
夢中になれることを探したり、自分自身について学んだりすることは
将来の糧となる大切な決断です。自己発見の旅はELSから始めよう。
ELSは、学生が自己を見つめながら目標を掲げて将来の夢を叶えられるようサポートします。目標達成を目指
して、世界の名門大学でアカデミック英語、各種試験対策、一般英語などのプログラムで一流の英語教育を
受けることができます。そして、国際就職戦線に挑むことはもちろん、これまでに可能だと考えていなかった人
脈作りのチャンスを掴むことができます。将来の夢を求め、お互いに学びあい、卒業後もずっと繋がっていられ
る友達を世界中に作りましょう。

© Copyright 2017 ELS Educational Services, Inc. – a Berlitz company.
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留学生たちの
正直な感想

「アメリカでは、授業で
学んだことを実際に試す
ことができる機会が
多々あります。」
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本誌内の詳細参照
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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
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2016年秋に
編入が決定した

留学生数：
UCバークレー校 126人

UCLA 166人
UCサンディエゴ校 408人

UCデイビス校 456人

カリフォルニア州コミュニティカレッジ学区内でトップにランキング（edsmart.org発表）

international.fhda.edu

カリフォルニア大学（UC）への編入数トップ
手頃な授業料 - 年間US$6,800
SAT不要のフレキシブルな受入れは年3回
専攻分野は100以上
短期留学も可能
アップル、グーグル、フェイスブック、テスラやNASA研究所が 
近くにあり、サンフランシスコやサンノゼに隣接
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EnglishInFlorida.org>>>

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



バージニア工科大学付属集中英語コース

ワンランク上の英語でワンランク上の夢を実現

www.lci.vt.edu 1-540-231-9814lci-admit@vt.edu vtlci

集中英語プログラム
n 入学は春、夏、秋に6回あり、入学願書提出締め切り日の設定なし
n レベルは初級から上級まで10段階
n 最先端のコンピュータ利用学習センター
n 学生のニーズに合わせた少人数制クラス
n 各学期にTOEFL iBT準備クラスを提供
n  メインキャンパスはバージニア州ブラックスバーグにありワシントン

DCに近い新しいロケーション

条件付き入学プログラム
n 米国内の大学で優秀な成績を収めるのに必要とされるスキルの構築

バージニア工科大学（VT）進学準備プログラム
n  英語の学習に大学で必要となるスキルのトレーニングと大学での単

位取得用コースワークを組み合わせたプログラム
n SATのスコアは不要

名門の研究大学
バージニア工科大学は世界有数の研究大学
で、数々の研究プロジェクトに5億400万ドル
以上もの資金を投入しています

高い満足度と健康
バージニア工科大学は学生の
満足度ランキングで米国第2位
で、学内の食べ物
をはじめ、学内で
提供しているリク
リエーションやフィ
ットネスにおいて
米国第1位です

プログラム詳細
神経科学、機械工学、微生物学、データ分析学、建築学、
業務情報学、犯罪学など、学士号課程の専攻は100以上
の分野から、修士号課程の専攻は150以上の分野から選
択できます

卒業生の
就職・進路確定率

88%
卒業後6ヶ月以内に

就職をするか
大学院への進学を

決めています
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14 akari masaoka
マサオカアカリさんはカリフォ
ルニア州にあるグロスモント・
カレッジでデジタルアートを専
攻しています

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

A T  SPRING INTERNATIONAL

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

スプリング・

インターナショナルで

ゴールをつかめ

R E A C H  Y O U R  G O A L S

www.spring.edu

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

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

••

スプリング・インターナショナル・ラン
ゲージ・センター
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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。

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 

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, YULIA ISSA Graphic Design

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

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

現在、ポーランドのブロツラフ
で勉強していますが、２年後に
アメリカに留学したいと思って
います。まずは英語力を伸ばし
てから、渡米したいです。い
くつか興味のあるカレッジがあ
り、資料を送ってもらいました
が、その内容にとても感銘を受
けました。StudyUSA.comは、と
ても参考になります。広範囲に
わたった情報で、私の学びたい
分野を探すことができました。 

 Paulina FROM POLAND

StudyUSA.comには、思いつく疑
問や質問の答えがすべて載って
いるので、とても満足していま
す。今後もこのまま良い情報を
載せ続けてください。�

 Leah FROM KENYA

「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 HOLLAND

この「Study in the USA®」誌
は、本当によくできています。
私は学校のカウンセラーなので
すが、バンコクでの留学フェア
で同誌を見つけました。同誌の
おかげで、アメリカの大学への
入学に関する最新情報を私の高
校の生徒たちに確実に提供する
ことができます。

 Junjun FROM THAILAND

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

アメリカ留学では、学位や認定
証が得られるだけでなく、本当
の自分を知ることのできる貴重
な経験を得ることができます。
言語や文化の違う外国で生活し
勉強することは簡単なことでは
なく、勇気と積極性が必要で
す。これは、私にとってしばし
ば学位取得以上に大きな影響で
した。アメリカでは、夢の実現
も可能です。

 Landry FROM GERMANY

Visit us on StudyUSA.comGET IN TOUCH!

WHAT YOU SAID!

Jack Sullivan
President
EnglishUSA
www.englishusa.org

@studyintheusa

Follow us on 
Instagram

Patricia Juza
UCIEP President
Director, International English 
Center 
University of Colorado  
Boulder 
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。

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
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University of Colorado  
Boulder 
www.uciep.org
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アメリカに
留学する意義

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。
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。

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？

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。

「アメリカに住む人々の 
多様性と質の高い教育を提
供してくれる先生方が 
大好きです。」

ハワード・コミュニティ・カレッジ  
英語と栄養・食事療法学専攻  

クルツカヤ・バルボザ（ベネズエラ） 

「アメリカの教育システムは、 
とてもフレキシブルで、世界観を
広げてくれるコースや科目を 
提供し、本来の自分自身や夢に 
気付かせてくれます。」

マンハッタンビル・カレッジ  
政治学刑法専攻  

エリーン・ビリッシュ（グルジア） 

「複雑な内容の授業で学生により
分かりやすく指導するために先生
方が利用されるハイテクな機材な
ど、アメリカのカレッジのテクノ
ロジーを駆使した教育法には驚か

されます。」 
ハワード・コミュニティ・カレッジ  

英語と栄養・食事療法学専攻  
クルツカヤ・バルボザ（ベネズエラ）

「アメリカに留学して驚いたこと
は、学生が意見を述べても先生方
はそれを否定するどころか、意見
を持つということやクラス内での
討議に参加したということで褒め

てくださることです。」 
セントクラウド州立大学 

付属語学学校（IEC）   
ニ・トラン（ベトナム）

8  STUDY IN THE USA®    Japanese Edition



ワシントン州立大学
（WSU）で学位取
得を目指す！
125年以上もの間、WSUの教師陣
は、学生たちが新たな発見を見出せ
るよう尽力し、学生たちの創造性をか
きたててきました。卒業生たちは自信
に満ち、より良い社会を目指すグロー
バルリーダーとして活躍しています。 

・ 人生観が変わるような研究
・ 暮らしや生活を改善する発見
・ 行動を駆り立てる教育
・ 実践を通して学習
・ ワシントン州だけでなく世界を 

サポート

ワシントン州立大学で学ぼう！

・ 学士号は90分野から選択
・ 76の修士号プログラム
・ 64の博士号プログラム
・ 3分野における専門職学位
 
学士課程であれ修士課程であれ、 
WSUでは200以上もの分野から選
択できます。当校への入学に際して、学
士課程あるいは修士課程への直接入
学、進学準備プログラム、集中英語プ
ログラムの3つの選択肢があります。

・ 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

 
入学申し込み: international.wsu.edu

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

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。

「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）



アメリカで英語を学ぶ
Learning English By
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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。

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

+

+

+

+

+

+

自分の英語力はどのレベル？ 
簡単な自己判断チェック
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•	敏速な入学手続き
•	SATやACT不要
•	春、夏、秋にスタート可
•	名門大学と提携している
•	編入保証制度（TAGs）有り

•	年間授業料はUS$8,000*以下
•	90以上のアカデミックプログラム
•	教育熱心な教授による少人数制ク
ラス

•	フレンドリーかつ安全で快適に過ご
せるコミュニティ

ゴールデン・ウエスト・カレッジ

カリフォルニア州で学位を取得するファーストステップ

goldenwestcollege.edu/isp
isp@gwc.cccd.edu  |  +1-714-895-8146*授業料とその他関連費は事前通知なしに変更される可能性があります。

カリフォルニア州ハンティントンビーチ ― サーフシティ USA

GOLDEN WEST COLLEGE

HUNTINGTON BEACH, CA

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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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。

1 1 �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。

Jennifer Privette is the editor and assistant 
publisher of  Study in the USA and StudyUSA.
com. 

認定および専門団体

英語学校の選び方

HOW SHOULD I 
CHOOSE A PROGRAM?
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ORANGE COAST COLLEGE
Costa Mesa, Orange County, California

」南カリフォルニアのコミュニティカレッジでトップ「
4年制大学への編入率と在学生の歩留まり率においてEdsmart.orgが調査

*Orange Coast College is accredited by the Western Association of Schools and Colleges (WASC)

今すぐ申し込もう！
オレンジ コースト・カレッジでは年間を通して春、夏、
秋に新入生を受け入れています。入学要項、入学願
書締切り日、入学願書に関する情報は当大学のウェブ
サイトをご覧ください。

* オレンジコースト・カレッジは西部大学協会（WASC）
の認定校です。

手頃な授業料
米国内名門大学への
編入チャンスを伸ばそう
UCLA、UCバークレー校、CSU
ロングビーチ校など、カリフォル
ニア大学やカリフォルニア州立大
学に編入した学生数で常に上位
3位にランキング

ディズニーランド© や人気の 
ビーチから数分の距離 ORANGE

COAST
COLLEGE

Orange Coast College
Global Engagement Center
2701 Fairview Road Costa Mesa, CA 92626
www.orangecoastcollege.edu/international
occinternational@cccd.edu

ジョングハン・アルヴィン・キム
 
出身：韓国ソウル

高校：上海コミュニティインターナショナル
スクール – 国際バカロレア資格

OCC での活動：OCC の サッカー部創設
者、短大の成績優秀者が入会できる Phi 
Theta Kappa のメンバー、 学生アシスタン
トとしてグローバル エンゲージメント・セ
ンターで働く

合格した編入先：ベントリー大学、ジョー
ジ・ワシントン大学、ロヨラ大学シカゴ校、
ペース大学、UC バークレー校、UCLA

編入先：カリフォルニア大学バークレー校 
– ハース・ビジネススクール (2016 年秋 )



語学学校を修了した 
マサオカアカリさんは 

グロスモント・カレッジで
デジタルアートを専攻して 

います。
アメリカに留学したきっかけは何で
すか？

6 歳の頃から英語塾に通っていました。そこでは、
英語を勉強するというのではなく、ただ単に英語を
使って先生と遊んで楽しんでいました。それがきっ
かけで英語が好きになり、13 歳のときに留学をしよ
うと決意しました。もともと私はアメリカ英語の発
音が好きでアメリカ人のような発音を身につけたい
と思っていたので、アメリカへの留学を決めました。

留学先にこの学校を選んだのはなぜ
ですか？

私の塾の先生がグロスモントの卒業生だったとい
うこともあり、エージェントを紹介してもらい、そ
のエージェントからもグロスモントを勧めてもらいま
した。そのとき、グロスモントには付属語学学校で
ある ACE があると聞きました。私は、 語学学校を
経て大学に進学したかったので 、ACE からグロス
モントに簡単に進学可能という点でとても魅力的だ
と思いました。ACE の先生方はグロスモントに入る
ために必要なスキルや勉強法を教えてくれ、先生方
にはいつもお世話になりました。

この学校を選んでよかった事は何で
すか？

ACE の授業はそれほど大きなクラス設定ではあり
ませんし、先生もたくさんいらっしゃるので学生と
先生の距離が近く、とても親身になって教えてくれ
ます。また、分からない事があって先生に質問をす
ると、その場で学生が理解できるまで丁寧に対応
してくださるということも良いと思います。

留学中、恋しくなるものは何です
か？

友達です。

アメリカに来て一番驚いたことは何
ですか？

日本では見ず知らずの人に声をかけるという場
面をあまり見ませんが、アメリカ人はバスを待って
るときやスーパーでレジを待ってるときなど、場所
や相手を問わずに話をしているので、その姿を見て

「やっぱりアメリカ人はフレンドリーなんだな」と改
めて思いました。

アメリカに来てどれくらい立ちます
か？英語はどのくらい上達しました
か？

アメリカに来て約 8 ヶ月が経ちます。アメリカに

来るまでは文法が本当に苦手でしたから、アメリ
カで英語の文法を勉強する事がとても心配でした。
しかし、実際は、アメリカに来て英語で文法を勉
強する方が簡単ですぐに覚えることができました。
曖昧だったこともハッキリ分かるようになって、今
はとても役に立っています。

言葉の違いをどう克服しましたか？
インターナショナルクラブに所属して色んな国の

人達と知り合って一緒に出かけたりイベントで遊ん
だりして友達をたくさん作ってます。それから、ア
メリカ人の家でホームステイをしているので、ステ
イ先でも英語を話したり聞いたりする環境を作るの
も１つの方法だと思っています。

日本の学校の授業との違いはどうで
すか？

もし日本にアメリカから留学生が来たら、学校の
先生や友達が親身になってサポートしてくれると思
います。でも、アメリカでは、全て自分でするとい
うのが当たり前なので、分からなくて 1 人で悩んで
いるのではなく、自分から行動しなければ何も解決
しません。アメリカでは私たちもアメリカ人と同じ
扱いなので自立心が大切だと思います。

どのような課外活動に参加していま
すか？

大学のインターナショナルクラブです。どの大学
に通っているかは関係なくインターナショナルクラ
ブでは友達を作ったり英語のスキルアップを目指し
たりするのにとても役に立つと思います。このクラ
ブに参加すると、普段行けないようなところにも行
ける機会があったり大学の見学や海でパーティーを
したりと、様々なイベントがあって楽しいです。ホス
トファミリーともキャンプなどに出かけることもあっ
て、ホームステイをしていなければ体験できないア
メリカならではのクリスマスや感謝祭なども体験で
きるのでとてもいい場所だと思います。

友人を作ることは難しいですか？
私は特に友達作りに困ったことはありませんが、

いつも思ってる事はどこにいっても笑顔を忘れない
事です！

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？

この短大を卒業した後は大学に編入する予定で
す。私の将来の夢は建築家になることなので建築
に強い 4 年制大学に編入して卒業するのが目標で

す。英語を話せれば日本で働くときにメリットにな
りますし、アメリカの建築の知識があれば日本でそ
れを活用できるのでさらにやりがいがあります。こ
のような理由から、アメリカの建築スタイルを学び
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？

アメリカに来て勉強できるということはとても素
晴らしいことでそう簡単にできることではありませ
ん。私は今できてるこのアメリカでの生活の 1 日 1
日を大切にしています。いつも「人生は一度きり！」
と思いながら毎日を楽しく過ごしてます。だからそ
のチャンスを無駄にしないで！今を楽しもう！
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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

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
銀行の残高証明書
TOEFL®(450ペーパー/133コンピューター/45iBT）
IELTS(4.0以上)

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、
エンジニアリング、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

ここで夢を
叶えよう

• 留学生用奨学金
• 学士課程のアカデミックな研究に
携わる絶好のチャンス

• 学生と教授陣の比率は18対1
• アメリカ中西部のアットホームな街に
ある安全で美しいキャンパス

• 学生と教授陣の国籍は40ヶ国以上
• 集中的なアカデミック英語プログラム
• キャンパス内でリーダーシップ活動や
アルバイトをする機会

northern.edu

サウスダコタ州アバディーン

admissions@northern.edu | 1-605-626-3312
1200 S. Jay St., Aberdeen, SD 57401
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Understanding
the American Education System

By Jennifer Privette

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。

Understanding
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

成績の見方

+

+
+

tip
「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
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新入生 
Highline Collegeの学士課程 

プログラムに入学したジェーン。

２年生 
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！

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。

freshman

sophomore

junior

senior

3年生 
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。

4年生 
とうとう卒業！

+
+

+

+

+

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 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。
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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

テネシー大学

UTCはコミュニティを大切にするテネシー大学システムの総合キャンパスです。
UTCは、EEO/AA/Title VI および IX/Section 504/ADA/ADEAを尊重し適用している教育機関です。

@utcglobal
@UTChattanooga

utc.edu/international
international@utc.edu

/utcglobal
/utchattanooga

留学

チャタヌーガ校
ESL 
プログラム
有り！

最新の設備を施し発展を続ける安全でフレンドリーなキャンパス
100以上もの分野における学士課程
50以上もの分野における学士課程
学生と教授陣の対比は19対1
150以上もの学生対象のクラブや活動
1886年に創立
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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。

アメリカの高等教育が受けられる機関
TYPES OF U.S. HIGHER EDUCATION

tip
「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

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。

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。

Jennifer Privette is the editor and assistant publisher of Study in the USA 
and StudyUSA.com. 
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CFで自分自身にチャレンジ
No.4

フロリダ州内コミュニティ
カレッジのランキング

schools.com の発表による

28:1
教授一人に
対する
学生数

No. 20
料金設定が米国内で
最も手頃なカレッジ

2015年 米国教育省による発表

29
キャンパス内で
見られる
国籍数

70+
専攻できる
科目の数

無料
インターンシップ
プログラム、求人

情報、履歴書
作成

–教育の機会均等を促進するカレッジ–

CFで準学士号を取得すると、UCFダイレクトコネクトを経てセントラルフロリダ大学への入学が確実になります。

当校の特長とは？
ルイス＆クラークのアカデミック・イングリッシュ・スタディ 
ズ（AES）では、充実した内容に的を絞ったた英語の授を提
供しており、グローバル・リーダーシップ、テクノロジー、 
TESLなど、興味のある分野で学びながら英語のスキル 
アップができます。

当校の学生とは？
当カレッジのプログラムは、学士課程、修士課程、博
士課程の学生だけでなく、社会人にも最適です。

Contact us: aes@lclark.edu  •  Facebook: Academic English Studies, Lewis & Clark  •  Instagram: @aeslclark

go.lclark.edu/aes

ルイス＆クラーク
オレゴン州の美しい街ポートランドにある名門カレッジの安全でアットホームな 
キャンパスで進学や就職に向けて英語を学びましょう

ルイス＆クラーク
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Choosing
By David P. Anderson

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

a College or University  
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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

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

いるか
4  留学には生活費も含め、総額いくらか

かるか
5  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

6  将来就きたい職種にどのような資格が
必要か

7  どんな学生組織に所属したいか
8  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
9  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
を満たすことができない恐れがあるからです（MBA
プログラムの多くは、夜間や週末だけのプログラム
です）。

大学院に申し込む場合、大学課程への入学とは
異なり、志望するプログラムに直接申請します。大
学院に進学する場合には、大抵 GMAT や GRE のよ
うな標準試験のスコアを提出する必要があります。
また、４年制大学卒業の学士号に相当する学位を
有していることが前提となります。

ブリッジプログラムは、英語プロ
グラムでスキルアップをしている間
に、学位取得に向けての単位を取る
ことができるプログラムです。
学問知識は大学入学レベルであり
ながら、英語の基準を満たしてい
ないためにもう少し英語力を強化し
なければならない学生のためのも
ので、同プログラムには、そのよう
な学生でも受講できるクラスがあり
ます。このプログラムを利用すると、
学生が TOEFL の基準を満たして大
学に入学した際、既に卒業に向けて
いくつかの単位を取得していること
になります。

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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❱❱ 65ヶ国以上から集まった1,250人の留学生（F1ビザ取得学生）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
❱❱ 60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
❱❱ 2018年秋に新学生寮がオープン
❱❱ 2018年から高校卒業資格取得プログラムが新規スタート

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

エディンボロ大学はペンシルバニア州内で最も優れた教育と研究の中心として卓越した
高等教育を通してその質と価値を提供する一大学です。著名な芸術家、医療関係者、ディ
ズニーとピクサーのアニメーター、さらに、財界の幹部をはじめ、教育、コンピュータ、
科学、コミュニケーションなど様々な業界を牽引するリーダーたちが、EUで成功への
土台を築き上げてきました。

魅力溢れる学習環境、モダンな施設、国際的に認められている教授陣、学生が確固た
る学習体験を得るためのサポートを通して、EUは学生が必要としているニーズを提供し、
学生が目標を達成するだけでなく期待以上の成功を収められるよう努めています。

安全でフレンドリーなコミュニティでの活気に満ちた大学生活を提供するだけでなく、手
頃な授業料で優れた教育を提供することも約束しているエディンバラ大学には、世界中
から学生たちが集まってきています。

EUでやりたいことを
見つけよう

www.edinboro.edu/international で
今すぐ詳細をご覧くださいof Pennsylvania
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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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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



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

By William Fish

getting your
student visa

アメリカ学生
査証の取得

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。

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
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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.

現時点では何が改正されたのか詳しくは
わかりませんが、 米国留学のためのビ
ザは今も発行されています。 今日現在
も、 大学や全寮制の教育機関をはじめ
語学学校も他国から学生を受け入れてい
ます。

ビザの発行に関して、 どの申請者に対
しても審査が厳しくなっています。 要
するに、 ビザ面接に向けてしっかり準
備をしておく必要があるということで
す。 別途記載しているアドバイスに必
ず従うようにしましょう。 ビザ面接と
いう非常に短い時間内で、 なぜ米国留
学を希望しているのか、 何を学ぶのか、
そして、 日本帰国後に留学で学んだこ
とをどのように役立たせることができる
のか、 説明できなければいけません。
さらに、 入学が決まった教育機関にな
ぜ入学を希望したのかということや授業
料や滞在費をどのように支払うのかとい
うことも説明できるようにしておく必要
があります。

ビザ面接予約の待ち時間や発給が長くな
る可能性があるため、 ビザの申請はで
きる限り早くビザ申請を済ませることが
重要です。 尚、 学生ビザは、 学生が
入学許可を受けた教育機関のプログラム
開始 120 日前から発給可能です。

改正された点とは？
What has changed?

昨年、471,712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1,208,074人います
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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
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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

What’s the Difference?
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。

違いについて

2 + 2 提携
コミュニティカレッジで
学士号取得を目指すBy Elizabeth Lyon
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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。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

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。

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。

Elizabeth Lyon, Associate Director and Transfer 
Advisor at Edmonds Community College. Edmonds 
Community College located 20 minutes north of 
Seattle is a state college offering two-year university 
transfer degrees, English as a Second Language 
(ESL), professional degrees and certificates; as well 
as High School to University. The campus combines 
excellent coursework, award-winning faculty, and 
superior services to help students with all their needs 
while living in the United States.

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。

International Transfer Fairs
留学生対象の編入フェア
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•  40以上の分野における留学生対象準学士号取得プログラム
 
•  編入受入れ先として40校以上の4年制大学と提携し、その多くが

DCCC卒業生に対して編入の保証とスカラシップの提供を実施

•  入学に際してTOEFL、IELTS、SAT、ACTなどの試験結果の提出不要

•  英語プログラム（ESL）あり

•  活気溢れるフィラデルフィアから22kmの距離

•  ペンシルバニア州メディアにある安全で美しいキャンパス

•  プラクティカル・トレーニングやインターンシップのチャンスあり

自分探しはここから。

www.dccc.edu/inter
international@dccc.edu

+1-610-359-5050
901 South Media Line Road, Media, PA 19063, USA

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

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！

Rocklin, California, USA

International
 Students

(916) 660-7330 • internationalstudents@sierracollege.edu www.sierracollege.edu/int
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｢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。

コープ教育
アメリカで学位      職業経験を得る+

Cooperative
Education

By ROBBIN BEAUCHAMP
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

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
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
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現在進行中のイノベーション     |     wit.edu     |     Boston, USA

コープ教育：ウェントワースの特長
ウェントワースのコープ教育（co-op）は米国屈指の教育方法です。仕
事の現場での実践的な体験を得ながら賃金が得られるこのプログラム
は、当大学のカリキュラムの一環であり、インターンシップよりはるかに
効果的で実社会で必要となる知識を得るのに役立ちます。尚、ウェント
ワースの学生は、このコープ教育プログラムを2学期間体験することが
必須となります。

大きなチャンスをつかむ留学
ウェントワース工科大学には世界中から集まった学生が在籍しています。学生たちにとって、技術的科目、
専門職に対応した職業経験、実社会で直面する課題に対する現実的な解決策の導き方などを取り入れた
当大学ならではの教育により大きなメリットがあります。

Boston, Massachusetts

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

「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。」
Xujie Zhao, from China, Computer Networking at Wentworth 
Institute of Technology

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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Engineeringthe Future
By Jennifer Privette
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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」2015 - 2016 年版によると、216,932 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。

アルフレッド工科大学では、次世代を担うエンジニアである学
生たちが、機械装置のデザインや設計から解析や設定にいたる
まで、様々な実践的学習体験を通して学んでいます。また、学生
たちは、エンジン、全エネルギーシステム、コンプレッサー、送
風機、制御システムなどを使って授業に取り組んでいます。

アルフレッド工科大学では、授業以外の場で応用的な学習体
験も多々提供しています。例えば、毎年開催されるベーシック ·
ユーティリティ· ビークル（BUV）設計大会など大学対抗で行わ
れる全国レベルの大会に定期的に出場してそのスキルを披露して
います。

全米のカレッジや大学から集まった学生たちがチームとなっ
て、まず、発展途上国で使用できるよう相応の予算内で設計し
たシンプルかつ頑丈な車両 BUV 車を作り上げます。そして、学

生たちは、その車両の車両設計技術や耐久性を評価する検証テ
ストを受けます。

ニューヨーク州立大学機構（SUNY）特別教育教授でありかつ
て工学 · 電気工学部の部長であったエドワード · テザック博士は

「このプロジェクトは、実社会で実際に起こりうる将来学生が直
面するであろう環境への対応、つまり、アルフレッド工科大学の
教育で重点においている課題解決型学習に沿っています」と言っ
ています。

高性能のポンプ装置を作る部門では、他のチームの半分の時
間で完成させたアルフレッド工科大学チームが革新最優秀賞を
受賞しました。

最近の大会ではパデュー大学が優勝を狙う中、アルフレッド工
科大学 BUV チームが 3 大会連続で優勝をしています。さらに、
3 大会連続優勝のみならず、同チームは 2006 年の初参戦後、4
大会連続で 2 位入賞を果たしています。

ニューヨーク出身で機械工学技術を専攻している学生ミッチェ
ル · ロジャーズは「チームのメンバーそれぞれが能力を発揮してや
るべきことをやって大会を終えました」と言っていました。

アルフレッド工科大学機械工学技術プログラムでスキルや知識
を身につけて実践的な体験をすることで、同大学の卒業生はエ
ンジニアリング関連産業分野で機械技術者や専門家として活躍
できるようになります。

Oxbo International Corporation 社人事問題専門家の人事部
長ジェニファー ·C· ギャンジは「アルフレッド工科大学の（卒業生の）
勤労意欲や知識、そして、彼らの能力が有意義な形で当社のエ
ンジニアリング部門に貢献していることに感服させられます」と
語っています。

ニューヨーク州立アルフレッド工科大学 – 機械工学技術プログラム  
Alfred State University  

Jennifer Privette is the editor and assistant publisher of Study in 
the USA magazines and StudyUSA.com.  
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アメリカ留学のためのIELTS
IELTS（International English Language Testing System の略）
IELTSとは？

IELTS（International English Language Testing System）は、留学などで
を目的とした英語を母国語としない者を対象に、英語熟練度を測る英語検定
です。IELTS では、リスニング、リーディング、ライティング、スピーキング全
てのスキルにおいてテストを受けます。
IELTS受験が必要な学生とは？

IELTS には 2 つのバージョンがあります。アカデミック・モジュールは英語で
授業を行う大学や大学院に入学を希望する学生のための試験で、ジェネラル・
トレーニング・モジュールは高校留学をはじめ単位取得なしのプログラムや学
業以外の研修を希望する方々を対象にした試験です。
IELTS受験申込み

http://takeielts.britishcouncil.org/book

TOEFL
TOEFLとは？

TOEFL は、世界中で最も広く認められた英語力を測る試験で、9,000 以上
ものカレッジや大学あるいは機関で取り入れられています。 TOEFL iBT は、大
学レベルの英語の使用レベルや理解力を判定するだけでなく、アカデミック
な場面において、リスニング、リーディング、スピーキング、ライティングにお
けるスキルをどの程度使うことができるかも判断します。
TOEFL受験が必要な学生とは？

同試験の対象者は、大学などの高等教育機関への留学を希望する学生、語
学学校入学やプログラム修了を希望する学生、奨学金受給やサーティフィケー
ト取得を希望する者、現時点での英語力を知りたいと思っている英語学習者、
査証が必要な学生や社会人です。
TOEFL受験申込み

https://www.ets.org/toefl/ibt/register/

SAT
SATとは？

SAT は多肢選択問題とエッセイによって構成されており、これまでに教育機
関で学んだスキルとそのスキルを使う能力を測定します。SAT のスコアは、大
学にとって、大学レベルで使用するアカデミックな内容の文章読解力を学生が
有しているかを判断する基準となります。同試験は 2 つあり、どちらも 3 テス
トずつあります。そのテスト内容には、リーディング、数学、ライティング、語彙、
そして、オプションとしてエッセイがあります。大学によっては、エッセイを必
須としているところもあるため、SAT 受験前に大学に問合せて確認しましょう。

語学学校であろうがコミュニティカレッジあるいは大学であろうが、米国内の教育機関入学の際には、入学要綱にある基
準を満たすために入学願書の一部として試験を受ける必要がある可能性があります。また、修士課程や博士課程を修了す
ることを希望する場合においては、そのような試験を受験することが必須となります。以下はその中でも最も一般的な試
験です。よく読んで詳細を把握しましょう！

ADMISSIONS TESTS By Jennifer Privette

Jennifer Privette is the editor and assistant publisher of Study in the USA 
magazines and StudyUSA.com.  

SAT受験が必要な学生とは？
米国内の 4 年制のカレッジや大学の学士課程に入学を希望する学生は入学

の合否の判断基準となる SAT のスコアを出願書類と一緒に提出する必要があ
る可能性があります。
SAT受験申込み

https://collegereadiness.collegeboard.org/sat/register

GREの一般テストと専門分野テスト
GREとは？

GRE 一般テストは、言語能力テスト、数学能力テスト、批判的・分析的ライティ
ングの 3 セクションで構成されていて、長い間改善され続けているこれらセク
ションは専門知識を必要としませんが、包括的な英語力が重要です。

GRE 専門分野テストは専門教科の知識を測定するテストです。
GRE受験が必要な学生とは？

修士号、MBA、ビジネス分野の特定修士号、博士号取得を目指してさまざ
まな国々にある大学院やビジネススクールへの入学を希望する学生は GRE 一
般テストを受験することになります。

GRE 専門分野テストは、生物学、科学、英文学、数学、物理学、心理学
の 6 分野いずれかにおいて学士号を取得しているか広い知識を有する学生を
対象にしています。
GRE一般テスト受験申込み

https://www.ets.org/gre/revised_general/register/
GRE専門分野テスト受験申込み

https://www.ets.org/gre/subject/register/

GMAT
GMATとは？

GMAT（Graduate Management Admission Test の 略 ） とは、 経 営 学 の
修士号取得を希望する学生を対象に世界中で行われる入学適性テストです。
GMAT は、分析的作文力、総合分析能力、数学力、言語能力の 4 セクション
で構成されています。
GMAT受験が必要な学生とは？

大学院の経営プログラムやビジネスプログラム入学希望者は GMAT を受験
することができます。GMAT は世界中に広がる 5,300 校以上の経営大学院の
合否判断基準試験として導入されています。
GMAT申込み

http://www.mba.com/us/the-gmat-exam/register.aspx

留学生を対象とした
英語能力判断試験
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アメリカ留学にチャレンジする学生を応援します
× 応募方法は簡単   
× エッセイ不要  
× すべての入学希望者にチャンス

奨学金を希望する場合は、アンケートに全問回答し、オンラインで提出してください。
奨学金応募者はStudy in the USA、もしくは現在の顧客の関連会社の社員やその家族(配偶者、
内縁関係者、親、祖父母、子、養子、孫、兄弟)などからの応募は受け付けません。
奨学金は学校に関連する費用であることと、受給者は奨学金の使途についての説明が必要です。
奨学金の総額は一度限りで追加支給はありません。
応募は2018年6月２１日までです。一家族につき1度の応募に限ります。

Study in the USA®では、 
あなたをアメリカ留学と 
いう夢に一歩近づけます。
チャンスをお見逃しなく！

US$1,000奨学金給付

いくつかの簡単な質問に答えて連絡先を記入してください。
当選発表は2018年6月21日です。

応募はこちらまで：
http://www.surveygizmo.com/s3/3613974/StudyUSA-Scholarship



IELTS受験で十分な英語能力があること
を証明してアメリカに留学しよう。

アメリカ国内にある 3,300 以上もの高等教育機関
や（短期学部留学、フルブライド奨学金、学位取得、
修士課程、博士号、MBA などの）プログラムが、
英語能力の証明として IELTS のスコア提出を認めて
います。

アメリカ国内の主要教育機関は、IELTS が学生の
英語の理解力だけでなく読解力や文章力および会
話力を正確にスコアとして反映していることを、認
識しています。IELTS とは：
◦  アメリカ国内の大学上位 25 校から信頼を得てい

る試験
◦  アイビー・リーグ（世界屈指の名門私立大学）全

校に認証されている試験
◦  アメリカ国内の留学生を多く受け入れている大学

上位 50 校のプログラムで採用されている試験
IELTS で満足なスコアを得ることで志望校への留

学につながります。

IELTS とは？
IELTS（International English Language Testing 

System）は、コミュニケーションが英語で行われて
いる国への留学や就職を希望している人々の英語能
力を判定するテストです。英語能力のレベルは、非
ユーザー（バンドスコア 1.0）からエキスパート（バ
ンドスコア 9.0）の 9 点満点のバンドスコアで示さ
れます。

確実な質と公平性
IELTS の公平性、信頼性、高品質規格は世界中の

人々や企業・機関に認められ信用されています。

受験者に対する公平性
IELTS の判定方法は、受験者の国籍や文化背景だ

けでなく性別や特別支援必要の有無にかかわらず、
どの受験者に対しても公平であると認められていま
す。受験者は IELTS について以下のような内容を期
待できます。
◦  リスニング、リーディング、ライティング、スピーキ

ングと４つのスキルにおける有効かつ正確な判定
◦  テストで出題される内容はどの受験者でも回答

できるような一般的なもので、受験者の特定分
野の知識ではなく英語の能力を判定

◦  実践的なコミュニケーション能力の判定に重点
を置いた内容

◦  目的に合わせてアカデミックと非アカデミックの
2 種類に対応

◦  スピーキングのテストは 1 対 1 の面接式
◦  北アメリカやイギリスなど、様々な地域の英語の

基準を認識
◦  テストの質問内容は広範囲に広がる異なる文化

背景をもつ受験者を対象にしており、その内容は
適切で公平であることを保証

明日の成功は、IELTSから

IELTS
Success tomorrow, starts with
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テスト形式
IELTS は 3 時間以内で受験者のリスニング、リー

ディング、ライティングの能力を判定します。
IELTS には 2 種類のモジュールがあります。IELTS

アカデミックと IELTS ジェネラル・トレーニングで
す。リスニングとスピーキングについてはどちらのモ
ジュールも同じですが、リーディングとライティング
に関しては受験するテストのモジュールによって出
題内容が異なります。

IELTS ではどちらのモジュールにおいても、リスニ
ング、リーディング、ライティングの筆記試験は同日
に実施され、各セクションの間に休憩時間はありま
せん。

スピーキングテストは、筆記試験の前後 1 週間以
内に行われます。尚、テスト会場についてはお知ら
せします。

テストの合計所要時間は約 2 時間 45 分です。

IELTS テスト受験対策の方法
IELTS 受験を決断したら、まず集中すべきことは

受験対策をどのようにするかということです。受験
対策は十人十色で、以下はその中でより一般的な準
備方法です。
IELTS 受験対策コース：ブリティッシュ・カウンシル
は英語教育において 75 年以上の経験を有しており、
IELTS の対策コースを提供しているだけでなく、ワー
クショップやセミナー、そして、4 つのスキル分野（リ
スニング、リーディング、ライティング、スピーキング）
を網羅した模擬試験も行っています。お住まいの地
域で提供されているコース詳細については、お近く
のブリティッシュ・カウンシルの英会話スクールにお
問合せください。 
オンラインコース： 役に立つ受験対策やスキルを学
べるだけでなく、IELTS 形式の模擬テストを通して

（リーディング、リスニング、スピーキング、ライティ
ングの）練習をしてスキルや対策を講じたり、必要
となるスコアを獲得できるようスキルアップさせたり

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

テストフォーマット

することができるIELTS 無料大規模オンラインコース
（MOOCS：ムークス）が多く存在します。
教材を利用した自主学習： 書店やインターネットで

（本や CD など）の教材が非常にたくさん販売され
ています。また、過去に出題された試験問題を入手
することもできます。尚、オンラインを利用すれば、
無料で電子書籍や模擬試験、あるいは教材などの
入手も可能です。

IELTSテストで高得点を取得するコツ
テストの形式に慣れること： 何よりもまず、テスト形
式を知ることから始めましょう。受験者用の情報「受
験者への注意事項」を読んでテスト形式に慣れます。
各セクションの所要時間、出題数、ライティングや
スピーキングのテストの採点時に何が求められてい
るのかなど、確認しておきましょう。
模擬試験で練習すること： 模擬試験でスピードアッ
プの練習をしましょう。模擬試験を受けることによっ
て、さらに自信がつき、弱点を見つけることが可能
となります。
英語を毎日使うこと： 友達や家族と一緒に英語て話
しましょう。英語の新聞や雑誌などを読みましょう。
そして、英語で放送されている番組や映画を聴いて
みましょう。そのとき、字幕を同時に読むと英語力
アップにつながります。

アメリカ留学を成功させるコツ

1 
留学先を決める
 ◦ どのような資格取得を目指していますか。

 ◦ どの分野を学びたいですか。

2 
留学に必要となる費用について考えること
 ◦ 滞在費

 ◦ 食事や通学などにかかる生活費
 ◦ 入学金やそのた教育にかかる費用

3 
入学申請を準備すること
英語能力判断テストのスコア、成績証明書、その

た入学申請に必要となる書類が各大学が定める締
切日よりずっと前に手元に届くよう準備します。

4 
アメリカ留学に必要なビザを取得すること
必要となるビザの種類を調べて、ビザ申請に

必要な情報を入手しましょう。

5 
カレッジや大学への入学申請に必要となる
IELTSスコアを取得すること

IELTS テストのスコア取得でアメリカへの留学が認め
られるチャンスが大きくなります。

アメリカ留学に関する詳細なガイドラインをご覧
ください：http://takeielts.britishcouncil.org
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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

» 実生活を通じて行う学習
» 社会貢献活動への参加
» サステナビリティ

北部地区カレッジで 
留学生に対する 
授業料は$18,000以下
- 2017年度U.S. News & World Report誌

アカデミック国際
奨学金あり

手頃な授業料 - トップにランキングされた

雇用率と
学習の
継続率

当校の特長：

上位2%
米国内4年制公立大学

ランキング*

オレゴン州の位置

オレゴン州を選ぶ理由

TOEFL/IELTS
不要

安全で
アットホーム

*アメリカ大学協会

７レベル
に分かれた英語クラス

修士号や博士号を取得している
経験豊富な講師陣

American English Institute

aei.uoregon.edu/learn-english

英語で世界に羽ばたく

アメリカ人学生による
サポート

ワシントン州シアトル イリノイ州シカゴ

オレゴン州ポートランド コロラド州デンバー

オレゴン州ユージーン

カリフォルニア州サンフランシスコ

カリフォルニア州ロサンゼルス

ニューヨーク州ニューヨーク

ワシントンDC

試験
ランキング： 公式マスコット：

ダック

ここから第一歩を踏み出そう

テスト形式
IELTS は 3 時間以内で受験者のリスニング、リー

ディング、ライティングの能力を判定します。
IELTS には 2 種類のモジュールがあります。IELTS

アカデミックと IELTS ジェネラル・トレーニングで
す。リスニングとスピーキングについてはどちらのモ
ジュールも同じですが、リーディングとライティング
に関しては受験するテストのモジュールによって出
題内容が異なります。

IELTS ではどちらのモジュールにおいても、リスニ
ング、リーディング、ライティングの筆記試験は同日
に実施され、各セクションの間に休憩時間はありま
せん。

スピーキングテストは、筆記試験の前後 1 週間以
内に行われます。尚、テスト会場についてはお知ら
せします。

テストの合計所要時間は約 2 時間 45 分です。

IELTS テスト受験対策の方法
IELTS 受験を決断したら、まず集中すべきことは

受験対策をどのようにするかということです。受験
対策は十人十色で、以下はその中でより一般的な準
備方法です。
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は英語教育において 75 年以上の経験を有しており、
IELTS の対策コースを提供しているだけでなく、ワー
クショップやセミナー、そして、4 つのスキル分野（リ
スニング、リーディング、ライティング、スピーキング）
を網羅した模擬試験も行っています。お住まいの地
域で提供されているコース詳細については、お近く
のブリティッシュ・カウンシルの英会話スクールにお
問合せください。 
オンラインコース： 役に立つ受験対策やスキルを学
べるだけでなく、IELTS 形式の模擬テストを通して

（リーディング、リスニング、スピーキング、ライティ
ングの）練習をしてスキルや対策を講じたり、必要
となるスコアを獲得できるようスキルアップさせたり
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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

テストフォーマット
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（MOOCS：ムークス）が多く存在します。
教材を利用した自主学習： 書店やインターネットで

（本や CD など）の教材が非常にたくさん販売され
ています。また、過去に出題された試験問題を入手
することもできます。尚、オンラインを利用すれば、
無料で電子書籍や模擬試験、あるいは教材などの
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テストの形式に慣れること： 何よりもまず、テスト形
式を知ることから始めましょう。受験者用の情報「受
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スピーキングのテストの採点時に何が求められてい
るのかなど、確認しておきましょう。
模擬試験で練習すること： 模擬試験でスピードアッ
プの練習をしましょう。模擬試験を受けることによっ
て、さらに自信がつき、弱点を見つけることが可能
となります。
英語を毎日使うこと： 友達や家族と一緒に英語て話
しましょう。英語の新聞や雑誌などを読みましょう。
そして、英語で放送されている番組や映画を聴いて
みましょう。そのとき、字幕を同時に読むと英語力
アップにつながります。

アメリカ留学を成功させるコツ

1 
留学先を決める
 ◦ どのような資格取得を目指していますか。

 ◦ どの分野を学びたいですか。

2 
留学に必要となる費用について考えること
 ◦ 滞在費

 ◦ 食事や通学などにかかる生活費
 ◦ 入学金やそのた教育にかかる費用

3 
入学申請を準備すること
英語能力判断テストのスコア、成績証明書、その

た入学申請に必要となる書類が各大学が定める締
切日よりずっと前に手元に届くよう準備します。

4 
アメリカ留学に必要なビザを取得すること
必要となるビザの種類を調べて、ビザ申請に

必要な情報を入手しましょう。

5 
カレッジや大学への入学申請に必要となる
IELTSスコアを取得すること

IELTS テストのスコア取得でアメリカへの留学が認め
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ください：http://takeielts.britishcouncil.org
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空の旅、バス旅行、 
ドライブが楽しめます。

ホステル、ホテル、 
（Airbnbなどを利用した） 
貸別荘に滞在したりキャンプ

をしたりできます。in the USA
Travel

アメリカ国内旅行
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多くのアメリカ人にとって、温暖な 6 月、7 月、8 月はバケーションの季節 — ド
ライブして旅行をする絶好のタイミングです。夏の旅行は特に、通常、夏休み中の
大学生に大人気です。夏の間、学生たちは国内の様々な場所を訪れます。留学生に
とっても、夏は旅行にぴったりの季節であり、また、語学学校をはじめカレッジや
大学などを訪れるのにも最適です。

他の地域や国から来た人々にとってアメリカがどれほど大きな国であるかを想像
することはたやすいことではありません。例えば、東海岸のニューヨークから西海
岸のシアトルやロサンゼルスまでドライブすると何日もかかるような国なのです！ア
メリカ国内旅行の魅力は、ヨーロッパや南アメリカの国々がそれぞれそうであるよう
に、地域ごとに独自の地形に覆われ、その雰囲気や文化が様々であるというところ
です。このような多様性があるからこそ、個性ある地域性が見られるのです。休暇
を利用して旅行に出かけ、アメリカを探索しましょう。

Travel Tips
+  常に学生割引きがあるかどうかチェック
する 

+ レビューを読む
+  周囲に気を配り、夜の一人歩きを避ける
など、安全対策を怠らないこと

+  パスポートを準備したらコピーをとって
自宅に保管する

旅行計画のコツ
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IN THE USAWhere to Study STUDYUSA.COM
あなたに 
ぴったりな 
アメリカの大学を 
見つけよう！
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

無料アプリを 
ダウンロードしよう！



Visit us on StudyUSA.comGET IN TOUCH!

#youarewelcomehere

「アメリカ留学のチャンスが 
あるなら、そのチャンスを掴もう！
絶対に後悔しない決断になります。
留学を通して、 忘れることが 

できない体験をして、 忘れられな
い仲間たちに出会うことができ、 
そして、同時に視野が広がります。 
必ず、チャンスはやってきます！」
プリシラ・アヤラ（コスタリカ）
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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

詳しくはホームページをご覧ください： www.lacitycollege.edu
LACC International Student Center: http://intl.lacitycollege.edu
855 N. Vermont Avenue | Los Angeles, CA 90029 | (323) 953-4000 ext. 2470

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



夢中になれることを探したり、自分自身について学んだりすることは
将来の糧となる大切な決断です。自己発見の旅はELSから始めよう。
ELSは、学生が自己を見つめながら目標を掲げて将来の夢を叶えられるようサポートします。目標達成を目指
して、世界の名門大学でアカデミック英語、各種試験対策、一般英語などのプログラムで一流の英語教育を
受けることができます。そして、国際就職戦線に挑むことはもちろん、これまでに可能だと考えていなかった人
脈作りのチャンスを掴むことができます。将来の夢を求め、お互いに学びあい、卒業後もずっと繋がっていられ
る友達を世界中に作りましょう。
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今から始めよう！
ELS.edu/Study2

ELSで
未来への道を
見つけよう
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