及ぼすだけ
でなく満足のいく決断に結びつけることができます。

By    
British Council is a proud co-owner of IELTS.
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多くの留学生が米国内留学中に副収入を得るた
めや英語を練習するために仕事を得たいと思ってい
ます。この件については、困難で複雑なプロセスを
要することもありますが、事前の準備次第で仕事
を見つけられるチャンスが増える可能性もあります。
遵守すべき規則を理解することと仕事を探す上でど
こに行くべきかを知ることが成功への鍵です。 

米国は多くの種類の学生ビザを発行しますが、
ほとんどの留学生が教育機関でフルタイムの学生と
なるために必要な F-1 ビザ（非移民ビザ）を取得し
ます。この F-1 ビザは教育のみを目的とするビザで
あるため、米国政府は F-1 ビザ入国者に対して同
ビザでの雇用に関する制限を設けています。だか
らといって、F-1 ビザを所持しているから働けない
ということではありません。法的要件を理解してそ
れに従っていれば、学生ビザで働くことができます。
以下は、学生ビザで米国内で働く際に最も重要な
規則です。

1/  常にフルタイム学生の資格を維持する必要があ
ります。

2/  初年度はキャンパス外で仕事に従事することは

By Megan Gier

留学生として米国内で 
働くことはできますか？

WORKING AS AN INTERNATIONAL STUDENT  
IN THE UNITED STATES

できません。ビザ有効期間中、授業がある間
はキャンパス内でアルバイト（週 20 時間を超え
てはならない）をすることができます。

3/  1 年以上の就学後、CPT（Curricular Practical 
Tra in ing） や OPT（Optional  Prac t ica l 
Training）の制度を利用して、専攻内容に関連
する職務内容の仕事にキャンパス外で従事する
ことができます。

上に挙げた内容だけが規制ではなく、全規則を
把握するには I-20 書類を発行したオフィス（往々に
して各学校の留学生オフィス）が最良の情報源です。
また、留学生を対象としたオリエンテーションのほ
とんどで雇用についての情報を提供しています。但
し、法に違反すると学生ビザ資格を喪失する可能
性もあるため、通学する学校の留学生担当アドバイ
ザーの指示に従う必要があります。

この時点で、F-1 ビザ保持者の雇用に関する基本
的な規制を理解できましたが、では、実際にどこ
でどうやって仕事を探したら良いのでしょうか。米
国内の大学にはしばしば就職支援オフィスがあり、
就職情報のオンラインデータベースを持っているだ

けでなく、就職相談、模擬面接、履歴書作成ワー
クショップなどのサービスを通して仕事探しの準備
ができるよう学生を支援しています。このようなオ
フィスは仕事探しにうってつけの場所です。また、
セメスターの初旬に就職フェアーを開催する大学が
多く、このようなフェアーを利用してキャンパス内で
のアルバイトを見つけることもできます。そして、キャ
ンパス内の書店、カフェ、その他学校所有の施設
などはこのようなイベントで学生を採用しています。 

就職先を探している間、要領よく、そして根気強
く、可能性のあるポジション全て調べてみましょう。
あなたからお願いをすれば、喜んでサポートをして
くれる人がたくさんいますから、手伝って欲しいと
頼むことを恥ずかしがらないでください。就職活動、
頑張ってください！

Megan Gier is the Graduate Assistant of 
Marketing at the Tutorium in Intensive English 
at the University of Illinois at Chicago (UIC). 
She is currently a graduate student in UIC’s 
Applied Linguistics/TESOL program.
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GMAT®

(Graduate Management Admission Test®)

留学に必要なテスト

GMAT® とは？
GMAT®（Graduate Management Admission 

Test® の略） は、大学院レベルでビジネスを学ぶた
めに必要とされる能力を測るために世界中で取り入
れられている試験です。他の試験と比較して世界中
でより多くの経営大学院が GMAT の実施を採用して
おり、同試験は、経営大学院入学のための事実上
の世界共通試験と考えられます。成功にかけては、
比類ない試験です。報酬が増えるだけでなく、キャ
リアアップの機会やその選択肢の増加に繋がる試験
は他にありません。GMAT は経営大学院の授業や
実際に仕事をする上で最も必要とされるスキルに着
目しています。 

誰が受験すべきなのか？
世界各国の質の高い経営大学院では入学適正試

験として GMAT を採用しています。経営大学院への
進学を真剣に検討しているのであれば、GMAT 受験
が最初のステップとなるべきでしょう。過去 60 年も
の間、世界で活躍するビジネス界のリーダーたちも
GMAT 受験を経て MBA プログラムへと進みました。
これまでに 1,000 万人近くの学生が GMAT を受験し
て成功を収めてきました。次はあなたの番です。 

受験申し込み方法は？
GMAT は 114 ヶ国 に あ る 600 以 上の 試 験 会 場

で受験することができます。GMAT 試験日程やお
住まいの地域内の試験会場を探すには mba.com/
register をご利用ください。試験は年中行われてい
ますが、受験希望者は希望試験日の 24 時間前まで
に受験申し込みをしてください。大学院の入学申請
直前や週末の受験申し込みは比較的早い時点で満
員になります。受験料は US$250 ですが、受験をす
る国によっては税金がかかる場合もあります。受験
申し込みに関するご質問は以下の問い合わせ一覧を
ご利用ください。

南 ・ 北アメリカ地域
注意：E メールによるお問い合わせは月曜日から金
曜日の午前 7 時から午後 7 時（米国中部時間帯）に
受け付けています。同時間帯外に受信したメールへ
の返信は翌営業日になります。また、電話でのお問
い合わせも月曜日から金曜日に受け付けています。
以下は問い合わせ先です。
Email： GMATCandidateSer vicesAmericas@
pearson.com
Tel（米 国 内フリーダイヤル）： +1（800） 717-4628 

（米国中部時午前 7 時から午後 7 時）
Tel： +1（952）681-3680（米国中部時午前 7 時から
午後 7 時）
Fax： +1（952）681-3681

アメリカMBA留学のための

GMAT®（Graduate Management 
Admission Test®）は経営大学院への入
学希望者を対象に行われています。
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アジア太平洋地域
注意：E メールによるお問い合わせは月曜日から金
曜日の午前 7 時から午後 7 時（オーストラリア東部
標準時）に受け付けています。同時間帯外に受信
したメールへの返信には最長で 48 時間かかる可能
性があります。また、電話でのお問い合わせも月曜
日から金曜日に受け付けています。以下は問い合わ
せ先です。
Email： GMATCandidateServicesAPAC@pearson.
com
Tel： +852-3077-4926（オーストラリア東部標準時
午前 9 時から午後 6 時） 
インド： +91 120-439-7830（インド標準時午前 9 時
から午後 6 時）
Fax：60 321 784 925 

中国
注意：E メールによるお問い合わせは月曜日から金
曜日の午前 8 時 30 分から午後 5 時（中国標準時）
に受け付けています。同時間帯外に受信したメー
ルへの返信には最長で 48 時間かかる可能性があり
ます。また、電話でのお問い合わせも月曜日から
金曜日に受け付けています。以下は問い合わせ先
です。
Email： gmatservice@neea.edu.cn
Tel： +86-10-82345675（月曜から金曜日の中国標
準時午前 8 時 30 分から午後 5 時） 
Fax： +86-10-61957800

欧州 ・ 中近東地域
注意：E メールによるお問い合わせは月曜日から金
曜日の午前 8 時から午後 5 時（グリニッジ標準時）
に受け付けています。同時間帯外に受信したメー
ルへの返信には最長で 3 営業日かかる可能性があ
ります。また、電話でのお問い合わせも月曜日から
金曜日に受け付けています。以下は問い合わせ先
です。
Email： GMATCandidateServicesEMEA@pearson.
com
Tel： +44 （0）161 855 7219（グリニッジ標準時午
前 9 時から午後 5 時）
Fax： +44（0）161 855 7301

GMAT とはどんな試験なのか？ 
GMAT は経営大学院や実際のビジネスで最も必

要とされる高次思考能力の試験です。試験では、
数学的能力、言語能力、分析的論述、総合推論能
力を判断します。 

  数学的能力のセクションでは、定量的に推論

する能力や数学的問題を解決する能力を測定しま
す。基本的な計算、代数、図形に関する知識は
必要ですが、「数学的能力」のセクションは推論
能力を測定するセクションであり、数学的な能力
に基づいて出題されるセクションではありません。

  言語能力セクションでは、文章の読解力だけ

でなく討論文章の推論と評価能力も測定されま
す。また、標準的な英語を基盤にした文章の間
違い探し問題も含まれています。 

  分析的論述のセクションでは、批判的に考

える能力や意見を伝える能力を測定します。

  総合推論のセクションでは、様々な形式で記

された複数の資料のデータを理解し、その内容
を分析した上で問題を解決する能力を測定しま
す。このセクションは、技術的に進歩し豊富な
データと向き合う社会で必要とされる能力を発

揮するチャンスです。
GMAT は規格化されたコンピュータベースの試験

で、内容は全て英語で表示されます。数学的能力
のセクションと言語能力のセクションはコンピュー
タ適応型形式で、受験者が前の質問にどう回答し
たかによって、受験者に適応したレベルで出題され
ます。よって、スコアは回答した質問の難易度と正
解回答数によって計算されることになります。 

試験日の心構えは？
試験日までにしっかり準備をして、当日はベスト

を尽くしましょう。GMAT の形式や時間配分を理解
して、サンプル問題で練習しましょう。また、各セ

The GMAT Exam at-a-Glance
4セクション、所要時間3時間30分

GMATセクション構成一覧

41問 37問 1問 12問

文章構成能力 総合推論

合計スコア：200-800

言語能力 数学的能力

質問の数

質問の内容

制限時間

測定内容

スコアの幅

• 長文読解
•  論理的分析

問題
•  文章訂正 

問題

•  条件選択
問題

•  一般的計算
問題

•  提示された
主張を批判
する

•  複数資料推
論問題

•  図形解析
問題

•  二項目分析
問題表分析
問題

長文を読んで
理解する能
力、議論を分
析する能力、
および間違っ
た文章を訂正
する能力

データを分析
する能力と基
本的な数学の
知識を使って
結論を導き出
す能力

批判的に考
える能力
と自分の意
見を伝える
能力

複数の資料
から得た複
数の形式に
よって提供
された情報
を分析する
能力

75分 75分 30分 30分

0～60 0～60 0～6 1～8
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クションをひとつひとつ復習しておきましょう。 

  出題形式：GMAT の出題形式は、受験者がこ

れまでに見たことのない形式である可能性があ
ります。例えば、データの十分性を問う問題では、
解析方法のデータマイニングではなく、問題を
解決するにあたってどのくらいのデータが必要か
ということが問われます。受験者は受験前にサ
ンプル問題を利用して勉強し、試験の出題形式
をしっかり理解するようにしましょう。このよう
に準備を進めると、試験当日は効率的に回答す
ることに集中できます。

  時間配分：GMAT には制限時間がありますか

ら、各セクションで回答できるよう自分なりの
時間配分を把握しておくことが大切です。仮に
全問回答できなかったとしても、各セッション
で回答をしていれば最終的なスコアを受け取る
ことができます。但し、全問回答できないとス
コアに大きく影響します。 

1 問に対する回答平均時間は、言語能力のセク
ションでは約 1 分 45 秒、数学的能力のセクション
では約 2 分です。総合推論のセクションでは、1 問
に対する回答平均時間は 2 分 30 秒ですが、ほとん
どの問題に複数の質問が付随しており、その質問
に対する回答も求められます。 

試験の最中はいつでも「ヘルプ」機能にアクセス
することはできますが、「ヘルプ」スクリーンの閲覧
時間もそのセクションの回答所要時間として数えら
れます。 

受験にはキーボードやマウスの使用など、コン
ピュータ利用における最低限のスキルが必要です。
加えて、総合推論のセクションでは、データシート
を表示したりドロップダウン メニューを使用したり
するなど、基本的なナビゲーションのスキルも必要
です。 

GMAT の受験では、各問題にある質問をよく読ん
で最も適切な回答を選ぶようにしてください。正し
い回答がわからない場合、不正解と思える選択肢
を除去して残りの選択肢から正解となる回答を推測
するようにしましょう。回答を一度確定すると、そ
の問題を飛ばして次に進んだり回答を変更したりす
ることはできません。 

詳 細についての動 画 mba.com/testday で は、
チェックインの手続きや一般的な試験会場がどのよ
うな雰囲気か確認することができます。 

経営大学院入学志願者である受験者は、試 験
当日に暫定的なスコアを確認して、正式なスコア
報告を受けるかキャンセルするか決めることがで
きます。このスコア報告は、世界 600 ヶ所にある
GMAT 試験会場で受験した全受験者が利用できる
システムです。受験者である皆さんにとっては、入
学希望校にスコアを送付するかキャンセルするか受

験直後の帰宅前に選択することができます。この新
しいプロセスによって、総合推論、数学的能力、言
語能力の各セクションおよび総合スコアの暫定的な
スコアを確認することができ、その後 2 分間でその
スコアを希望校に送付するかキャンセルするかを決
めることになります。但し、決められた時間内にい
ずれかを選択しない場合、スコアはキャンセルされ
ます。

また、試験会場でスコアをキャンセルした場合で
も、その日から 60 日以内に料金 US$100 を支払う
ことによってキャンセルを取り消すことができます。
この手続き後、スコアは回復されます。

GMATの試験対策は？
試験に向けての準備や満足する結果を得る努力

は、GMAT 特有のことではありません。しっかりし
た学習計画を立てて実行すれば良い結果が得られ
るでしょう。高いスコアを取得する受験者は模擬試
験や試験対策用教材を活用し、それぞれの学習ス
タイルを理解した上で、試験に向けて前向きに勉強
を進めています。週単位で学習計画を立てると順
調に勉強が進み、教材を進めるに従ってスキルアッ
プが望めます。 

出題形式やその所要時間に関する情報を得るに
は、非営利教育団体（GMAC）が無料で提供してい
る公式模擬試験 GMATPrep® ソフトウェア（mba.
com/gmatprep）を活用して、実際の試験の出題傾
向を直接ご覧ください。 GMATPrep® はコンピュー
タ適応形式で、本試験同様の長さの模擬試験が 2
回分入っており、これまでの GMAT で実際に出題
された問題を使用しています。また、このソフトウェ
アには回答や解説だけでなく、数学においては総
合的な復習も含み、多肢選択問題においてはその
場でスコアが表示されるようになっています。 

無料の GMATPrep® ソフトウェアに加えて、実力
診断機能がついた GMATPrep® Exam Pack 1 をダウ

ンロードすると、さらに 2 回分の模擬試験が追加
できます。 

また、mba.com （mba.com/prepare）でもその
他数多くの教材や資料が入手できます。例えば、同
ウェブサイト内にある Preparation Timeline では、
試験で最も満足のいく結果が得られるよう順を追っ
て説明しています。また、受験者の強みを伸ばし
ながら弱点を改善していけるよう、勉強のコツ、試
験対策用教材、入学手続き担当者からのアドバイ
スなどへのリンク先も含んでいます。 

GMAT 公 式 試 験 対 策 用 教 材 は mba.com store
（mba.com/store）で入手で き、 入手で きる 教 材

は、The Official Guide for GMAT® Review, 2016、
Official Guide for GMAT® Quantitative Review, 
2016、The Off icial Guide for GMAT® Verbal 
R ev i ew,  2016 、IR Pr e p To o l 、GM AT Pr e p® 
Software Study Collection などです。 

GMATのスコアについて
GMAT のスコアは今後の成功の予測因子と言えま

す。総合スコアは 200 ～ 800 点で表示され、数学
的能力のセクションと言語能力セクションの成績に
基づいて報告されます。尚、暫定的なスコアは試
験直後に試験会場で確認できます。公式のスコア
報告には 4 セクション全てのスコアが表示され、試
験後 20 日以内に確認できます。尚、GMAT のスコ
アの有効期限は 5 年間です。

学校はスコアをどのように評価する
のか？

GMAT は世界中にある 6,000 以上もの経営大学
院で信用できる入学適正試験として採用されてい
ます。その理由は、授業だけでなく実社会で必要
とされるビジネススキルを判断できる試験だからで
す。確かに、GMAT のスコアは、入学希望者を評価
するために学校が使用する複数の判断材料の一手
段にすぎませんが、大学院レベルで経営を学ぶに
あたって重要とされるだけでなく、入学を希望する
学生に備わっている特定のスキルを確実に測定でき
る試験です。大学での成績など大学院毎に独自で
設定した入学条件と異なり、GMAT のスコアは、入
学希望者の能力を判断しなければいけない入学手
続き担当者にとって一貫した画一的な判断ツールと
なっています。  

Content provided by the Graduate Management 
Admission Council® (GMAC®), makers of the GMAT® 
exam. © 2016 Graduate Management Admission 
Council (GMAC). All rights reserved. GMAC®, GMAT®, 
GMATPrep®,  Graduate Management Admission 
Council®, and Graduate Management Admission Test® 
are registered trademarks of the Graduate Management 
Admission Council in the United States and other 
countries.

GMATは大学院の
授業や職場で

実際に必要とされる
経営スキルを
判断します。
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世界中の様々な国で1千万人近くの
学生がGMATを受験してきました。 
次はあなたの番です。

目標達成の第一歩を踏み出そう。 

MBA.COM/STARTYOURJOURNEY

ビジネススクールに
行く理由

GMAT®を受験する 
理由

GMAT試験

あなたは常に
目標を見据え
一生懸命
頑張ってきました

雇用市場における競争力を手に入れ、
高給の職を得るだけでなく、やりがいの
ある新しい挑戦を味わう

世界中で開講されている6,100種類の
ビジネスプログラムにアクセス
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士号、博士号の取得が可能です。カレッジでも大学でも、学
士号を取得できますが、アメリカの学生は、4年制の学士課
程や学士号に関して話す際には、「大学」よりも「カレッジ」
を好んで使い、「カレッジに行く」とか「カレッジの学位」な
どと表現しています。
「カレッジ」の多くは大学に付属せず、独立した学校ですが、
大学に付属し、大学内のキャンパスにあるカレッジも多数あ
ります（「キャンパス」とは、学校施設とその周辺施設ののこ
とをいいます）。特定の専攻に関した大学院課程のあるカレッ
ジも多少ありますが、大学院課程の多くは、カレッジではな
く大学によって提供されています。このように大学院に関し
ては、「カレッジ」より「大学」と呼ぶのが一般的です。

アメリカでは「学校」とは、学習する場のことをいいま
す。カレッジも大学も、またどんな英語学校も大学院

も高校も、すべて「学校」といいます。
アメリカのカレッジは、中学校や高校ではありません。

17～18 歳以上の学生が13年生として、カレッジや大学で
学び始めます。準学士号は、2年制のカレッジで取得でき、
4年制のカレッジや大学では、学士号が取得できます。
「大学」とは、高校卒業後に学習を継続するための複数
の学校のことをいいます。少なくともその中の1校は、学
士課程を提供しているカレッジです。そのほかの大学内の
学校はより高い学位が取得できる「大学院」(Postgraduate
ともいわれます )です。したがって、大学では、学士号、修

学校、カレッジ、大学とは？
SCHOOL, COLLEGE, UNIVERSITY?
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どこで何を勉強するか
を決めた後は、アメリ
カに何を持っていくか
を決めなければなりま
せん。良い旅をしてア
メリカでの経験を存分
に楽しんでください！

タオルと 
寝具
自宅から持参、 
もしくは 
アメリカで購入
+ タオル
+ シーツ
+ 枕

洗面用具
+歯ブラシ 

+歯磨きチューブ
 +シャンプー
+ 櫛/ブラシ

+ 石鹸
+ デオドラント

+自国でしか入手できない
特別なものや薬

雑貨
+ スパイスなど軽量の 

保存食品
+ 友達や家族の写真

+ 家族を懐かしむことが 
できる思い出の品

書類関連
+ パスポート

+ F-1ビザ
+ 資格証明書：  
I-20フォーム、 
またはDS-2019

+ クレジットカード
+ アメリカ通貨

+ 処方薬や予防接種記録の 
ある医療文書のコピー

衣類
+ シューズ(カジュアル、 
運動用、正装用の靴1足)

+ ジーンズ/パンツ/ショーツ
+ シャツ(半袖と長袖)

+ パジャマ
+ ソックスと下着

+ 水着
+ ジャケット

PLANNING  
 PACKINGand

計画と荷造り

電気製品
+ アダプター 

+ コンピューター
+ フラッシュメモリ

+ カメラ
+ 電子辞書
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ロサンゼルス・シティーカレッジ（LACC）は、 
ハリウッド中心部から数分の距離にある２年制コミュニティーカレッジです。
LACCで、学士号の最初の２年を修了し、その後カリフォルニア大学ロサンゼルス校やバークリー校、南カリフォルニ
ア大学などの４年制大学へ編入し、後半の２年間で完全に学士号を取得することができます。また、２年制準学士
号や、６～２４ヶ月期間で取得できる認定プログラム、１～２年のキャリアプログラムなどもあります。

歴史と多様性：1929年創立の本校は、カリフォルニア大学ロサンゼルス校の旧キャンパス内にあります。多種多様な
学生の集まる全米最大のコミュニティーカレッジの一つです。

恵まれたロケーション：車や公共交通機関で簡単にアクセスできます。また、数分で、LAダウンタウンに行け、LA 
フィルハーモニー、バレエ、ハリウッド・ボウル、演劇、ミュージカル、美術館や博物館、スポーツイベント、ユニバーサル
スタジオ、ドジャースタジアム、グリーク・シアター、ハリウッド・ウォーク・オブ・フェームなどで楽しむことができます。
また１時間以内で美しい景色がゆったりと広がるビーチにも行け、リラックスすることができます。ビーチと反対方向の 
山々では冬場にスキーを楽しむこともでき、ディズニーランドも近くのアナハイムにあります。

手頃な授業料と滞在費：多くのカリフォルニア州コミュニティーカレッジと同じように、学生寮はありませんが、学校
近郊にアパートが多くあり、ひと月の家賃は平均８００ドル程度です。

イングリッシュ・ランゲージ・アカデミー：包括的なイングリッシュ・ランゲージ・アカデミー・プログラムは、大学進
学希望の学生と専門家のための集中コースを用意しています。

プログラム／専攻分野
会計学

司法行政

建築

芸術

ビジネス

化学

幼児発達学

映画/テレビ番組制作

コンピューターサイエンス

歯科技工

電子工学

工学

英語

ESL

給食管理

人文科学

ジャーナリズム

語学

マーケティング

音楽

看護学

写真

物理科学

物理学

法学予科

心理学

スピーチ

演劇

UCIEP
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English Language Institute 

Gainesville, FL 32611 USA

Tel: (352) 392-2070 

Fax: (352) 392-3744 

studyenglish@eli.ufl.edu

www.eli.ufl.edu

University 
of Florida

・文化体験プログラム

・ボランティアや会話パートナー

・6 学期制

・大学キャンパス内

・フロリダ大学院への条件付入学のチャンス

イングリッシュ・ランゲージ・インスティテュート

創立
1954 年
優秀な大学として

60年以上
誇っています
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夢をかなえる
英語を学ぶ。可能性を広げる。

ELSは、学業やキャリアの成功に不可欠な英語力を
身につけるための様々なコースを提供しています。そ
の体験は、発見や冒険、新しい友人や文化、そして学
びと達成感に満ちあふれています。
ELSを選んだ時点で、将来の自分への投資が始まります。80カ所以上もあるセンタ
ーの多くは大学のキャンパス内に位置し、最新鋭のランゲージテクノロジーセンター
が完備され、資格を持った優秀な講師が集まっています。総合的な大学進学サービ
ス、テスト準備、名高い英語プログラムを提供しています。英語向上の目標が何であ
れ、650以上の提携大学とのネットワークがあるELSでなら、その目標を達成できるで
しょう。

夢の実現へ向けて
ここから一歩を踏み出そう!


	J_43_2017-f
	J_Cover_2017-cover

