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カリフォルニア州立大学イーストベイ校へようこそ。本学の大学授業履修プログ
ラムを利用して、世界の中で最も刺激的で特色のある地域の一つで、生活、 文
化、言語、そして人 と々の交流を楽しむとともに、キャンパスライフを体験してみま
せんか。1学期(4ヶ月)又はそれ以上の期間ここに滞在してみてください。あなた
の人生にとって新しく貴重な経験を得ることができるはずです。
サンフランシスコベイエリア
美しく、景色のいい、多文化なサンフランシ
スコベイエリアは快適な大都会の魅力が全
てつまっており、全北カリフォルニアの旅を
するのに適した場所です。キャンパスはサン
フランシスコ、オークランド、バークレー、サ
ンノゼ、シリコンバレーからわずか30-40分
の距離に位置しています。見晴らしのいい丘
の上にあるヘイワードキャンパスは住宅地に
囲まれており、快適で安全な環境の中でキャ
ンパスライフを送ることができます。 プログラム概要

本プログラムは、留学生が短期間本校の
学士や修士課程の授業に出席し、正規単
位を取得することを可能にするものです。
プログラム参加者は、ここでの生活を通し
て、米国およびサンフランシスコベイエリ
アにおける文化、言語、風習に直接触れ、
貴重な経験を得ることができます。また、
この多様性に溢れた場所で様々な人 と々
出会い、生涯におけるかけがえのない友
達を作ることもできます。

参加資格
TOEFL(iBT)スコア71以上、 IELTSス
コア6.0以上 、 又はDuolingo English 
Test 100。英語のレベルについて、本プ
ログラムへの参加資格を満たすかどうか
判断ができない場合は、プログラムアドバ
イザーまでお問い合わせください。

望ましい学生像
• 高校を卒業後、大学に入学するまでの

ギャップイヤー期間中の学生。
• 現在所属する大学を休学、又は認定留

学を希望する学生。
• 文化体験や英語の実践的使用を希望

する学生。

カリフォルニア州立大学イーストベ
イ校に決めたことは、私にとって最
高の選択でした。短期の履修生で
あっても、選択できる科目の種類が
たいへん多いため、私のニーズを完
全に満たす授業に出席することが
できたからです。また、サンフラン
シスコベイエリアにあるキャンパス
は、国際色豊かでたいへんユニーク
だと思います。  

  --Holger Klinge 
大学授業履修プログラム 

ドイツ

www.csueastbay.edu/globalacademy/programs/visiting-student.html

場所
カリフォルニア州ヘイワード市－
サンフランシスコベイエリアの
中心

                   

* 春、秋学期は16週間、サマーセッションは8週
間です。 日付は変更されることがあります。 正確
な日付については、以下のWebサイトを参照し
てください。

アカデミックカレンダー*

秋学期 春学期 サマーセッション

8月中旬 
〜12月中旬

1月下旬     
〜5月下旬

6月上旬     
〜 8月上旬



 

California State University, East Bay                                                          Visiting Student Program

各学期の授業料および経費
(予告なく変更することがあります。)
授業料: $4,693 (学部授業12単位)
           $4,093 (修士授業 9単位)

生活費:        **$9,500
健康保険料:$1057.50
 

あなた自身のためのプログラムを作成
履修生は、幅広い専攻分野の科目の中から、興味のある授業、所属する大学で単位交換が可能な授業、又は将来米国の大学で 学
位取得しようという際に有効な授業を選択することができ、授業には正規の学部学生と共に出席することとなります。 履修生は
通常、学部レベルの授業を12単位、または大学院レベルの授業を9単位受講します。授業登録の際は、適切な授業を選択できるよ
う、担当のアドバイザーがサポートします。なお、履修生は正規の学生と同様に、本学の全ての施設を利用することができます。
• 人類学, B.A. 
• 美術, B.A., B.F.A.
• 生化学 , B.A., B.S
• 生物科学, B.A., B.S.
• 経営管理学, B.S.
• 化学, B.A., B.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, B.A.
• コンピュータ工学, B.S.
• コンピュータ科学, B.S.
• コンストラクションマネジメント, B.S.
• 刑事司法, B.S.
• 経済学, B.A.
• 英語, B.A.
• 環境科学, B.S.
• 環境研究, B.A.
• 民族学, B.A.
• フランス語, B.A.
• 地理, B.A., B.S. 
• 地質学, B.A., B.S.
コース提供は変更される場合があります。 授業登録は開講状況や学生の能力によるので、
希望する授業がすべて履修できるとは限りません。
住居
学生はキャンパス内にある学生寮に住むことができます。パイオニアハイツは教室まで徒歩で行ける距離にあり、家具、
冷蔵庫と電子レンジのある簡易キッチンが備わった広くゆったりとした寮です。学生寮にはスタディールーム、ランドリ
ールーム、レクリエーションルーム等の共用スペースがあり、学生にとって人間的にも社会的に成長できるようデザイン
された、まさに生きる学習コミュニティです。 また、高速インターネット、電話、ケーブルサービスも利用可能です。下記
の生活費には寮生活の場合のミールプランも含まれています。 大学の無料シャトルバスがキャンパスから最寄りの電車

（BART）の駅まで行き来しており、BARTを利用してサンフランシスコベイエリア全体にアクセスが可能です。 

お申し込みについて   
www.csueastbay.edu/globalacademy/
prospective-students/apply-now.html 

申込チェックリスト
オンライン申込書
• 在学大学の成績証明書
• TOEFL, IELTS, 又はDuolingo English Testの正式なスコア証明書
• 資力保証書の根拠書類(公式文書又は公印付きの銀行残高証明書)
• 出願料150ドル(返金不可)
• パスポートの氏名掲載ページのコピー

**生活費には、家賃、食費、教科書代等が含まれています。

• グローバルスタディーズ,B.A.
• 健康科学, B.S. 
• 歴史学, B.A.
• 生産管理工学, B.S.
• 学際的研究, B.A., B.S.
• 運動生理学, B.S.
• 一般教養学,B.A.
• 数学, B.S.
• 音楽, B.A.
• 哲学, B.A.
• 物理学, B.A., B.S.
• 政治学, 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.

連絡先（日本語可）
電話番号:    1 (510) 885-2358 
Eメール:        globalacademy@csueastbay.edu 
Web:                 www.csueastbay.edu/globalacademy
       :                   www.facebook.com/ALPCSUEB
       :                   yurinagasawa-csueb


