潜在力を
発 揮して
成功へ
大きく跳 躍
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一流の教育で、パワフルに前進

世界に誇るエンターテイメント、テクノロジー、
国際貿易の中心にある南カリフォルニア大学は、
教育、科学、芸術のイノベーションを着実に生
み出す、トップランクの私立研究大学として、世
界中から認められています。USC では、新たな
視点に出会い、様々な文化に触れ、あらゆる分
野に大きな影響を与える研究者や専門家と共同
研究をする機会を提供しています。
トップ 15 にランクされた大学

アメリカ国内の大学を対象とした『Wall Street Journal/
Times Higher Education』 の 調 査 で、USC は 全 米 1000
以上の大学内で 15 位、西海岸地区の 150 の大学内で
は 3 位にランクされています。多様性に関する項目では、
私立大学内で 2 位にランクされています。

著名な教授陣、画期的な研究

USC の教授陣は、我々の社会が直面している最重要課題

に対応する画期的な研究を行っています。研究結果は、
ノーベル賞、全米芸術勲章、全米人文科学勲章、全米
科学勲章、全米技術勲章、マッカーサー賞を受賞し、教
授陣は全米科学アカデミー、全米技術アカデミー、全米
医学研究所の会員になっています。
USC には連邦政府からの資金援助で設立された研究機関

が多くあり、研究者はそこで研究を進めています。下記研
究結果は USC の研究機関で発見されたものの一部です。

• HIV と A 型インフルエンザの抗ウイルス薬
• 世界で使われているドメイン・ネーム・システム（DNS）とイ
ンターネットプロトコル
• 脅威の認識と位置特定のスマートセンサー
• 大量虐殺生存者の供述の保存
• 失明者の視力を回復する人工器官

• 科学反応の研究で現在必須なコンピュータ・シミュレーショ
ンの基本原理
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USC の概要

1880
設立

ロ サンゼルス

19,000

所在地

学部生の在籍数

25,000

10,000+

9:1

大学院生 / 研究課程生の
在籍数

留学生の在籍数

学生と教員の比率

375,000+

300+

世界の USC 同窓生数

研究分野

44 億ドル
年間予算

USC は、すべての学生が世界最高の教員からの直接指導の恩恵を受けら
れるよう、親密な環境の提供を特徴としています。21 世紀の世界経済で成

功を収めるための準備となる学術プログラム、価値あるインターンシップと
キャリアサービス、そして素晴らしい学生生活のための寮を完備しています。

世界に与える影響

• 長年にわたり多数の留学生の受け入れ

• 世界中に生涯にわたる 37 万 5 千人を超える同窓生のネットワ
ークで、戦略的な職業関係の構築に寄与
• 環太平洋大学協会の設立者の一員

インターナショナルオフィスが、北京、香港、メキシコシティー、
• ムンバイ、サンパウロ、ソウル、上海、台北にあり、入学案内、
協定校、交換留学のサポートを行っている

• 世界に広がる 75 以上の同窓会組織：主な所在地はバンコク、
北京、ドバイ、香港、イスタンブール、ジャカルタ、メキシコ
シティー、パリ、広州・香港・マカオエリア、サウジアラビア、
サンパウロ、ソウル、上海、台北、東京など

トロージャンネットワーク

37 万 5 千人を超える USC 卒業生は、世界規模の同窓会

コミュニティを築いています。卒業後は、世界のビジネス
界のリーダー、政府高官、ハリウッドの名士、オリンピッ
クのゴールドメダリストと共に、世界の将来を担うトロー
ジャンファミリーの一員となります。
「卒業したその日から、 USC 同窓会はあなたをサポート
します。そして、言い換えれば、あなたも卒業生として、
他の卒業生をサポートすることを期待されています。
」
– ハ ーヴィ・マッケイ、ベストセラー『Dig Your
Well Before You’re Thirsty』の著者

トップランクの学部プログラム

USC のさまざまな 学 部プ ロ グラム は 毎 年、 その 分 野

の最 上 位または 上 位にランクされています。詳 細 は、
academics.usc.edu でご確認ください。
文理学

工学

建築学

法律

ビジネス

音楽

会計学
芸術・デザイン
映画

コミュニケーション・ジャーナリズム
ダンス
歯学
演劇
教育

ジェロントロジー学

医学
作業療法
薬学

理学療法
専門分野
公共政策

ソーシャルワーク
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トップクラスの教育、個別の準備に対応

南カリフォルニア大学は世界トップレベルの私
立の研究大学で、アメリカ国内でも最も多様で
優秀な学生と教員が集うことで知られています。
また USC は、長期にわたり多くの留学生を受け
入れ、環太平洋大学協会の創立者の一員とし
て、今日の世界が抱える懸案を、明日を切り開
く研究課題として取り組んでいます。
このアプローチの延長線として、本校は優れた才能を持
つ学生の皆様をお待ちしております。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、地理的お
よび言語的障壁を越え、教育目的を追求し、成功へと大
きく踏み出しましょう。本校では、3 つのプログラムをご用
意しており、すべてのクラスを USC 教員が担当し、大学入
試のエキスパートがサポートいたします。

プレマスタープログラム では、留学生が必要な英語力を
習得します。GRE や GMAT を受験する前に、条件付きで
USC の大学院への入学許可を得ることができるプログラム

です。

マスター準備プログラム では、TOEFL/IELTS や GRE/GMAT
で最高の結果を達成し、一流の大学院プログラムに合格
して良い成績を収めたいという熱意ある学生を、専任の
USC 入学スタッフがサポートいたします。

英語集中プログラム では、学業やキャリアの向上のた
めの個別の英語教育を提供しています。年間を通じて、
6 回の入学日を設けています。米国で学士号の取得を希
望する学生は、大学やカレッジの入学ワークショップや
SAT 準備コースを受講できます。

アメリカ国内のトップスクールで、このようなプログラムを
提供している大学は他にありません。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。

サルタナット・ケリンバエヤ

USC プライス校公共政策学部
学位プログラム：国際公共政策・経営学修士号
出身：カザフスタン

サルタナット・ケリンバエヤは、彼女の故郷カザフスタンでの
公共サービス職務に役立つスキルを身につけるため、USC
プライス校公共政策学部を卒業しました。現在は首都アスタ
ナで、カザフスタンと米国間の外交を推進しています。

ケリンバエヤは、プライス校の国際公共政策マネジメント修
士号のグローバルな名声と影響力を高く評価しています。ま
た彼女は、インターナショナルアカデミーで体験した多様性が
「まるで家族のようだった」と述べています。彼女は学生生
活のあらゆる側面に深く関わり、サンクスギビングには、USC
学長の C. L. マックス・ニキアスの家にゲストとして招かれま
した。学長は留学生がアメリカの休日に行く場所がないかも
しれないと考え、自宅を開放しています。
ケリンバイエヤはアカデミーと USC について、自宅への招待
は本当に私たちを気にかけてくれていると実感できた。」と
語ります。教員たちは、「アメリカの文化と人生についての
深い理解」を与え、学生を自宅にいるような気持ちで「アメ
リカをもっとよく知る」ことができるよう支援する、「素晴らし
い人々」でした。

彼女はロサンゼルスというUSC の立地も気に入っていました。
彼女は外交のキャリアを進める中で、いつか領事館を開き
たいと望んでいます。

ケリンバイエヤは、故郷を代表して出張する度にどこへ行って
も、USC で培った繋がりを感じることができると言います。
「人々
が USC を作っています」と彼女は語ります。「世界をより良い
ものにしたいと願う、実に多くの創造的で多様性ある知的な
人々に出会えました。
」

「USC が提 供する学 業と学 生 生 活 に関するすべての 機 会を利 用するよう、
（インターナショナルアカデミーと修士課程の学生に）お薦めします。かけがえ
のない経験となるでしょう。 USC は、ロサンゼルス内の 1 つの都市のようです。
本当に大きく多様性に富んでいます。」

「私の人生で最高の一年半でした。 USC は才能ある学生や
教員が集う、素晴らしいコミュニティです。人々は友好的
で親切で、誰もが手を差し伸べてくれます。」

ハマウド・アライアニ

USC ヴィテルビ校工学部
学位プログラム：電気工学修士号
出身：サウジアラビア

電気技術者ハマウド・アライアニは、以前はカリフォルニア北
部で働いていましたが、国に戻りキャリアを進めることを熱望
していました。彼の友人数人がすでに USC に在籍しており、
ここで修士号を取得すると将来のためになると助言したこと
がきっかけでした。

彼は、インターナショナルアカデミーのプレマスタープログラム
の経験を存分に楽しみ、世界中の学生と出会ったといいます。
「学術的なライティング方法など、講師から多くのことを学び
ました」
、と彼は語ります。また、ヴィテルビ校の教授が「専
門分野に非常に熟練している」ことにも気付きました。
アライアニはさらに、キャンパスでサッカーなどのスポーツをし
て、多くの友達を作りました。彼らの多くはサウジアラビア出
身だったので、帰国後のイベントについて話したり、お互い
にアドバイスしあうことができました。
「それはコミュニティのよ
うなものでした」と当時の交友関係について語り、彼は今で
も同窓生と連絡を取り合っています。

彼は間もなくサウジアラビアに戻り、政府の研究者として仕
事をすることがすでに決まっています。彼は USC で得たスキ
ルを、特にお気に入りのクラスであるコンピュータ組織アーキ
テクチャから学んだスキルを、応用することを楽しみにしてい
ます。「教授は厳しく完全主義でした」
、とアライアニは振り返
ります。「しかし現場で最も大切なことを教えてくれました。」

故郷に帰るのを嬉しく思う一方で、アライアニは USC での「す
べてのこと」が懐かしくなるだろうと言います。インターナシ
ョナルアカデミーと USC への出願を考えている人への、彼の
一言です。
「是非やってみてください。最高の機会ですから。」
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プレマスタープログラム

あなたの英語力、学力、テストスコアを伸ばし、USC の優れた修士課程プログラムに入学しましょう。
そして、将来の成功の基盤を築きましょう。
必要な英語力の取得前、または GRE や GMAT の受験前
に入学の申請可能。

USC インターナショナルアカデミーのプレマスタープログラ
ムでは、充分な英語レベルに達していない、または GRE/
GMAT 試験をまだ受けていない場合でも、優秀な留学生は、
プレマスタープログラムを修了し必要な GRE/GMAT のスコ
アを取得すれば、USC の大学院プログラムに入学すること
ができます。

世 界レベル の 試 験 対 策 により、 目 標とする GRE/GMAT
スコアを達成。

実績ある教授法と優秀な講師による、GRE/GMAT 試験対
策集中コースでは、効率的な試験攻略や演習といったあ
らゆるカテゴリについての徹底講義を行い、希望する学位
に必要なスコア達成をサポートします。また、GRE/GMAT
のテスト費用 1 回分が無料となります。

合格した大学院プログラムから学術的アドバイスがも
らえる。
USC のアドバイザーは、目標設定や研究上の目標が実現

するよう学生をサポートします。早い段階からアドバイザ
ーとの関係を築くことで、大学院での学位取得課程で実力
をより発揮することができます。
USC でそして卒業後に成功するためのスキルを習得。

プレマスターコースでは、アメリカの学風、大学で期待さ
れるパフォーマンス、学術書の読解と批判的評価、効果的
なコミュニケーションの仕方を身につけることで、スムーズ
に大学院に移行できるようになります。
プログラムは 2 つのパートに分かれていています。包括的
かつ焦点を絞ったカリキュラムで、専攻や職業における目
標達成に必要な知識を身につけます。

USC 大学院入学への道のり
□ オンライン願書に記入

□ 必要書類をアップロードして提出
□ 申請料の支払い

□ 英語テストスコアを提出
いつでも願書を提出が可能

合否判定には 6 ～ 8 週間かかります。

> 合格の場合は、入学手続きをしてください。

> 不合格の場合は、マスター準備プログラムをご検討ください。
プレマスタープログラム

英語レベルによっては、1 または 2 セメスターの間、プレマスタープログラムで学
びます。英語のレベルが基準に達していない場合は、プレマスタープログラムに
て更に数セメスターの履修が必要になることがあります。

大学院プログラム
プレマスタープログラムで入学に必要な条件を
満たした留学生は、100 以上のトップランクの
USC 大学院プログラムに進むことができます。
大学院プログラムには多岐にわたる分野があ
り、ビジネス、工学、コンピュータサイエンス、
医学、建築などを学ぶことができます。一覧は、
international.usc.edu でご確認ください。

「インターナショナルアカデミーは、私の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

USC 薬学部
学位プログラム：医薬品開発管理学修士号
出身：台湾、台北

すでに薬剤師として台湾の首都で働いていたジェフリー・チ
ョウは、米国へ移住し、評価の高い USC 薬学部で科学修士
号を取得することで、次のステップを踏み出したいと考えまし
た。インターナショナルアカデミーが彼の計画を支えました。
彼は今では、大手医療機器企業に入社するという目標を達
成しています。
チョウは現在、がんやその他の病状を検出し治療する分子イ
メージング装置の大手メーカーである、イントラメディカル イ
メージングの品質保証スペシャリストとして働いています。彼
は USC の優れた機会提供サービスの 1 つである、インターン
シップを通じて同社で働き始めました。

「USC は人々を結び付けるため、非常に多くの就職ネットワー
キングイベントを開催しています」と、チョウは語ります。「こ
れは私が学校から受けた就職支援の一つの例です。」彼は
また、大学の履歴書作成ワークショップや模擬面接試験を活
用しました。

チョウが自身のスキルを磨くために利用したその他の機会と
して、教授の助手として働いたこと、および USC 規制科学
国際センターが提供する夏期交換プログラムのコーディネータ
ーとして活動したことが挙げられます。その中で、彼は中国、
台湾、韓国からの約 30 人の学生と、彼の体験を共有するこ
とができました。

チョウのキャリアの道のりは今後も続いていきます。そして彼
は、最終的には台湾の製薬業界を発展させるため、同国
に戻る予定です。しかし、自身の行き先がどこであろうとも、
彼は USC が常に側に寄り添っているかのように感じています。
「私は USC 同窓生の一員であることを誇りに思います。卒
業生として訪問しようと思っています。」
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プレマスタープログラム
どのような学生向けですか？

プレマスタープログラムは下記のような留学生向けです。
□ USC で大学院に進みたい

□ 大学院の入学に必要な学歴がある

□ USC 大学院への入学基準に必要な TOEFL, IELTS, GRE,
GMAT のスコアを有してしていない

どのような勉強をしますか？
• GRE/GMAT の試験対策

• 大学院レベルのライティング

• 大学院レベルのリスニングとスピーキング
• 大学院レベルのコミュニケーションスキル

• 大学院レベルのリーディングと語彙の構築
• 大学院プログラムで必要な研究の方法

プレマスタープログラムへの入学要件は？

□ 文部科学省が認定する大学からの学士号、かつその
学士号が米国の 4 年制学士号と同等であること。
□ 中上級レベルの英語力 *（TOEFL iBT 65/IELTS 5.5）

* 最
 低条件を満たしている場合でも、USC 学位プログラムへの
入学は保証いたしかねます。

USC 大学院に入学する条件は？

□ 全体で「B」平均以上の成績を、
コアコースで「B」以下、
フォーカススキルコースで「C」以下の成績を取らな
いこと。
□ GRE/GMAT 試 験 対 策 コ ース を 修 了 し、 希 望 の 大
学院プログラムが必要としているスコアを取得してい
ること。

主な卒業生
ニール・アームストロング， 宇宙飛
行士で、人類史上最初に月を歩行

ミン・ シ ー， コ ジェント 社 の 設 立
者、CEO

ラ ン ガ ス ワ ミ ー・ ス リ ニ バ サ ン，
レーシック眼角膜手術の開発者

チョウ・ ヤン ホ， 大 韓 航 空 の 会 長
兼 CEO

カン・ヨンフン，大韓民国の前首相

アンドリュー・ヴィテルビ，クアルコ
ムの創立者およびヴィテルビアルゴリ
ズムの発明者

ワンダ・オースティン，アエロスペー
ス社の前社長兼 CEO
フウ・シェンユ，シノペック社の会長

フランク・ゲーリー，ピューリツァー
賞建築部門受賞、ディズニーコンサー
トホールのデザインも手がけた

バーロン・ヒルトン，ヒルトンホテル
チェーンの元会長、社長兼 CEO

ハ イファ・ レ ダ・ ジャマララ イル，
サウジアラビアのエッファト女子大学
の学長

レイ・R・イラニ， オキシデンタル石
油の前会長兼 CEO

ジェラルディン・ナッズ，ロサンゼル
ス港の前事務局長

ジョージ・ルーカス，スターウォーズ
やインディ・ジョーズの映画プロデュ
ーサー、監督、クリエーター

ケビン・ツジハラ，ワーナーブラザー
ズエンターテイメントの CEO

ウィリアム・ワン，ヴィジオの創立者、
会長兼 CEO
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マスター準備プログラム

世界に通用する試験対策、あなたの研究分野に合わせたアカデミックな英語講座、USC 入試アドバ
イザーの卓越したサポート。マスター準備プログラムが、アメリカ国内のご希望の大学院への出願を
強力にサポートします。
目標の TOEFL/IELTS および GMAT/GRE のスコアを達成

実績ある教授法と優秀な講師による集中試験対策コース
では、効率的な試験攻略や演習といったあらゆるカテゴリ
についての徹底講義を行い、希望する大学院入学に必要
なコア達成をサポートします。また、TOEFL/IELTS および
GRE/GMAT のテスト費用 1 回分が無料となります。
USC アドバイザーのサポートで大学院への出願準備

USC の入試アドバイザーが、学生の目標や研究したい分野

USC インターナショナルアカデミーのパートナー校との面談

情報交換セッションに出席して、USC や他の米国大学の大
学院入試スタッフと面談しましょう。面談とワークショップ
は、セメスター毎に開催されます。特定の入学要件につい
て学び、担当者から直接個別の質問に回答してもらえます。
数多くのパートナー校が、マスター準備プログラムの修了
を TOEFL スコアに代わる要件レベルとして認めています。

が実現するようサポートします。また試験対策、スケジュ
ール管理、志望動機書、エッセイ、面接などの対策も万
全です。
どのような学生向けですか？

マスター準備プログラムは下記のような留学生向けです。
□ アメリカで大学院に進学したい

□ TOEFL、IELTS、GRE、GMAT をまだ受験していない（ま
たは希望大学の入学基準のスコアに達していない）

どのような勉強をしますか？

プレマスタープログラムと同じカリキュラム（7 ペー
ジを参 照） に加え、TOEFL や IELTS の試 験 対 策 を履
修します。

マスター準備プログラムへ入学するには？*

□ 文部科学省が認定する大学からの学士号、かつその
学士号が米国の 4 年制学士号と同等であること。
□ 中上級レベルの英語力 **（TOEFL iBT 61/IELTS 5.5）

* 最
 低条件を満たしている場合でも、修士課程プログラムへの
入学は保証いたしかねます。

** 英 語力が足りない場合は、マスター準備プログラムの開始
前に英語集中プログラムを履修することができます。詳細はウ
ェブサイトをご覧ください。

ダソム・ユ

USC レオナードデイビス校老年学部
学位プログラム：高齢化サービス管理学修士号
出身：韓国、京畿道

どの韓国の大学でもジェロントロジー学部がなかったためは、
ダソム・ユは必要な知識を構築するため USC を最終目標に
しました。

「USC は、韓国で有名です」と彼女は言います。インターナ
ショナルアカデミーの支援により、すぐに彼女は環境に馴染
むことができました。さまざまな国や文化の学生と末永い友
情を築き、さらにアカデミーのスキル構築プログラムも利用し
ました。「私は修士号取得のために多くの研究論文を書か
なければなりませんでした」と彼女は言います。「インター
ナショナルアカデミーで、論文の作成方法とプレゼンテーショ
ンの仕方を学び、準備することができました。」

その準備 はもとより懸命に勤勉と努力を重ねて、ユは平
均 4.0 の成績で USC を卒業しました。彼女はまた、「寛大
で温かく、常に学業向上に進んで手を貸してくれる」として、
デイビス校老年学部の教員の功績を称えます。

さらに彼女は、USC マーシャル スクールビジネス学部のコー
スを受講して、起業家としての能力も身につけました。「教
授は私に的確に助言をして、クラスに参加させてくれまし
た。」と彼女は語ります。

彼女は故郷に戻り身につけたスキルを応用して、マッサージ
チェアの設計と製造という家業を強化していく予定です。彼
女はまた、同社の高齢の顧客に見られる、孤独の問題に対
処したいと考えています。彼女は「高齢化における技術革新」
のコースから主にインスピレーションを得て、高齢者同士を
つなぐソーシャルアプリを開発したいと思っています。

ユは USC デイビス校老年学部と USC インターナショナルアカ
デミーのおかげで、全ての目標を達成できるだろうと述べて
います。

「USC には多文化性、国際性、そして競争力があります。ここに来る
のは難しいかもしれませんが、それは障壁ではありません。その
困難な瞬間から、私たちは貴重なものを学ぶことができます。」

「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

USC マーシャル校 ビジネス学部
学位プログラム：グローバルサプライチェーン マネー
ジメント修士号
出身：中国、蘇州

シェルトン・シにとって、海外留学は珍しいことではありませ
ん。東京に 1 年間滞在し、学士号を日本語で取得しています。
彼は 3 つの言語に精通しており、英語力を磨く場所としてイ
ンターナショナルアカデミーを選びました。
シは USC について、「選択し得る最高の学校」と両親の友
人から聞かされていました。インターナショナルアカデミーに
通った後、USC のグローバ ルサプライチェーンマネージメ
ントの 修 士 課 程 へと進 みました。 同 課 程 は、 マーシャル
校ビジネス学 部とヴィテルビ 校 工 学 部 が 共 同 で 提 供し
ています。

サプライチェーンマネージメント職は、特にアジア全体の市
場が拡大し続ける中、国際的な商取引を成功させるために
不可欠です。また、世界各地の指導者を集めて毎年開催さ
れる、「グローバルサプライチェーン・エクセレンスサミット」
といった USC のイベントにも、シは積極的に学習の場を求め
ていきました。

「ソーシャルネットワークを拡大し、職を得て、新しい機会を
開くことができます。」と、シは語ります。「USC は、それらの
ドアを開けるのを助けてくれました。」

彼が USC で獲得した技能と育んだつながりに加えて、社交
ダンスという新しい趣味を見つけることもできました。シは
USC の社交ダンスチームに加わり、競技にも参加しています。

彼は現在、米国における国際商取引の主要な玄関口である
ロサンゼルス港で、サプライチェーン担当者として働いていま
す。しかし彼は、いまでもキャンパスに戻りチームメイトとダン
スを練習し、新しい動きを学んでいます。

「USC には実 に多くの機会 があります。」と彼 は述 べます。
「できるだけ多くトライしてみてください。」
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英語集中プログラム

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。
個人のニーズに合わせた小規模で対話型のクラス

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ゴールに合ったプログラムを提
供しています。クラスのサイズは小規模に保たれ、対話型
の指導で一人一人に目が届くようになっています。またク
ラスメートとのグループワークなど、多方面から学ぶこと
ができます。
毎週 20 時間のクラスに出席して、リーディング、ライテ
ィング、リスニング、スピーキング、および発音を集中的
に学んでいきます。個人指導および会話グループも利用で
きます。
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
学生は、USC インターナショナルアカデミー生のニーズを
満たすために特別に設計された、SAT 準備コースを受講で
きます（学費別）。

どのような学生向けですか？

英語集中プログラムは下記のような留学生と社会人向
けです。
□ 英語力を伸ばしたい

□ 入学日程を選びたい

□ インターナショナルアカデミーの留学準備プログラム
に入学したい、または特定目的のために英語力を伸
ばしたい

アンダーグラデュエイト入試ワークショップ

米国の大学やカレッジへの編入を希望する学生は、USC ア
ドバイザーや USC インターナショナルアカデミーのパート
ナー校により行われる大学入試ワークショップに参加する
ことができます。一部のパートナー校は、インターナショ
ナルアカデミーの一定のレベル修了を TOEFL/IELTS スコア
に代わる条件として認めています。
興味を高める選択科目や会話グループ

学期ごとに、現在の英語力および興味の対象に応じて、
選択科目を履修し会話グループに出席することができま
す。また、教員による随時の個別指導や、学生主導の会
話グループで、クラス以外でもさらに英語を学ぶことが
できます。英語関連の個別指導に参加し、USC 本科の学
生と会話をすることで、より実践的な英語が身につきます。
専任のアドバイザーチームがサポート

USC ではフルタイムのスタッフが、研究、入国管理、学生

生活のアドバイザーとして、アメリカでの学習、異文化へ
の適応、学業の成功をサポートします。

どのような勉強をしますか？

• リーディング（学術、文学、 • 発音
リサーチ）
• リスニング
• エッセイの書き方
• プレゼンテーション
• スピーキング
• 語彙

とディベート

• 学術研究のスキル

英語集中プログラムに入学するには？

□ 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申請受理後に当校が発行します。
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東西の架け橋

ロサンゼルスは、創造、発明、産業、文化に
おいて世界の中心です。強力な商業部門や多様
性などのユニークな環境が「天使の街（シティ
ー・オブ・エンジェル）」を構成し、活気あふ
れる活動的な生活や学びの場所となっています。
USC はロサンゼルスで最大の民間雇用主で、地
域の将来担う重要な役割を担っています。歴史
的に見ても、同窓生や大学のプログラムが、今
日のリーダーとなったロサンゼルスの成長に寄
与しています。ロサンゼルスは東側と西側が出
会う世界の玄関口で、USC は国際的な存在感を
育み、社会利益のための新しいアイディアの発
信源となっています。世界で最もクリエイティブ
な都市に位置する USC は、この立地を戦略的に
利用して、最先端のビジュアル技術、トップラン
クの芸術分野でのナレーション力、そして工学、
医学、科学の最先端の研究を交差させながら、
革新的な進歩を促しています。

シティー・オブ・エンジェル

• USC はロサンゼルスで最大の民間雇用主です。

• ロサンゼルス郡はアメリカで最も人口が多く、ロサンゼルスは
近郊都市的地域を合わせると 1000 万人を超える全米で 2 番
目に大きな都市です。
• ロサンゼルスはアメリカ国内で最も多様性のある地域で、300
万人以上の居住者が 140 か国出身の外国人で、224 の言語が
話され、600 の宗教があります。
• ロサンゼルスは、1 つの民族グループが多数を占めていない
• 人口構成を達成した米国で最初の都市です。

文明の歴史史上、どの都市よりも最も多くのアーティスト、作
家、映画作家、俳優、ダンサー、音楽家がロサンゼルスに住み、
活動をしています。

• ロサンゼルスには全米で最も多い 100 の美術館があり、1000
以上の舞台芸術グループが活動しています。
• ロサンゼルスの気候は温暖で、1 年のうち 292 日が晴れてい
ます。
• ロサンゼルスの周辺は自然が豊富にあり、76 マイルの海岸線、
4 つの山脈、何千もの遊歩道が交差しています。
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活動的で協力的な環境

キャンパスライフ

多様性がある都会の中心に USC キャンパスはありなが
ら、美しく平穏で伝統的なアメリカの大学風景を楽しむ
ことができます。USC インターナショナルアカデミーの学
生は、キャンパスライフに触れ、地域やコミュニティを探
検し、かけがえのない経験を得る機会が豊富にあります。
下記の施設を利用できます。

• 22 の図書館とコンピュータラボ（一部は 24 時間年中無休で
利用できます）、公園、フィットネスセンター、オリンピックプ
ール、レストラン、カフェ
• 医療、カウンセリング、健康推進サービスを提供しているヘ
ルスセンター
• 850 を超える学問、専門、社会、芸術、カルチャー等の学生
グループ・サークル
• スポーツイベント、講義、会議、演劇、映画上映など

寮および住居

USC に在籍する学生向けに、便利で住み心地の良い施

設が用意されています。キャンパス内の寮、民間のアパー
トメント、またはホームステイを利用できます。

各オプションは USC インターナショナルアカデミーのスタ
ッフによって厳選されおり、USC で学ぶ期間を通して万全
のサポートが得られます。施設についての詳細は、ウェブ
サイト、international.usc.edu をご覧ください。

スチューデントサービス

USC インターナショナルアカデミーでは、ロサンゼルスと
USC での生活にスムーズに慣れていただけるよう、以下

サービスを提供しています。
• 健康保険

• 空港からの移動手段

• オリエンテーションプログラム

• USC の学生証と電子メールアカウント

• レクリエーション、銀行、医療、食事、コンピュータ、図書
館などの最新の大学施設の利用
• 公共交通機関の運賃や文化活動の学生割引

インター ナショナルアカデミー の
申請方法

USC インターナショナルアカデミーの

各プログラムによって申請方法が異な
りますが、基本的には下記 3 ステッ
プで完了できます。
• オンラインアプリケーションを提出する
• 必要書類を準備する
• 申請料を支払う

各プログラムの 申 請 方 法 につきま
しては、以下のウェブサイトでご確
認ください。international.usc.edu
お問合わせ

ご 質 問、 お 問 合 わ せ は、 下 記 メ
ールアドレスまでご連 絡ください：
info-international@usc.edu
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