正規、短期留学のご案内
学士課程入学資格*

サンフランシスコベイエリアへようこそ！

• TOEFLスコア61（ibt）/ またはIELTSスコア6.0
• その他以下の要件を満たしていること
新入生: 12年間の小、
中、高等学校教育を修了していること。
（高校の成
績証明書GPA3.0（または平均点B）
と卒業証明書のコピーの提出が必
要です。）
編入生: GPA2.0（または平均点C）
60セメスター単位もしくは90クォーター以上の単位を取得していること。
米国内の他大学から転入する場合は、英作文・オーラルコミュニケーション・
批判的思考法・代数学又は統計学を含めた一般教養を修了していること。
条件付入学許可とは、学力(ＧＰＡ)は大学の入学要件を満たしているが英
語力を満たしていないという学生に与えられます。条件付入学許可を得た
学生は、大学付属のアメリカンランゲージプログラムが提供する集中英語
コースで、条件を満たす英語力を身につけるまで授業を受けます。

カリフォルニア州立大学イーストベイ校
（ＣＳＵＥＢ)
は、質の高いプログラムと一流の教師陣、少人数制
クラス、個人のニーズに合った優れた学習環境が整
っていることで知られる名高い総合大学です。
サン
フランシスコ湾を望む丘の上にある美しいキャンパ
スには便利で安全な学生寮があり、
就職の可能性も
多く秘めたシリコンバレーにも近く、
ＣＳＵＥＢは、
カ
リフォルニアの中でも文化、
テクノロジー、教育にお
いての中心地に位置しています。

Berkeley
Oakland
Hayward

San Francisco

San Jose
(Silicon Valley)

修士課程入学資格*

San Francisco Bay
Area
Monterey

• TOEFLスコア80(ibt）/ またはIELTSスコア6.5

• 米国4年生学士課程修了かつGPA2.5又はそれ以上の学位を認可大学
から得ていること。(一部のプログラムでは3年制の学位が認められる場
合があります。詳細についてはお問い合わせください）

Los Angeles
San Diego

• 大学の各学部が設定する修士課程専攻に必要な基準を満たす必要があります。
*入学条件は学部によって異なり、予告なく変更される場合があります。

創立:

集中英語、短期留学プログラム

以下のプログラムの入学資格、
出願方法等こちらから: www.csueastbay.edu/
globalacademy:

• 集中英語
                                    ･   条件付入学
• ビジネスアナリティクス修士 準備プログラム     ･   大学授業聴講
• 国際ビジネス (+OPT (オプショナルプラクティカルトレーニング))

集中英語、
短期留学プログラムに関してのご質問は、
GA
（アメリカンランゲー
ジプログラム）
globalacademy@csueastbay.edu までお気軽にお問い合わ
せください
（日本語可）
。

連絡先

@csuebCIE

  

全学生数:
年間留学生数:        
留学生出身国数:  

     1957
15,191
1,059
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学士、修士課程数:        学部: 49       大学院:                  
学生／教授の割合:       学部: 28:1    大学院:    
17:1
               

大学の評価 & ランキング

• プリンストンレビュー（2022）米国西部大学ランキング上位
• プリンストンレビュー（2022）米国大学ビジネス専攻ランキ
ング上位

学士、修士取得プログラムに関して:
California State University, East Bay
International Admissions Office
25800 Carlos Bee Blvd.
Hayward, CA 94542
電話番号: (510) 885-7571
メール:   iao@csueastbay.edu
web: www.csueastbay.edu/IAO
@+1 (510) 800-2342

大学情報

• USニューズ & ワールド・レポート(2021) 全米大学ラン
キング上位（アメリカ西部ダイバーシティ部門 4 位）
• フォーブス（2021）全米大学ベストバリューランキング108位

@csueb_international

• 2020年に最も成果を上げているCNBCトップの公立大学（
ランク＃25）
• CEOマガジン（2021)北アメリカベストMBAランキング上位

INTERNATIONAL ADMISSIONS
学士が取得できる分野
(Undergraduate Degrees)*

修士が取得できる分野
(Graduate Degrees)*

人類学, B.A.
会計学, M.S.
美術, B.A., B.F.A.
生物科学, M.S.
生物化学, B.A., B.S.
生物統計学, M.S.
生物科学, B.A., B.S.
経営管理学, M.B.A.
経営管理学, B.S.
ビジネス分析, M.S.
化学, B.A., B.S.
化学, M.S.
シビルエンジニアリング (土木工学）B.S. コミュニケーション, M.A.
コミュニケーション, B.A.
コンピュータ科学, M.S.
コンピュータ工学, B.S.
コンストラクションマネジメント, M.S.
コンピュータ科学, B.S.
カウンセリング, M.S.
コンストラクションマネジメント, B.S.
幼児教育, M.S.
刑事司法, B.S.
教育リーダーシップ, M.S.
経済学, B.S.
社会正義のための教育的リーダーシップ, Ed.D.
英語, B.A.
教育工学, M.S.
環境科学, B.S.
技術管理学, M.S.
環境研究, B.A.
環境地質学, M.S.
少数民族学, B.A.
歴史学, M.A.
フランス語, B.A.
インタラクションデザイン/インタラクティ
地理, B.S.
ブアート, M.A.
地質学, B.A., B.S.
運動生理学, M.S.
グローバルスタディーズ、B.A。
海洋科学, M.S.
健康科学, B.S.
数学, M.S.
歴史学, B.A.
ソーシャルワーク, M.S.W.
生産管理工学, B.S.
特殊教育, M.S.
学際的研究, B.A., B.S.
言語病理学・聴覚学, M.S.
運動生理学, B.S.
統計学, M.S.
一般教養学, B.A.
*全ての学部が毎学期開講されるとは限りませ
数学, B.S.
んので、
各学部にお問い合わせください。
音楽, B.A.
看護学, B.S.
サーティフィケートプログラム
哲学, B.A., B.S.
国際ビジネス
物理学, B.A., B.S.
医療健康系学校進学準備プログラム
政治科学, B.A.
心理学, B.A., B.S.
公衆衛生, B.S.
社会学, B.A.
スペイン語, B.A.
言語病理学・聴覚学, B.S.
統計学, B.S.
劇場芸術, B.A.

1. www.calstate.edu/apply からオンライン

申請

• 出願料$70（返金不可）

2. 必要書類の提出: **

• 高等学校又は大学の成績証明書, 卒業証明書
(日本語と英語訳)
• TOEFLまたはIELTSの公式スコアレポート
（TOEFL/GREのInstitution Code: 4011）
（GMATのInstitution Code: TCV-K9-41）
• 修士課程: 専攻によっては追加書類が必要な
場合があるため、
申し込む専攻への連絡をする
必要があります。

3. 許可された場合、F-1の学生は、
アカデミックプ
ログラムの以下にリストされた合計金額をカバ
ーするために財政の検証を提供する必要があり
ます。

プログラム費用概算
アカデミックイヤー（＝2学期）
学士 (Undergraduate)

授業料及び諸経費
(１学期に１２単位履修した場合）
健康保険料
生活費
計

$16,499
  $2,115
$19,000
$37,614

修士(Graduate)

授業料及び諸経費
(１学期に9単位履修した場合）
健康保険料
生活費
計

$15,557
  $2,115
$19,000
$36,672

経営管理学修士(MBA, MSBA)
授業料及び諸経費
(１学期に9単位履修した場合）
健康保険料
生活費
計

$20,417
  $2,115
$19,000
$41,532

授業料は予告なしに変更される可能性があります。

アカデミックカレンダー＆出願期間
学期

秋学期

春学期

終了日

12月中旬

5月中旬

開始日
出願期間

8月中旬

1月中旬

10月1日 〜 5月1日

8月1日 〜 10月1日

*各学期の開始、終了の正確な日付は本ホームページで
ご確認ください。修士課程の専攻によっては秋学期受
け入れのみや、願書受付の締め切りが早いことがありま
すので、各学部にお問い合わせください。

www.csueastbay.edu

