国際関係学 – 英語集中講座

20年以上にわたり、ミッションカレッジの国際関係学部 (IIS) は、留学
生が英語能力を上達させ、それぞれの教育的、職業的および個人的な目
標を達成するのに必要な学術スキルを磨く支援をしてきました。

IIS プログラムの概要：

•• 年5回の入学時期 (1月、3月、5月、8月および10月)
•• 8週間または16週間のセッション、10週間の夏期セッション
•• 週20時間の授業であらゆる領域のスキルを指導
•• 週9時間は最先端の語学ラボで学習
•• 経験豊富で他文化に対応でき、献身的で受賞歴のある教師陣
•• 集
 中プログラムと学位プログラム双方への入学が可能なので、学生は言語に関する
入学基準を満たした後、
カレッジの勉強に着手できるという安心感が得られます
•• ミ
 ッションカレッジでIISの上級クラスを修了した学生には、
ミッションカレッジの学
部プログラムにTOEFLスコアなしで入学できるオプションがあります
•• クラスの人数が少ないので、教員による個別の配慮が可能です
•• あらゆる入学手続き、助言提供や相談などの包括的なサービスを提供するオフィス
•• 異文化活動や遠足、
クラブなどのアクティビティ
•• 入国および編入手続きの支援
•• IISの卒業生の大多数は有数の大学への編入に成功しています

入学時期と締め切り日については以下を参照してください：
IIS.MISSIONCOLLEGE.EDU
Larissa Cabral Nery Avila | ブラジル
専攻: 集中英語プログラム

「私はミッションカレッジで素晴らしい経験をしました。
私はブラジルで弁護士をしていますが、私の目標は、母国
でのキャリアを発展させるのに役立つように、しっかりし
た英語能力を身につけることでした。ミッションカレッジ
は私が求めていたことを実現させてくれました。」

編入先の大学
CSUシステムのキャンパス:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chico
East Bay
Fresno
Fullerton
Humboldt
Long Beach
Monterey Bay
Cal-Poly Pomona
Sacramento State
San Diego
San Francisco State
San Jose State
Cal-Poly San Luis Obispo

• Sonoma State

UCシステムのキャンパス:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Berkeley
Davis
Irvine
Los Angeles
Merced
Riverside
San Diego
Santa Barbara
Santa Cruz

私立または州外の大学:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

University of Hawaii
University of Iowa
Santa Clara University
University of Minnesota
University of Memphis
Mills College
Notre Dame de Namur
Sierra Nevada College
University of Nevada
Columbia University

留学生の成功事例
Hao Pham は、米国で学位を取得するとい

入学金
医療保険料
学費 8週間
学費 10週間（夏期）
学費 16週間
教材費

*費用は変更される可能性があります

$100
$120/月
$2,600
$3,000
$4,600
$200

う夢を実現させるために2011年の夏にミ
ッションカレッジに入学しました。ベトナ
ムの高校教師の息子である彼は、いつも物理学者になりたい
と考えていました。ハオはミッションカレッジで4段階ある
学習内容をすべて履修しました。

#1 集中ESL

ミッションカレッジでは、英語能力を
高め、学術スキルを向上させる必要が
ある留学生を対象に、高質かつ集中的
な英語指導を提供しています。

UC Berkeley
Berkeley

彼は半年を
かけてIISで
英語能力を
磨きました。

University of
San Francisco

#2 MCの学位

ベイエリ
アの人気
目的地
CSU East Bay

留学生センターはF-1ビザ保持者の学
生に、海外からの入学手続き、相談お
よび入国に関する助言提供を含む包括
的なサービスを提供しています。本校
の多様なキャンパスでは準学士号カリ
キュラムの他、編入先に移行可能なコ
ースやプログラム、キャリア向けおよ
び基礎スキルのコースやプログラムを
提供しています。

#3 編入

ミッションカレッジは、4年制カレッ
ジや大学に編入するための様々なサー
ビスやリソースを提供しています。専
攻の選択を支援するほか、出願書の記
入や選考手続きの支援も提供します。

Stanford
University

Mission College

UC Santa
Cruz

San Jose State University
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連絡先情報：
メール: iis@missioncollege.edu | 電話: +1 (408) 855-5110
留学生センター
3000 Mission College Blvd, Santa Clara, CA 95054, USA

ミッションカレ
ッジで67単位
を履修したハオ
は、優等学位を取得し
て卒業後、
カリフォル
ニア大学バークレー校
に編入しました。

#4 OPT
オプションの職業訓練 (OPT) はF-1
ビザを保持する学生の専攻に直接関係
する分野での一時的な雇用です。有資
格の学生は、卒業前後の期間に、12
ヶ月間のOPTの就労許可を申請する
ことができます。OPTは、有意義な
職業経験を積むことができる素晴らし
い機会です。

ハオはUCバークレー
校で物理学専攻の学士
号を取得し、卒業しま
した。

彼はUCバ
ークレー校
で2015年の夏から
2016年の春にかけ
て物理・物質科学研
究室の研究助手を務
めました。

スタッフと教員が話せる言語：広東語、中国語、フランス語、
ヒンディー語、イタリア語、日本語、韓国語、ポーランド語、
ロシア語、スペイン語、タミール語、ベトナム語

オンライン出願: iis.missioncolllege.edu

彼は2016年秋現在、
サクラメント州立
大学で電子・電気工学の修士号に向けて
勉強しています。

