DIABLO VALLEY COLLEGE

INTERNATIONAL
EDUCATION CENTER
at Diablo Valley College

ディアブロ・バレー・カレッジ (DVC)
1949 年に設立されたディアブロ・バレー・カレッジは、カリフォルニア州立大学バークレー校近郊
のディアブロ山の麓にあるコミュニティカレッジです。安全でフレンドリーな環境は勉学に大変適し
ています。DVC の役割の一つは、地域の人々に高度な教育を提供し手頃な学費で大学学位取得への一
歩を踏み出す補佐をする事です。DVC はカリフォルニア州の全コミュニティカレッジの中でも有数の
優れた編入プログラムを提供しています。

ディアブロ･バレー･カレッジ (DVC) 留学の 4 つのメリット
1. 学問的レベルの高さ: 「DVC で 2 年 + その他の大学で 2 年 = 学士号取得」の公式が成り立ち
ます。つまり DVC で 2 年勉強すると、その後、他の大学に転学して 2 年勉強するだけで学士
号を取得することが可能です。そのうえ、転学時に選べるオプションも豊富です。
•

DVC は、カリフォルニア大学バークレー校 (UC) に転学した学生数で米国一を誇ります。

•

DVC にはカリフォルニア大学のデービス校、アーヴァィン校、リバ－サイド校、マーセド校、
サンタバーバラ校、サンタクルーズ校への留学生の転学を保証する Transfer Admission
Guarantees (TAG) という制度があります。またサンフランシスコ州立大学やサンノゼ州立大
学、サンディエゴ州立大学などカリフォルニア州の州立大学 23 校とも転学制度を結んでい
ます。

2. 価値の高さ: 学士号取得の最初の一歩として DVC に入学すると、通常の 4 年制大学に入学する
よりも何千ドルも学費が節約できます。
•

DVC の授業料は正規の留学生の場合、年間におよそ $6800 です。これほど低い授業料は米国
全国をみてもあまり例がありません。

3. 充実した学生向けサービス:
•

DVC の International Students Admissions and Services Office (ISAS) では、学問はも
ちろん充実した学生生活をサポートするため、さまざまなサポートを提供しています。アカ
デミック オリエンテーションや入学カウンセリング、コースの登録、イミグレーションなど、
個々のニーズに合わせスタッフによる細やかなサービスが受けられます。また出願手続き、
滞在先の手配、医療保険、雇用関係のアドバイスのサービスも行っています。

•

DVC の International Education Center (IEC) の英語センターには、大学留学に備えた集中
的なアカデミック英語プログラムがあります。IEC の学生は DVC への転学時にサポートが受
けられるため、シンプル且つ短期間で効率よくプロセスが進みます。

4. ロケーションのよさ: DVC はカリフォルニア州サンフランシスコ ベイエリアのプレザントヒル
に位置します。
•

サンフランシスコ郊外のプレザントヒルは人口 3 万 4000 人、住人の連帯感が強く感じられ
る小さな町で、毎年沢山の人々が訪れています。

•

気候は 1 年のうち約 300 日は晴天です。

•

プレザントヒルは乗り換えなしでサンフランシスコのダウンタウンから電車でわずか 38 分
です。

•

サンフランシスコは世界でも指折りの美しい街とされており、国際的に有名な博物館や高級
レストラン、ブティックなどがたくさんあります。

•

ほんの数時間も足をのばせばシエラネバダ山脈やヨセミテ国立公園、太平洋などがあり、週
末にはスキーやハイキング、サーフィンなどが楽しめるほか、ワインの産地として有名なナ
パバレーもあります。

プログラム: プログラムは専攻科目 45、サーティフィケート プログラム (修了証書が発行されるプ
ログラム) 40 から選ぶことができ、芸術学部と科学部の準学士号プログラムと、サーティフィケー
ト オブ アチーブメント (修了証書)、4 年制大学への転学プログラムがあります。証書または準学
士号を完了した学生は留学生のための 1 年間の仕事、 オプショナルプラクティカルトレーニング に
つけます。
始業日: 秋学期は 8 月、春学期は 1 月にスタートします。
願書提出の締切り日: 秋学期: 6 月 1 日 / 春学期: 11 月 1 日
認定校: DVC は米国人に限らず留学生にも質の高い教育を提供する公立の短期大学で、Community
Colleges Commission of the Western Association of Schools and Colleges (WASC) の認定校です。
学生数: 正規とパートタイムを合わせておよそ 2 万 1 千人
留学生数: 世界 70 ヵ国から 1600 人以上
クラブ活動: DVC には学生の興味に合わせ演劇、ダンス、音楽、オーケストラ、弁論、ビジネス、学
生自治会など 30 を超えるさまざまなクラブがあります。運動が好きな学生には、野球やバスケット
ボール、アメリカンフットボール、テニス、水泳、ウォーターポロなど大学レベルの体育会系クラブ
が 13 あります。また水中ダンス、ボーリング、ゴルフ、サッカーバレーポールなどの様々な体育系
クラスもあります。
滞在先: 留学生の滞在先にはいくつかの選択肢があります。学生は、アメリカ人家庭にホームステイ
する、キャンパスから歩ける距離にある民間のアパートに住む、自分で滞在先を手配する、などの選
択肢があります。ホームステイ先はディアブロ・バレー・ホームステイによって手配・管理されてい
ます。申請方法はウェブサイトでもご覧になれます: http://www.diablovalleyhomestay.com/
アパートでの滞在はインターレジデンシャルスチューデントハウジングサービスよって管理されいま
す。学生はホームページからオンラインで申請できます: http://www.interresidential.com/. 滞在
先に関する詳細は以下をご覧下さい http://www.iec-dvc.org/housing/
医療保険: F-1 ビザの留学生は、学期毎に DVC から医療保険を購入する必要があります。医療保険は
授業料に追加されますので、学期の開始後 2 週間以内にお支払い下さい。
DVC 出願要項: DVC に出願するには、米国の高校卒業と同程度の学力を持つ 16 歳以上である事が条
件です。母国語が英語ではない学生または高校教育を英語で受けなかった生徒は、英語力を証明する
ものが必要です。DVC に入学するには IEC アドバンスレベル B の修了、TOEFL (PBT で 500 点また
は IBT で 61 点以上) 、ITEP 3.5、または IELTS (5.5 点以上) が必要です。
*PBT TOEFL 試験は米国国内で受ける必要があります。

必要出願書類:
• 願書
• 50 ドルの出願料
• 高校の成績証明書のコピー (18 歳以下の学生は必須だが、それ以外の学生の提出も推奨される)
• パスポートのコピー（もしあれば）
• 高校の成績証明書が英語でない場合は、その翻訳 (18 歳以下の学生は必須)
• 支払能力証明書
• 英語能力証明書: (TOEFL、IELTS、IEC アドバンスレベル B、ITEP のうちのどれか一つ)
条件付きの入学: TOEFL、IELTS、ITEP を受験していなくても DVC へ条件付きで入学できます。この
場合、それ以外の願書の書類が揃い、学生が DVC 規定の学術的要件をすべて満たしていること、お
よび学生が英語能力の証明書を提供した時点で完全に入学が認められることを記載した「Letter of
Conditional Admissions (条件付入学許可書)」が発行されます。また、アドバンスレベル B の IEC
の英語プログラムを最高レベルで修了した場合も、DVC への入学が許可されます。この場合 TOEFL
または IELTS を受験する必要はありません。

DVC の 2016-2017 年度の授業料および諸費用
出願料
授業料（変更の可能性あり）
医療保険
ホームステイ * (2 ヶ月)

アパート**

(１学期)

1 回限り
1 学期につき 12 単位 (1 単位につき$283)
1 学年度
1 部屋 + 平日 (月曜から金曜日) 2 食、週末 3 食込
み
一人用プライベート ルーム
二人用相部屋(１ 人につき)
三人用相部屋(１ 人につき)

$50
$6792
$1116
$1750
$6975
$3975
$3475

*ホームステイの最低宿泊日数は２ヶ月です。** アパートは家具付きで、家賃には光熱費も含まれますが、斡旋
料や保証金は含まれていません。アパートは夏季プログラムを受ける DVC の生徒も利用できます。

ディアブロ･バレー･カレッジの IEC (インターナショナル･エジュケー
ション･センター)
ディアブロ・バレー・カレッジのインターナショナル･エジュケーション･センター (IEC) は、2000 年
に開設以来 40 ヵ国以上から生徒を受入れてきました。インターナショナル･エジュケーション･セン
ターは集中英語コース、大学への入学準備、ディアブロ･バレー･カレッジ (DVC) への条件付き入学
許可のためのコースを提供しています。DVC はカリフォルニア大学バークレー校 (UC) に転学した学
生数で米国一を誇ります。IEC では 6 レベルのアカデミック ESL を提供しており、年間 6 セッション、
それぞれ 8 週間という構成です。さらに、IEC では DVC の協力を得て、アカデミック ブリッジ プロ
グラムを年間 3 回実施しています。
一番レベルの高い英語のクラスを修了後、IEC で学んだ学生の 95% はディアブロ･バレー･カレッジ
や全米の短期大学・大学に進学しています。学生は学士号の最初の 2 年間を DVC で学び、転学制度
を利用して、その後カリフォルニア大学やカリフォルニア州立大学、州外の私立大学に進むこともで
きます。

インターナショナル・エジュケーション・センター(IEC) で英語を学ぶ 4 つのメリット
学問的レベルの高さ:




クラスの最高人数は 15 人で教師と生徒の比率が低く、各個人に目が行き、生徒の成功に繋が
ります。
全てのインストラクターは第２言語としての英語の教育(TESL)や言語学、またはその関連分
野で修士号を取得し、かつ海外で教えた経験を持つ熟練者です。
学習意欲の高い学生達: IEC の学生の 95% が DVC や他の大学に進学します。

入学し易さ:





シンプルな入学条件: IEC 願書、出願料、銀行の明細書。
DVC 転入時に TOEFL は必要ありません。IEC でアカデミック ESL の最高レベルを修了した学
生は TOEFL を受けずに DVC に自動入学できます。
1 年を通し多数の始業日とプログラムがあります: 1) 8 週間のアカデミック英語プログラム
2) DVC での 6-7 週間のアカデミック・ブリッジプログラム。
数回にわたる始業日やプログラムがあるので、新学期を待つ必要 -「ダウンタイム」があり
ません。
○６回の８週間アカデミックイングリッシュラングイッジプログラム（IEC）
○３回の６－７週間アカデミックブリッジプログラム （DVC 内）

充実した学生向けサービス:




沢山のボランティアや社会奉仕活動が組織されています。
週毎のワークショプや、宿題の手助け、DVC への編入、ブリッジプログラムの情報、アカデ
ミック カウンセリングなど学生にアドバイスを提供します。
DVC の図書館やコンピュータラボへのアクセスと、本屋の割引があります。

ロケーションの良さ:




IEC はダウンタウンコンコードのトダスサントススクエアに位置し、ショッピングやレスト
ラン、映画などを楽しむことができます。また、コンコードのバート駅はわずか３ブロック
先にあり、DVC にはバスで約２０分圏内にあります。
コンコードからサンフランシスコまで電車で約 45 分圏内にあります。

2016-2017 年の IEC プログラム料金と期間:
アカデミック英語 プログラム料金
出願料

1 回限り

$100

郵送料

海外に書類を送る場合

$50

アクティビティ料金

1 セッション (8 週間) あたり

$80

医療保険

1 セッション (8 週間) あたり

$230

アカデミック英語プログラム授業料

8 週間コース

$3200

アカデミック英語プログラム授業料

16 週間コース

$6040

アカデミック英語プログラム授業料

24 週間コース

$8900

アカデミック英語プログラム授業料

32 週間コース

$11420

ホームステイ (8 週間)

1 部屋 + 平日 (月曜から金曜日) 2
食、週末 3 食込み

$1750

アパート* (8 週間)

一人用プライベート ルーム
二人用相部屋(１ 人につき)
三人用相部屋(１ 人につき)

$2790
$1550
$1350

*アパートは家具付きで、家賃には光熱費も含まれますが、斡旋料や保証金は含まれていません。

2016-2017 年度アカデミック英語プログラム セッション期間
セッション

授業期間

オリエンテーション日

2016 年度セッション 6

10 月 26 日～12 月14 日

10 月 17 日～10 月18 日

2017 年度セッション 1

1 月 4 日～2 月 22 日

1 月 3 日～1 月 6 日

2017 年度セッション 2

2 月 27 日～4 月 13 日

2 月 23 日～2 月 24 日

2017 年度セッション 3

4 月 24 日～6 月 14 日

4 月 17 日～4 月 18 日

2017 年度セッション 4

6 月 26 日～8 月 10 日

6 月 19 日～6 月 20 日

2017 年度セッション 5

8 月 28 日～10 月 18 日

8 月 23 日～8 月 24 日

2017 年度セッション 6

10 月 23 日～12 月 13 日

10 月 16 日～10 月 17 日

アカデミック・ブリッジプログラム 2016 – 2017 年度料金
ブリッジプログラム申請料

1 回（払い戻し無し）

$400

郵送料

1 回（払い戻し無し）

$50

DVC 申請料

1 回（払い戻し無し）

$50

医療保険

医療保険は必須。オリエンテーションから学期の終
わりまで

定額無し

授業料

DVC のアカデミック クラス 2 つ分の料金

$2300

ホームステイ (8 週間)

1 部屋 + 平日 (月曜から金曜日) 2 食、週末 3 食込み $1750
一人用プライベート ルーム
二人用相部屋(１ 人につき)
三人用相部屋(１ 人につき)

アパート* (8 週間)

$2790
$1550
$1350

*アパートは家具付きで、家賃には光熱費も含まれますが、斡旋料や保証金は含まれていません。

アカデミック・ブリッジプログラム 2016-2017 年度
秋期ブリッジ
春期ブリッジ
夏期ブリッジ
秋期ブリッジ

(2016)
(2017)
(2017)
(2017)

2016年10月24日– 2016年12月8日
2017年3月6日– 2017年4月27日
2017年6月26日– 2017年8月3日
2017年10月23日– 2017年12月7日

* 予定は変更される場合が‘あります

認定: IEC は英語プログラム資格認定(CEA)委員会に認定されています。
留学生の数: 20 以上の国からセッション毎に 150 - 200 名
学生の活動: IEC は実践英語のスキルを学べる様々な機会を学生に提供します。カリフォルニアの楽
しくエキサイティングな環境を生かし、週に 3 – 5 回は週末の遠出、ボランティア、アカデミックな
ワークショップ、日常生活の愉しい活動が用意されています。スキー旅行、金曜日の宿題のお手伝い、
大学構内のツアー、ホームレス施設でのボランティアなど IEC の活動はとても楽しめます。当大学は
海外で経験を積むだけでなく、英語を学び、
自分の周りの環境やクラスメートを知ることが出来る活動に学生が加わる事を勧めします。
滞在先: 留学生の滞在先にはいくつかの選択肢があります。学生は、アメリカ人家庭にホームステイ
する、キャンパスから歩ける距離にある民間のアパートに住む、自分で滞在先を手配する、などの選
択肢があります。ホームステイ先はディアブロ・バレー・ホームステイによって手配・管理されてい
ます。申請方法はウェブサイトでもご覧になれます: http://www.diablovalleyhomestay.com/
アパートでの滞在はインターレジデンシャルスチューデントハウジングサービスよって管理されいま
す。学生はホームページからオンラインで申請できます: http://www.interresidential.com/. 滞在
先に関する詳細は以下をご覧下さい http://www.iec-dvc.org/housing/
医療保険: 全ての F-1 ビザ留学生は、各セッションの初めに IEC から医療保険を購入する事が義務付
けられています。IEC は医療保険を含む奨学金を母国の政府から受けている米国で学ぶ F-1 ビザ留学
生の医療保険を免除します。
必要出願書類:
 願書
 $100 の出願料
 $50 の海外郵送料




パスポートのコピー(もしあれば)
支払能力証明書

クラス分け: オリエンテーション期間中、全ての IEC 新入生は英語の実力テストを受けレベルを決め
られます。学生はこのテストで英語の読解力、書く力、会話力、文法、ヒアリングなどを試されます。
IEC には英語の初心者コースはありません。IEC の学生になるには基本的なスペルが書け、文章が作
れ、簡単な段落を読んで理解ができなければなりません。これらが出来ない学生が IEC に出席すると、
家庭教師を雇うか英語を習得できるまで基礎レベルのクラスを繰り返すようにと言われる事がありま
す。

問い合せ先およびホームページ:
International Education Center at Diablo Valley College (IEC)
2151 Salvio Street, Suite 210, Concord, CA 94520, USA
電話:+1 (925) 676-4600 · ファックス:+1 (925) 676-4200 ·
電子メール:iec@dvc.edu · ホームページ: www.iec-dvc.edu
Diablo Valley College (DVC)
321 Golf Club Road, Pleasant Hill, California 94523, USA
電話:+1 (925) 685-1230 ext.2077 · ファックス:+1 (925) 691-9503 ·
電子メール:isas@dvc.edu · ホームページ:www.dvc.edu

