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USCインターナショナルアカデミーについて

南カリフォルニア大学 (University of Southern California) は、優れた才能を持つ学生の皆様をお
待ちしています。この他に類を見ないUSCインターナショナルアカデミーを通じて、地理と言語
の垣根を越え、目指す学業を追求し、成功へと大きく踏み出しましょう。USCの改革の力を体
験しながら、あなたの考えをパワフルに表現し、境界を越えて知識を追求し、アメリカでの学
生生活を成功に導く方法を身につけることができます。
USC インターナショナルアカデミーを選ぶ理由

. 専任のアドバイザーチームがアカデミック、
入国管理、学生生活の諸問題をサポート
. キャンパスの全施設を利用可能：図書館、
コンピュータ室、医療センター、ジム、プー
ル、レストラン、カフェテリア
. プログラム修了後に修了証を発行

. USCのキャンパス内で行われる小規模で対
話型のクラスで、高品質な英語教育
. あなたの興味に合わせた選択科目や会話
グループ
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クラスメートと一緒にロサンゼルスを探訪でき
ます！USCインターナショナルアカデミーの学
生として、次のようなロサンゼルスの人気観光
地でのアクティビティに毎週参加できます。
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ハリウッドと名声の歩道
サンタモニカ・ピアおよびビーチ
ロサンゼルス・オートショー
LAライブ/Staplesセンター：LAレイカーズのバ
スケットボールとLAクリッパーズのバスケット
ボール観戦
ロサンゼルス・ドジャーズの野球観戦
ザ・ブロード美術館
ファッション・インスティテュート・ミュージ
アム (FIDM)
講義と講演
ロサンゼルスカウンティー美術館
シリコンビーチ
ウォルト・ディズニー・コンサートホール
映画祭

英語集中プログラム Intensive English Program
南カリフォルニア大学の英語集中プログラムは、個
別の英語教育や文化的活動の提供、年間6回の入学
機会を提供することで、学業やキャリアの向上をサポ
ートします。
英語集中プログラムコースでは初級から上級レベル
まで、あらゆる学生のスキルやニーズに合ったコース
を提供しています。

プログラムの特長

. USCのキャンパス内で熟練の教員が担当する、小
規模な対話型クラス
. 短期集中カリキュラムにより、英語のリーディン
グ、ライティング、リスニング、スピーキングの上達
. 週20時間の授業に加えて、会話グループおよび個
別指導の受講が可能
. 専任のアドバイザーチームがサポート
. 大学（学部）入試ワークショップを開催（TOEFL/
IELTSスコアの代わりに、USCインターナショナル
アカデミーの一定レベルの修了で多数のパート
ナー校に入学可能)
. 試験の準備やスピーチの練習が必要な学生向け
に、1対1のサポートを提供する個人指導センター
を、随時または予約による利用が可能
. TOEFLやIELTSを受験することなく、厳選した大学
へ合格することが可能

成功への跳躍

フォーカス コース
クラスは少人数で、先生は個々に目が届き積極的に授
業に参加できる環境です。学生同士がお互いに協力し
たり、学ぶことを最大限に発揮できます。コースはリー
ディング、ライティング、リスニング、スピーキング、発
音で、全てのUSCの教授陣が指導します。学生はアカ
デミックプログラムを完結するために、フォーカスクラ
スを選択できます。
チュータリング センター
立ち寄り、または予約でご利用いただけます。チュー
タリングセンターは、学生が必要としているテスト対
策や追加でのアシスタントを１対１でサポートします。

大学（学部）入試サポート
米国のカレッジや大学への編入を希望する学生は、専
門的な入試アドバイス、試験準備、英語集中コースとい
う、独自のサポートを受けられます。
SAT準備オプション
レベル5（最低TOEFL iBT 70/IELTS 6に相当）に到達した
大学（学部）入試を目指している学生は、留学生のニー
ズを満たすために特別に設計された、SAT対策コースを
受講できます（別途費用がかかります）。

USCアメリカ国内大学院ランキング
USニュースワールドレポート
1位

USC シネマティックアーツ学部
(NICHEによるランキング)

1位

USCデーヴィススクール 老年学部
(College Choiceによるランキング)

1位

USC ロスキースクール 芸術・デザイン学部
アメリカ国内でデザイン学の最も優れた大学
(NICHEによるランキング)

1位
1位
2位
2位

USCアネンバーグスクールインターナショナルコ
ミュニケーション・メディア学
(QS世界大学ランキング)
USC チャンスクール 作業療法学部

USCケックスクール 医学部 予防医学
(College Factualによるランキング)
USCプライス スクール
公共政策大学院  都市計画学

6位

USC マーシャルスクール ビジネス学部
グローバルサプライチェーン マネージメント
(QS世界大学ランキング)

8位

USC建築学部（NICHEによるランキング）

10位

USCヴィテルビスクール 工学部
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リーディング、ライティング

コースの説明

初級レベル

英語でのリーディングとライティングを総合的に学びま
す。ライティングでは文章レベルから段落レベルまで、ま
た本旨の展開を裏付けるためのディテールの使用方法、
英語を正しく伝えるための文法を身につけることを目指
します。学生が興味を持っているテーマからレベルに合
った文章を選び、語彙と英文読解術をマスターします。

リスニング、スピーキング
初級レベル

英語で聞いたり話したりすることに慣れることを目的と
します。スピーキングではロールプレイ、グループワー
ク、簡単なプレゼンテーション等の日常の交流の中で
学生の自信を養います。コミュニケーション力は話しを
したり聞いたり、工程を説明したり、方向を聞いたり説
明したりする中で身につけます。

中級レベル

中級レベル

上級レベル

上級レベル

3から5段落の文章を書く力、個人的な応答形式の文章
から正式な文章の書き方を習得します。文法・構文はリ
ーディングの文章中から学び、その後のライティングの
宿題で演習します。いろいろな文章を読み、ニュースや
発表された論文から選定されたテキストについての分析
結果をライティングすることで英語力を身につけます。
中級レベルを終える頃には、5段落のエッセイパラダイム
をマスターし、比較対照、因果関係、および説得力のあ
るエッセイを書けるようになります。

自由にリーディングができるように洗練された英語と、
アカデミックレベルで必要とされている客観的にあらゆ
る角度から考察するスキルを身につけます。大学の授業
で求められる基準に慣れるように、説得力のある例証、
高等教育レベルのリーディングに基づいての比較対照の
コンセプト、論文や議論の要約を制限時間内に文章を
書くことを演習します。数ページのエッセイで明確に考
えを伝えることができ、文法の間違えが無く書けるよう
にリサーチスキルや文法を磨きます。

アカデミックで専門的な環境に慣れるようにスピーキ
ングとリスニングの演習をします。アカデミックレベル
での講義やプレゼンテーションの主旨、重要なディテ
ールを把握するスキルを身につけます。スピーキングス
キルは英語を母国語とする人にインタビューをしたり、
内容・構成・声・身振りや文法に気をつけながらプレゼ
ンテーションすることで身につけます。文法・構文は英
語を実際に話す中で演習します。

リスニングとスピーキングは、対人コミュニケーション
力を用い、アメリカの大学レベルで通用するような明確
に根拠のある意見やフィードバックを述べ、意見の違い
を適切に精査したり軽減することを身につけることを目
的とします。また有益なディベートやプレゼンテーショ
ンを行うために、学んだ討論のスキルや情報源の利用
のガイドラインに沿って、リサーチ、計画、立案ができ
るように演習します。

選択科目コース

選択科目では、特定の関心分野を集中的に学びます。各学期に1つの選択科目を選ぶことができます。
選択コースの例：
. TOEFL iBT対策

. 語彙

. ビジネスコミュニケーション

. 時事

. IELTS対策

. ジャーナリズム
. 発音
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. 映画と英語
. ロサンゼルスでの生活

プログラム日程、授業料、出願に関する情報

プログラム日程および費用
英語集中講座（14週間）
学費：$6,200

大学諸経費：$950
•

2021 年 9 月 02 日 – 2021 年 12 月 10 日

申請方法

1. オンラインで願書の提出をしてください：
international.usc.edu/intensive-english-admissions
2. 必要書類をご準備ください。
. 財務証明書
. パスポート

夏季英語集中講座（7週間）

3. 願書申請料$175をお支払いください。

大学諸経費：$475

入学必須条件

学費：$3,100
•

2021 年 6 月 28 日 – 2021 年 8 月 13 日

英語集中プログラム集中講座（21週間）
学費：$9,300

大学諸経費：$1,535
•

2021 年 10 月 21 日 – 2022 年 4 月 20 日

* 約3週間の冬期休暇あり。

料金

学費の内訳：授業料と学術的アドバイス

大学の必要諸経費に含まれるもの：教科書と資料、健
康保険、キャンパス内施設へのアクセス（学生向けヘル
スセンター、会員制ジム、図書館など）、空港からの移
動（出迎え/到着時のみ）、必要に応じて書類の郵送

. 入学時に17歳以上であること

. F -1学生ビザを取得すること（ビザ申請に必要な書
類は、本プログラムの申請受理後に、当校が発行し
ます）

ノーベル賞受賞者6名
学部数4,600+

学生と学部の多様性2位
*費用やプログラム日程は予告無く変更する場合があります。最新の
情報はインターナショナルアカデミーのウェブサイト (international.
usc.edu) にてご確認ください。
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アカデミック リソース

カンバセーション グループ

図書館とコンピューターラボ

１対１チュータリング

インターナショナル ティータイム                       

毎週、学生はカンバセーショングループに申し込みをし
て参加することができます。カジュアルな環境でUSCの
学生と英語スキルを磨く良い機会です。会話のトピッ
クスは、アメリカの文化、大学生活、時事、その他関心
があることです。

インターナショナルアカデミでは、全ての学生に１対
１チュータリングと共通テスト準備チュータリングを
提供しています。チュータリングを受けている間、学
生は熟練の先生から宿題とその他の英語を学ぶアク
ティビティーを通じて学びます。学生はチューターか
ら、IELTS、TOEFL、GREやGMATの対策、エッセイの要
約、語彙、履歴書などのサポートが受けられます。
“USCとインターナショナルアカデミー
のお蔭で、良いスピーカー、コミュニケー
ター、リスナーになることができました。さ
まざまな方面から啓発を得られるので、専
攻分野のエキスパートになるばかりでな
く、リーダーになる資質を伸ばせます。”

- シェルトン・シー 江蘇省 蘇州市
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USC図書館は、学生のアカデミックゴールの達成をサポ
ートするため最新鋭の学ぶ環境を提供しています。豊富
な蔵書と電子コレクションからサービスやテクノロジー
を備え、図書館とコンピューターセンターは学生個人や
グループスタディーをサポートします。

USCでの経験を共有するため、留学生に心を癒す会話と
サポートグループを提供しています。戸惑い、困難なこ
と、楽しいことなど何でも話をする良い機会です。テーマ
は主にコミュニケーション、人間関係、ホームシック、ア
イデンティティ、USCへの順応です。

“インターナショナルアカデミーは、修
士課程への編入を助けてくれた集中プロ
グラムです。英語のライティング、リーデ
ィング、そして最も重要なスピーキングを
徹底して学ぶことができます。アメリカの
大学で学生たちと交流を図る自信を築く
ことができました。”
-ジェフリー・チョウ 台湾 台北

ユニバーシティパーク キャンパスマップ
ビレッジ グレート ローン

USC
ビレッジ

エンゲマン 学生
ヘルスセンター

ライオンセンター
デデュー フィールド

地図解説

アカデミック

マカリスター

サッカーフィールド

図書館

リクレーション施設
フィットネス

へキューバ像

ビレッジ フィットネスセンター

マッケイ センターフィールド

ユニバーシティ

クロムウェル フィールド

パークキャンパス

USC

リービー ライブラリー

メトロ
ジェファーソン/USC

ボバード講堂

USCブックストア

トミートロー
ジャン像
ロナルド チューター
キャンパスセンター

メトロ
エキスポ/バーモント

インターナショナル
アカデミー

マッカーシー中庭

ドヒーニー ライブラリー

メトロ
エキスポパーク/USC

6

USC International Academy
University of Southern California
3415 South Figueroa Street
Los Angeles, California 90089-0875
Tel: +1 213 740 0080
info-international@usc.edu
international.usc.edu

USC International Academy
Asia Admissions Office
（アジア入学事務局）

Room 601, Beijing Jingguang Center
Office Building,
Hujialou, Chaoyang District,
Beijing, China
Tel: +86 10 5994 4925
info-international@usc.edu
usc.cn
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