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果敢な決断

サンフランシスコ州立大学は、

他国で留学生活を送るというこ

とが容易ではないということを

十分理解しています。これが、

アメリカの学部課程に編入する

ための課程を留学生に提供す

る理由です。

International Year One課程の

一環として、サンフランシスコ州

立大学では大学レベルの学習

を始めると同時に、英語の実力

と研究スキルを養うことができ

るよう、特別に設けられた多様

なモジュールを受講します。そ

れと共に、留学生コミュニティの

一員となって多くのサポートを

受け、アメリカの大学生という

新しい生活に適応できるよう、

専門の担当職員がサポートし

ます。

このパンフレットでは、サンフラ

ンシスコで生活すること、サンフ

ランシスコ州立大学で学ぶこと

のメリットを紹介いたします。ア

メリカで学位を取得するために

学ぶことが夢のように感じられ

るなら、このパンフレットを見な

がら、どうしたら実現できるのか

を確認してください。

サンフランシスコ市に位置するサ

ンフランシスコ州立大学は、アメ

リカで学ぶのに最も良い場所のう

ちの一つです。世界最大の先端技

術を保有する会社の本拠地でもあ

る世界的に影響力のある都市で、

学生たちは自分のキャリアを変化

させる人脈を広げ、経験を積み上

げる機会を得ることができます。

生涯に一度の
機会
International Year Oneは、サンフラン
シスコ州立大学で学位課程
を始める最高の方法です。
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象徴的なランドマーク、坂道、山岳ス

カイライン、涼しい太平洋の気候によ

りサンフランシスコは世界的に有名な

だけではなく、地球上で最も美しい場

所の一つでもあります。実際に、学生

たちはこの都市が4年間勉強して学

び、経験を積み重ねるのに完璧な場

所であると思っています。

サンフランシスコで生活する

長い間、多彩な文化と多様性で有名

なサンフランシスコは、留学生たちが

家のように気楽に感じられる場所でも

あります。比較的に都市の規模が小さ

いため、市内を歩き回りやすく、自転

車が人気のある交通手段でもありま

す。

ゴールデンゲート、フィッシャーマンズ

ワーフ、チャイナタウンのような象徴的

な名所が大学生活の背景となることで

しょう。都心の街を歩いたり、ゴールデ

ンゲートパークや近くのマーセド湖で

休息をとったり、有名なサンフランシス

コ動物園に行くなど、多くの可能性が

広がっています。

特別な機会

サンフランシスコで学べば、世界のどの都市より

もグローバル技術産業の核心により近づくこと

ができます。この都市自体が

Twitter、Airbnb、Uber、Lyftの本拠地です

が、Apple、Facebook、Google、Teslaの本社があ

るシリコンバレーも近くにあります。サンフランシ

スコ州立大学の学生たちは、卒業するとこれら

の会社や同様の会社でインターンシップを経験

したり就職することもできます。

他の分野でも、サンフランシスコは30の国際金

融機関とフォーチュン500の企業6社の本拠地で

あり、マーケティング、デザイン、生命工学の国

家的中心地でもあります。技術と能力を備えた

素晴らしいキャリアを築く機会を得ることができ

ます。

数字で見るサンフランシスコ

1776年 スペイン定着民により建設

1945年 国際連合を創設

チャイナタウンは北米で最も古い(アジ
ア以外の地域では最大)チャイナタウン
です。

アメリカで最も多様な人種が入り混じっ
た都市の中の一つです。

夏は涼しく、冬は温かく、1年のうち

100日は霧がかかります。

サンフランシスコ国際空港はサンフラン

シスコ州立大学から26kmしか離

れていません。

ゴールデン

ゲートブリッジ

世界で最も多くの写真が

撮影された橋です。

この都市が世界に及ぼ

す影響力は非常に

大きいですが、

人口は2019年現在

875,000
人に過ぎません。

サンフランシスコは
新技術のスタートアップ

企業に関して世界で

最も重要な
都市と認識されて

います。

他の
追随を
許さない
都市
サンフランシスコで
学ぶということは生涯
に一度の経験であ
り、他の都市では経
験できない機会が与
えられます。
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選択した分野で専門性を積み重ねること

ができる多くの機会が与えられます。学生

たちは映画、ビジネス、法律、医学、教

育、エンターテイメント、テクノロジー産業

分野へと進出して優れたキャリアを積み重

ねており、その多数がApple、Google、

Wells Fargo、Oracle等の現地企業へと進

出します。

こうした成功の中心には、ビジネス教授陣

(全国上位5%2)や映画学校のように市場を

リードする学科があります。同窓生のうち

21人のピューリッツァー賞受賞者、49人の

エミー賞受賞者、16人のオスカー賞受賞

者やNASAの宇宙飛行士を輩出し、学生

たちも努力すれば成功できるとわかってい

ます。

安い学費

サンフランシスコを基盤とし、この都市が

提供するものすべてを利用することができ

るサンフランシスコ州立大学は、カリフォル

ニア州立大学のシステムの一部でもあり

ます。ですから、留学生の学費は非常に

安いのです。

成功街道を走る大学

サンフランシスコ州立大学は、社会的移動

3 部門でアメリカ内の大学トップ25に選ば

れました。当大学では学生たちが卒業後に

報酬が良い職業に就けるよう、安い費用で

最善を尽くして運営しています。

留学生たちにとって、サンフラン

シスコ州立大学は学位を取得し

未来のキャリアを準備するための

理想的な場所です。アメリカで最

も多様な大学の中の一つとして

評価される当キャンパスは、多様

な人種、文化、言語が入り混じっ

ているため、誰もが自分の家のよ

うに気楽に感じられます。

1 Wall Street Journalの2022年度大学ランキングで、統合環境部門ではアメリカ内で第3位、Wall Street Journalの2021年
度最高の大学リストでは多様性で全国第5位以内にランキング 2 AACSBの認可を獲得(上位5%の課程にのみ適用)  3 U.S. 
News & World Reportで2021年度社会的移動部門 最高の成果第11位

サンフランシスコ州立大学 : 概要

1899年設立

「最高の位置」アメリカ大

学トップ20に選定

(Niche.com)

72の研究分野の学士号

200以上の校内学生同好会

校内スポーツ部門第9位

(Best Colleges)

サンフランシスコ州立大学の

同窓生のうちアカデミー賞受

賞者16人、エミー賞受賞49

人を輩出

サンフランシスコ州立大学

の同窓生のうちピューリッ

ツァー賞受賞者21人輩出

27,000
人の学生

58万m2
のキャンパス

1,800
人の教職員

なぜサンフランシスコ
州立大学なのか

世界的なレベルの学問と多様性がある
キャンパス、そして理想的な位置
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International Year Oneでは、学生た

ちは追加の学業や英語教育と共に単

位制のサンフランシスコ州立大学の

予備課程を受講することができます。

提供される幅広い単位課程により、1

年生の学生たちは新しい分野を発見

し、すでに人気がある分野をさらに探

求することができます。

International Year Oneを修了した学

生たちは、サンフランシスコ州立大学

の学位課程2年生に進学します。

段階ごとにサポート

留学生としての生活がどれだけつら

いか、よく理解しています。他国で新

しい暮らしを始め、公式的に手続きを

踏んで言語能力を向上させることは

とても難しいことです。ですから、サン

フランシスコ州立大学の初日だけで

はなく、サポートする瞬間から持続的

なサポートと指導を提供します。

学生たちが学業に集中し、実質的ま

たは行政的な困難をなくす方法につ

いてアドバイスした長年の経験が私

たちにはあります。ですから、いつで

もサポートチームに助けを求めてくだ

さい。

Oxford Internationalはサンフランシスコ

州立大学と協力して、外国人留学生がそ

の後の学位課程を準備できるよう、

International Year Oneというサポート課程

を運営しています。Oxford Internationalは

イギリスや北米全域で国際大学、オンライ

ン課程、英語学校を運営し、全世界の学生

たちに暮らしの質を高める経験を提供す

る、独特な私立教育機関です。

oxfordinternational.com

提供される

研究分野:

• 文科/創作芸術

• 民族研究

• 科学/工学

• 保健学/社会科学

• ビジネス

• 教育

選択できる72の研究分野の全体リスト

は31ページをご参照ください。

その後の学業のための

最上の準備を提供

サポート(非単位)課程の

ための18人以下の

小規模授業

初日から大学の全施設

を利用できる、完全な

サンフランシスコ州立大

学の学生身分を付与

サンフランシスコ州立大学

の多様な単位課程

International Year One
とは

International Year Oneは、学業的な英語能力を
向上させ、未来の成功の基盤を築

くために役立つ特別な1年生のプログ
ラムです。

1110
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最高の位置
サンフランシスコ州立大学は、サンフラ
ンシスコの独特な美しい理想的な地域
に位置しています。

サンフランシスコ
州立大学
メインキャンパス
メインキャンパスは、ゆったりと休める広い公園がある、静かで
絵のように美しいマセード湖地域の東に位置しています。

12 13



市内の中心部に位置するサンフランシスコ州立大学ダウンタウンキャンパスには、12の講

義室、モバイルコンピュータ実習室、最先端技術を備えた学生の学習スペースがあり、さら

に広域のベイエリアへの移動が容易です。Muniを利用すれば、キャンパス間は直行で30分

で移動することができます。詳しくはparking.sfsu.edu/transit/muniをご参照ください。

International Year Oneの学生

たちは主にダウンタウンキャン

パスで受講しますが、メイン

キャンパスを利用することがで

き、時には両方のキャンパスの

授業に出席しなければなりま

せん。

住所: 160 Spear Street, 

Suite 1220, San 

Francisco, CA 94105

+1 415.405.7700

cel.sfsu.edu/

downtowncampus

学生たちは、Muni

フリーパスが提供

されます。

サンフランシスコ州立大学
ダウンタウンキャンパス

エンバーカデロ、セールズフォースタワー、金融地区から数分の距離のサンフランシスコ

14 15
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http://cel.sfsu.edu/downtowncampus
http://cel.sfsu.edu/downtowncampus


柔軟性

全世界の多くの大学システムと比較する

時、アメリカのシステムは学生たちに学

部課程を始め、開発して集中する方法か

ら多くの選択権を許容します。

アメリカの大学では、単一科目の研究を

すぐに始める代わりに、最初から多様な

分野の多様な課程を受講することができ

ます。これにより、学生たちは知的な関

心事を求めて理解の幅を広め、多様な分

野を経験して自分の潜在力を予想するこ

とができます。そうして、学生たちは2年生

の末に重点科目である「専攻」を選択する

ことができます。

多様性

アメリカは全世界で最も多くの留学生が集

まる国であり、その数は100万人を越えま

す。サンフランシスコ州立大学には約100

か国の学生たちが学ぶために集まるた

め、友だちと交流するだけでも異文化を

学ぶことができます。アメリカだけではな

く、自分の母国と全世界の様々な地域へ

の道を開く生涯の縁を結ぶことができる

かもしれません。

1/3がアメリカの大学**

就職の機会

アメリカの学位は国際的にその名声が高

く、雇用主も教育の質とアメリカで学ぶこと

により得られるその他のメリットから、アメリ

カの卒業生を特に高く評価します。

海外への留学の経験は、回復力、適応

力、推進力を立証するだけではなく、さらに

広い世界と異文化に対する理解を高めま

す。また、カリフォルニアでは地球上のどこ

よりもインターンシップや業務経験の機会

を多く得ることができ、学位課程中や卒業

後にも潜在的に雇用主と会う機会が多くあ

ります。

卒業後の職場経験

F-1ビザで学んだ留学生たちは、卒業後に

アメリカ国内で就職の経験や職業訓練に

参加する機会も得られます。これを

OPT(Optional Practical Training)と言い、

卒業後に最大1年間(科学、技術、工学、数

学の学位所持者の場合は2年間)参加する

ことができます。以前の学習課程と関連す

る分野で教育を受けなければなりません。

概要

2019年にアメリカ総合大学および

単科大学に登録した留学生は

100万人以上

アメリカの留学生の4分の1が

STEM科目を学んでいる

全世界のトップ10の大学のうち半

分がアメリカの大学**

外国人留学生は、アメリカ経済に

390億ドル以上寄与し、2020年度

には約410,000のアメリカの雇用

をサポートした

*2018年度 Hostelworldのアンケート調査
**QS World Rankings 基準

アメリカで学ぶ
世界最高の大学があるアメリカには、
チャンスを求めて幅広く深い教育を希望
する学生たちが集まります。

雇用主の

が海外で学んだ学生

により高額の給与を

考慮する*

41%

1716

世界の大学トップ

100のうち

1/3
がアメリカの大学

**



33%
China

9%
South 
Korea

7%
Japan

1%
Hong Kong

0.3%
Turkey

1%
Mongolia

3%
France

3%
Vietnam

1%
Indonesia

2%
Brazil

0.4%
Chile

0.2%
Peru

0.3%
Mexico

2%
Spain

0.2%
Egypt

0.3%
Nigeria

1%
Germany

0.3%
Pakistan

2%
UK

2%
Netherlands 4%

Sweden

11%
India

1%
Taiwan

2%
Thailand

2%
Australia2%

Malaysia

1%
Philippines

留学生のコミュニティ

サンフランシスコ州立
大学は、毎年全世界か
ら訪れる留学生を歓迎し
ます。

サンフランシスコ州立大学は、全大陸の学

生たちが集まる本当の意味でのグローバ

ル大学を目標としています。この地図は、

2019/20年度の留学生の出身国を表して

います。
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活気に満ちた学生たちは、キャンパスで

政治からスポーツ、宗教団体など200以

上の同好会を運営しています。大学生活

の中心には、サンフランシスコ州立大学

での活動の中心となる新しいMashouf 

Wellness Centerがあります。ここは、

ワークショップや就職博覧会、ムービー

ナイト、コンサートに至るまで、様々な学

生行事が開かれる行内交流の中心地で

す。

特別活動でも共通の関心事に基盤した

小規模コミュニティに参加し、仲間たちと

より深い関係を築くことができます。特別

活動はサンフランシスコ州立大学での生

活に役立ち、より広い視野で学業を見通

すことができるようにもなります。

スポーツ

スポーツ競技をしたり、単純に新しい趣

味を持ちたいのなら、サンフランシスコ州

立大学の学生であれば誰もが楽しめる

同好会があります。自信がなくても、サン

フランシスコ州立大学の学生たちにス

ポーツを楽しみ参加する機会を提供する

ことを目標としています。

当大学は、アメリカの大学内スポーツ部

門で第9位にランクしていますが、外部大

会でも活発に活動しています。例えば、

男女陸上チームは共にNCAA2部、CCA

AおよびRMACカンファレンスに参加して

います。施設
室内バスケットコート、

クライミング、温水プール、

サウナ、野外テニスコート、

野球場、陸上、サッカー

活気に満ちた
キャンパス
ライフ

サンフランシスコ州立大学
では、どんな趣味でも
参加できます。

2120

同好会
陸上、柔道、ブラジリアン柔術、

テコンドー、レスリング、水球、

水泳、ラグビー、テニス、

バレーボール、

応援団チアリーディング部



リーダーシップの開発

キャリアサービスおよびリーダーシップ

開発センターの任務の中には、ビジョ

ンがあり目標志向的で行動志向的な

学生リーダーの育成があります。リー

ダーシップのスタイルは人により異な

るため、各学生にリーダーとしての固

有のアイデンティティに近づける能力

を養うことを目標としています。学生た

ちは人間性の開発、創意的で批判的

な思考、対人コミュニケーション、実用

的な知識、就職準備により生涯のスキ

ルを開発します。

大学のサポート

サンフランシスコ州立大学のキャリアサービスおよび

リーダーシップ開発センター(Career Service and 

Leadership Development Center)は、すべての学生が最

良の条件でキャリアを始められるよう、多様な方法を提

供します。

• 就職行事: 秋と春に就職博覧会、アルバイト博覧

会、大学院博覧会があります。サンフランシスコ

州立大学の全在学生と同窓生に多様なワーク 

ショップを提供します。

• リソース: キャリアサービスセンターは、履歴書の

作成、インターンシップのサポート、大学院入学方

法の書面・ビデオガイドだけではく、多様な就職中

心のウェビナーを提供します。多様な分野の対面

実習面接も提供します。

• 産学連携: Genentech、CSU Entertainment 

Allianceなどの戦略的パートナーとの協業は、

カリフォルニア州最高の産業に就く学生たちのた

めに多くの機会を提供します。

• 特別課程: 大統領リーダーシップフェローコー

ス(Presidentʼs  Leadership Fellows Course)は、学

生たちが履歴書の作成、面接スキルおよびネット 

ワークを含むソフトスキルの開発を助けます。リー

ダーシップ、チームワーク、批判的思考、無意識的

な偏見および感性知能についてのワークショップも

提供します。また、サンフランシスコベンチャーキャ

ピタルファストピッチカンファレンス(San Francisco 

Venture Capital Fast Pitch Conference)は、学生た

ちにベンチャー資本家とエンジェル投資家にアイ

ディアを発表する機会を与えます。現在まで、学生

および大学卒業生のスタートアップに対して数百万

ドルの投資を誘致しました。

今卒業する学生たちは、以前の世代よりもさ

らに険しい就職市場に直面します。学業を修

めることを越えて、学生たちは意志、献身、対

人関係のスキルだけではなく、選択した分野

の実務面において確実な理解がなければな

りません。これは、ほとんどの学生が勉強しな

がら職務経験を並行しなければならず、採用

過程において直面する様々な評価について

徹底的に準備しなければならないことを意味

しています。

皆さんの未来
が始まります

校内の就職サポートおよびリー
ダーシップ開発センターは、皆さ
んがサンフランシスコ州立大学に
入学した瞬間から、確実に就職
できる専門家へと変身させます。
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キャンパスで生活すると、サ

ポートを受けられる環境で

自由に施設を利用する

ことができます。

housing.sfsu.edu

大学の学生寮のオプション

について詳しく確認すること

ができます。

学生寮
International Year Oneの学生たちは、
次のような様々なオプション
の中から選択することができ
ます。: 

• ホームステイ
• サンフランシスコ 

州立大学学生寮

ホームステイ

StudentRoomStay

私たちは留学生を歓迎し、学生たちが生涯に一度の文

化的経験ができるよう、個人的にマッチングした現地の

ファミリーの家で生活することを勧め、学生たちに温か

いファミリーと、学問を追求する期間「家」と呼べる場所

を提供します。SRS Conciergeは、安全で心休まる世界

的なレベルのホームステイの経験を提供することを専

門としています。学生たちは、サンフランシスコ州立大

学の学生寮を選択すると、7か所の学生寮の中の1か

所で生活することになります。すべて支障なく行えるよ

うサポートする職員ネットワークがサポートします。

詳細情報:  go.studentroomstay.

com/oxford-international-

education-group-san-francisco

キャンパスで生活する

サンフランシスコ州立大学に居住する学生は、キャンパ

スでの生活は充実していて楽しい経験だと語っていま

す。サンフランシスコ州立大学は、理想的なサンフラン

シスコ地域に位置し、公共交通と自転車専用道路が充

実しています。サンフランシスコ州立大学の学生寮は

すぐに入居することができ、家具が備え付けられている

ベッドルームと家具がないベッドルームがあるため、自

分の家具を持ち込むこともできます。

満19歳以下の学生のために

サンフランシスコ州立大学は、バスルームがあ

る学生寮とアパートスタイルのベッドルーム

1～4室/バスルーム1～2室の部屋を提供しま

す。費用情報はこちらでご確認ください。
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センテニアルスクエアビレッジ(左の写真)

• 9か月賃貸

• バスルーム2室、キッチン、リビング/
ダイニング、ベッドルーム2～3室の
アパート

• 2人用ジュニアルーム、2人用スタン
ダードルーム、1人室

• 給食必須 センテニアルスクエアタワー

• 9か月賃貸

• 簡易キッチン、リビング、バスルー
ムと保管スペース、家具が備え付け
られた、ベッドルームが1～2室の 

アパート

• 2人室·3人室

• 給食必須 

メアリーワードホール(上の写真)

• 伝統的な学生寮

• 9か月賃貸

• 家具が備え付けられた2人室学生
寮型の客室

• 各階に男女分離の共用シャワー
ルームとバスルームを配置

• 給食必須 

詳細情報: 

housing.sfsu.edu/mary-ward-hall

センテニアルスクエア学生寮につい
ての詳細情報: housing.sfsu.edu/vil-
lage-centennial-square

メアリーパークホール
• 伝統的な学生寮

• 9か月賃貸

• 家具が備え付けられた2人室学生
寮型の客室

• 各階に男女分離の共用シャワー
ルームとバスルームを配置

• 給食必須 

詳細情報: 

housing.sfsu.edu/mary-park-hall 

タワージュニアスイート

• 9か月賃貸

• 個人バスルーム、キッチンなし、
家具が備え付けられた2人室ス
イートルーム

• 給食必須 

housing.sfsu.edu/jr-suites-0

居住者コミュニティには、

学業に役立つようキャンパスの生活

環境をサポートする

職員ネットワークがあります。

マンザニータスクエア (上の写真)

• 12か月賃貸

• ベッドルーム1～4室、キッチン、リビン
グ/ダイニング、バスルームが1室ま
たは2室あり、家具が備え付けられた
部屋

• 給食選択可能 

• 9か月賃貸

• ベッドルーム1～3室、キッチン、
リビング/ダイニング、準専用テラ
ス、バスルームが1室または2室あ
り、家具が備え付けられたタウン
ハウス内の部屋

• 給食必須の場合がある 

詳細情報: 
ノース: housing.sfsu.edu/詳細情報:
university-park-north 
サウス: housing.sfsu.edu/ 
university-park-south

詳細情報: 
housing.sfsu.edu/ 
Manzanita-Square 

サンフランシスコ
州立大学の学生寮

サンフランシスコ州立大学
は、満19歳以上の学生のた
めにベッドルームが1～4室/
バスルームが1～2室の多様
な低層・高層アパートスタイ
ルの学生寮を提供します。

ユニバーシティパーク

ノース＆サウス
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International Year Oneで受講する課程の組み合わせは、学生の最初の英語能力レ

ベルにより異なります。

• 最低 IELTS 4.5/TOEFL iBT 45(または、これに相応するレベル)の学生

は、International Year Oneに3学期制で登録されます。最初の学期は主に非単位課程

(29時間/週)で、英語と学習スキルを養うことに重点をおきます。また、最初の単位取得

課程であるサンフランシスコで生活する(1単位)も経験することになります。

• 英語能力点数がIELTS 5.0/TOEFL iBT 50(または、これに相応するレベル)および

IELTS 5.5/TOEFL ‒ 55の学生は、International Year Oneに2学期制で登録され、最

初の学期は非単位英語課程(10～18時間/週)と7～11単位を取得する教科課程でス

タートします。 

学生の大部分は、International Year Oneを終えてサンフランシスコ州立大学の学位に

移行する頃になると、18～24単位を履修します。

International Year Oneの期間中、英語教育の時間は徐々に減る半面、単位取得の教

科課程の時間が増え、その後、サンフランシスコ州立大学で本格的な単位取得教科課

程の2年生に入学します。

アメリカの留学生
のうち

1/4
がSTEM科目を学ぶ

サンフランシスコ
州立大学の学士号

72
の研究分野

課程
International Year Oneは、サンフランシスコ州
立大学の単位取得課程と英語学習能
力を向上させるために考案された非単
位課程が同時に提供されます。
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非単位課程

International Year Oneの非単位課程は、サンフ

ランシスコ州立大学の広範囲にわたる学業を補

完し、サポートするために考案されました。次の

ように幅広いテーマを扱います。

• 学業を目的とする英語および学術
的ライティング課程 

•

•

盗用、学習スキル、協業、批判的思

考、積極的な授業参加、課程の要求

事項/期待事項、研究のような問題

に対する学問的文化適応課程

単位が認められる課程の内容をサ

ポートする小グループセミナー

• ESL(第二外国語としての英語)およ
び学術的ライティングの課外授業

• サンフランシスコで生活する 

文学士

文科/創作芸術

アメリカ研究

人類学

美術

美術史

放送＆電子通信芸術

中国語

イタリア語

日本語

ジャーナリズム

一般教養課程

音楽

哲学

哲学＆宗教

政治学

スペイン語

演劇芸術

女性＆ジェンダー研究

民族研究

アフリカ研究

アメリカインディアン研究

アジア系アメリカ人研究

ラテン系人研究

人種＆抵抗研究

科学/工学

生物学

化学

地球科学

家族＆消費者科学地理学

数学

現代ユダヤ人研究物理学

保健学/社会科学

児童と青少年の発達

刑事司法研究

環境研究

社会学

都市研究＆設計

ビジネス

経済学

労働＆雇用研究

映画

古典

コミュニケーション研究

比較文学＆世界文学

舞踊

英語

フランス語

ドイツ語

歴史

人文学

国際関係

理学士

保健学/社会科学 

衣類デザイン＆商品化

環境研究

保健教育

インテリアデザイン

食品栄養学

レクリエーション、公園

＆観光庁

科学＆工学

応用数学

生化学

生物学

化学

コンピュータ科学

地球科学

土木工学

コンピュータ工学

電気工学

機械工学

環境科学

物理学

統計

ビジネス

会計

ビジネス(一般)

ビジネス金融

歓待＆観光

情報システム

国際ビジネス

経営

マーケティング

文科/創作芸術

産業デザイン

ビジュアルコミュニケーション

デザイン

教育

音声＆聴覚科学

研究分野
International Year Oneを終えて

サンフランシスコ州立大学の

2年生に入学すると、

最終学位のために72の専攻の中から
選択することができます。

追加サポート
常勤職の学生サービス管理者も、キャンパ

スでInternational Year Oneの学生たちを持

続的にサポート・指導します。このサポート

は学業問題だけではなく、アメリカでの留学

生活により発生する実質的、社会的、情緒

的な要求を扱います。
3130



一覧表

最大24単位を取得して、サンフランシスコ州立大学の学士課程に編入することができます。

IELTS 4.5 1学期 IELTS 4.5 2学期
IELTS 5.0 + 5.5 1学期

IELTS 4.5 3学期
IELTS 5.0 + 5.5 2学期

単位
サンフランシスコ
で生活する
(1単位)

1年生ライティング: 
多国語使用者のグ
ローバル視点の人財

Ⅰ(4単位)

+ 希望する専攻により1
つの数学授業(3～4単
位)

サンフランシスコで
生活する(1単位): IELTS 
5.0 + 5.5 1学期の学生
のみ該当 

1学年ライティング: 多国語
使用者のグローバル視点
の人財Ⅱ(4単位)

批判的思考と民族研究経験
(3単位)

+ 1～2つの一般教育課程(3
単位)

+ 専攻要求事項と学生のス

ケジュールにより最大1つ
の数学および1つの専攻課
程(0～3単位)

非単位
+ 大学サポート授
業(計24時間学習を
含む)

+ 大学サポート授業
(計18時間学習を含む)

+ 大学サポート授業(計12

～14時間学習を含む)

1週間あたり
の総時間数

(近似値)

25時間 28時間 24-30時間

IELTS 4.5で入学する学生のための最初の学期:

以下は、最初の学期に学習する課程についての詳細情報です。

サンフランシスコで生活する(1単位)

人々を導くサンフランシスコ・ベイエリア

の歴史的、地理的、環境的、社会文化

的、政治的な脈略について学びます。

+ 大学サポート授業(計24時間
習を含む):

• 統合スキル課程

• 没入型の体験

• 学業のための英語

• 学業成功のスキル

• 学業サポート 

FIELTS 5.0で入学する学生のための最初の学期とIELTS 
4.5で入学する学生のための2番目の学期:

以下は、今学期に学習する課程についての詳細情報です。

+ 希望する専攻により、次の数学授業のう
ち1科目を選択:*

• ビジネス微積分(3単位)

• 基礎統計(3単位)

• 基礎微積分(4単位)

• 微積分1(4単位)

• ビジネス応用微積分(3単位) 

+ 大学サポート授業(計18時間の
学習を含む):

• 没入型の体験

• 学業のための中級英語

• 学業成功スキル

• 学業サポート 

IELTS 4.5 1学期

IELTS 4.5 2学期

IELTS 5.0 1学期

IELTS 5.5 1学期

サンフランシスコで生活する(1単位)

人々をここへと導くサンフランシスコ・ベイ

エリアの歴史的、地理的、環境的、社会

文化的、政治的な脈略について学びま

す。

1学年ライティング: 多国語使用者のグ

ローバル視点の人財Ⅰ(4単位)

多国語を使用する学生のための人財バー

ジョンの1学年のライティングセミナーの1

学期。大学の教科課程に必要な学問的

リーディングとライティング能力の開発に

重点を置きます。

*学生たちは、上の授業の中の１科目を受講するため
には、追加要求事項を満足していなければなりませ
ん。

学習する

課程

各自の学習の組み合
わせにより、サンフラン
シスコ州立大学での学
業の成果に役立つ社会
的、学業的、専門的ス
キルを学びます。
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最終学習期間:

次は、Pathwayプログラムの最後の学期に学習する課程についての詳細情報です。

1学年ライティング: 多国語使用者のグ

ローバル視点の人財Ⅱ(4単位)

学生たちは、1学期のこの授業でC以上の

評価を受けなければなりません。この授業

の2番目の学期には、英語の流暢性を向上

させるためにリーディングおよびライティン

グ戦略を再確認し、練習できる追加時間が

与えられます。

批判的思考および民族研究の経験

(3単位)

アメリカ内の民族/人種の集団の経験を

反映した資料を活用し、論証を理解して批

判し、構成する基本スキル

+ 次の一般教育課程のうち
        1～2科目を選択

• 口頭コミュニケーションの基礎

(3単位) 

•

•

ミクロ経済の分析概論(3単位)

外国人学生のためのアメリカの

歴史調査(3単位)

+ 大学サポート授業(計12～
14時間の学習を含む)

• 没入型の体験

• 学業のための高級英語

• 学業成功スキル

• 学業サポート 

*学生たちは、上の授業の中の１科目を受講するには、追加要求事項を満足していなければなりません。

大学サポート授業

大学サポート授業

学生たちは、アメリカの社会的、職業的、学

問的脈略から、日常的な英語のコミュニ

ケーションスキルを習得する能力を養いま

す。

学業のための英語

この課程は、アメリカの大学の期待事項に

従い、学業的成功のために必要な英語と

批判的思考能力を養います。

•

•

EAP High Intermediate: 最低IELTS 

5.0またはこれに相応するレベル

EAP Advanced: 最低IELTS 5.5また

はこれに相応するレベル

学業成功スキル

この課程は、アメリカの高等教育の環境とサ

ンフランシスコ州立大学のキャンパスでの成

功に必要な社会的、学業的、職業的スキルに

重点を置きます。

学業サポート

学生たちには、大きなグループよりも小グ

ループを作り、より容易に話し、考え、交流す

るよう勧めます。

没入型の体験

サンフランシスコ州立大学は、留学生全員が

本当の意味での没入型体験を楽しみ、個人

の成功と共同体の連携を養えるよう、多様な

裁量活動および特別活動を提供します。
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International Year Oneの学生に対

する要求事項

サンフランシスコ州立大学に入学するに

は、志願者は最低IELTS 4.5/TOEFL iBT 

45(または、これに相応するレベル)の英

語能力を立証しなければならず、38～41

ページに示されている学業入学基準を満

足しているか、超えなければなりません。

学生の最初の英語能力レベルに応じ

て、International Year Oneの課程も決定

されます。英語能力の点数がIELTS 5.0/

TOEFL iBT 50(または、これに相応するレ

ベル)の学生は、1年生の初期から標準単

位取得課程を受講することができ、これ

よりも点数が低い学生は、先に集中的な

英語教育課程を受講します(詳細内容

は、課程に関する前のセクションを参

照)。

英語の入学基準

次はサンフランシスコ州立

大学のInternational Year 

Oneの入学が許可される

英語能力試験とそのレベ

ルです。

または、次の国家で2年間英語で正規の授業を受けたことが証明できる志

願者は、サンフランシスコ州立大学のInternational First Yearの入学に必要

な英語能力試験が免除されます。

サンフランシスコ州立大学の編入

要件 – 2年生

International Year 1を終えてサンフラ

ンシスコ州立大学の2年生に入学するに

は、平均評点(GPA)は「C」(2.0)以上を獲

得し、最低18単位の履修に成功し、GPA 

2.0とENG 202でCRまたはC- 以上を獲

得し、英語能力を立証しなければなりま

せん。

International 
Year One

IELTS ELLT TOEFL IBT

3学期制 4.5 2 45

2学期制 5 3 50

アンティグア

オーストラリア

バハマ

バルバドス

ベリーズ

バミューダ

ボツワナ

カナダ

イギリス

ガンビア

ガーナ

グランドケイマン

グレナダ

アイルランド

ジャマイカ

ケニア

レソト

リベリア

マラウィ

ニュージーランド

ナイジェリア

北マリアナ諸島

パラオ

パプアニューギニア

スコットランド

シエラレオネ

南アフリカ

セントクリストファー·ネイビスセント

ルシア

セントビンセント及びグレナディーン諸島

エスワティニ王国タンザ
ニア
トリニダード・トバゴウガ
ンダ
アメリカ
ヴァージン諸島
ウェールズ
ザンビア
ジンバブエ

Correct at time of print- subject to change.

入学要件
International Year Oneに入学するために、志
願者は英語の能力と学業を修める
ために必要な最低要求事項を満足
していなければなりません。
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国家 GPA 2.5相当の国家

アルゼンチン 中等教育卒業 + 学業/成績/資格証明書(平均6.5点)

オーストラリア - オー

ストラリア首都特別区
12学年修了証 + 成績記録(平均C)

オーストラリア – ニュー

サウスウェールズ

12学年修了証 + 成績記録(バンド4または70 HSC)

オーストラリア – 
ノーザンテリトリー

オーストラリア -

クイーンズランド

オーストラリア – 
南オーストラリ

12学年修了証 + 成績記録(平均Cまたは14点)

12学年修了証 + 成績記録(平均Cまたは14点)

オーストラリア – タスマニア 12学年修了証 + 成績記録(SAまたは9点)

オーストラリア – ビクトリア 12学年修了証 + 成績記録(平均C)

12学年修了証 + 成績記録(平均C)

全中等教育の修了に成功(平均3点または70%)

バーレーン Tawjahiya Secondary School 修了証(平均60%)

バングラデシュ 高等中等学校修了証(HSC)(平均45%)

ボツワナ ボツワナの一般中等教育修了証(平均D)

ブラジル ブラジルの中等学校卒業証明書(7点)

ブルネイ 一般教育修了証 – 一般および高級レベル3等級優等

カンボジア バカロレアまたは中等教育証明書試験の結果(平均D)

カメルーン バカロレアまたは中等教育卒業証書(12点)

カナダ – アルバータ 12学年修了(65%)

カナダ – ブリティッ
シュコロンビア

12学年修了(73%)

カナダ – マニトバ 12学年修了(70%)

カナダ – ニューブラ
ンズウィック

12学年修了(70%)

カナダ - ニューファ

ンドランド·ラブラドール

12学年修了(65%)

国家 GPA 2.5相当の国家
カナダ – ノースウエ

スト準州

12学年修了(65%)

カナダ – ノバスコシア 12学年修了(70%)

カナダ – ヌナブト 12学年修了(65%)

カナダ – オンタリオ 12学年修了(70%)

カナダ – プリンスエド 12学年修了(70%)
ワード島

カナダ – ケベック 12学年修了(80%)

カナダ – サスカチュワン 12学年修了(70%)

12学年修了(73%)カナダ – ユーコン 

中東教育学業証明書(5点)

中国 高等学校卒業証明書(平均75%)

学士号(平均7.5点)

中等教育卒業(7点)

Tawjahiya Secondary School修了証(平均60%)

フィジー学校卒業証明書(Form 6)(5点)

一般学士(平均12点)

ガーナ 西部アフリカ高等学校修了証試験(平均C4)

ホンコン 最低レベル3からHKDSE全体平均

インド 全インド高等学校修了証 50%

インドネシア 平均等級が7のSMA 3

イラン Peesh-daneshgahii(予備大学) + 中等教育終了証明書(平均14点)

イスラエル Teudat Bagrut(平均7%または75%)

日本 高等学校卒業証書(平均3.5点)

ヨルダン Tawjahiya Secondary School 修了証(平均70%)

カザフスタン 資格証修了(平均75%)

ケニア ケニア中等教育修了証(KCSE)(平均C+)

大韓民国 人文系高等学校(高卒)(平均80%)

クウェート Tawjahiya Secondary School 修了証(平均80%)

上の内容は変更される場合があります。最新リストはサンフランシスコ州立大学ウェブサイトのInternational Year Oneをご参照ください。

サンフランシスコ州立大学の

International Year Oneの入学基準
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12学年修了証 + 成績記録(SA/HA(Sound Achievement/High Achievement)

オーストラリア – 
西オーストラリア

アゼルバイジャン

チリ

コロンビア

エクアドル

エジプト

フィジー

フランス



国家 GPA 2.5に相応する国家

ラオス Baccalaureat II(平均14点)

マカオ Form 6(最低平均評点60%)

マレーシア SPMC(平均C+または8/10)

マラウイ MSCE修了(平均6点)

モーリシャス GCE基準を参照

Certificado de Bachillerato(平均7.5点)メキシコ

モンゴル 12年制学校卒業証明書(Gerchilgee)(平均80%)

モロッコ バカロレア修了(平均12点)

ミャンマー 基礎教育高等学校試験(BEHSE): 最低合格点数達成

高等学校修了証(HSC)(平均60%)

WAEC/NECO/IGCSEC(平均Cの評点)

ネパール

ナイジェリア 

Tawjahiya Secondary School修了証(平均80%)

パキスタン 高等学校修了証(HSC)(平均50%)

パナマ 高等学校卒業状(平均81%)

ペルー Bachillerato Académic(平均12点)

フィリピン 高等学校修了証(平均85%)

カタール Tawjahiya Secondary School修了証(平均70%)

ロシア 中等教育修了証(平均3.5点)

Tawjahiya Secondary School修了証(平均75%)サウジアラビア

シンガポール GCE/OおよびAS/A レベルの要求事項を参照

南アフリカ共和国 国家高等学校修了証(平均4.5%または55%)

スリランカ GCE/OおよびAS/A レベルの要求事項を参照

スウェーデン Avgangsbetyg(平均D/C評点)

台湾 高等学校卒業証書(平均70%)

タンザニア ACSEE(平均D/4)

タイ Matayom VI(平均70%)

トルコ 高等学校卒業証書(平均70%)

アラブ首長国連邦 Tawjahiya Secondary School修了証(平均 80%)

ウガンダ ウガンダ教育証明書(平均6点)

ウクライナ 12点基準修了証 評点7点または5点基準修了証評点3点

イギリス GCE/OおよびAS/Aレベルの要求事項を参照

アメリカ 12学年修了(GPA 2.5点)

国家 GPA 2.5に相応する国家

ベトナム Bang Tot Nghlep Pho Thong Tung Hoc(中等学校修了証)(平均5.5点)

ザンビア ザンビア学校検定試験(平均4点)

ジンバブエ GCE: OおよびAS/A LEVEL 要求事項を参照

その他認められる資格

GCE: O レベル 最低5科目で最低評点C

IGCSE: 国際中等教育

一般修了証

最低5科目で最低評点C

GCE: AS/Aレベル 学部レベルの学業レベルとみなされるため、GPA 2.5点に相応する高等学校

GPAの外に、GPA 2.0点の要求事項を満足していて検討しなければならない(O

レベル、最低5科目で最低評点Cを受けなければならない)

IB IB ディプロマ終了(最低24点)

西アフリカ学校修了証 修了(最低C4)

上の内容は変更される場合があります。最新リストはサンフランシスコ州立大学ウェブサイトのInternational Year Oneをご参照ください。40 41
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INTERNATIONAL YEAR 1 – 学費

学期数 プログラム費用*

3学期制 4.5 入学 $26,100

2学期制 5.0 入学 $23,300

2学期制 5.5 以上入学 $20,500

*2022年現在の学費であり、毎年増額される場合があります。プログラム費用に関する最新情報は、サンフランシスコ州立大学ウェブサ

イトのInternational Year oneをご参照ください。サポート処理に関連する管理費用が賦課されます。

*学生により、実際の費用とは差があります。

生活費 

志願者の生活費は、学生寮、交通手

段、生活方式などの様々な要因により

異なります。参考までに、2021-2022年

度の9か月の平均生活費は$25,262程

度です。この金額には、食費、住居費、

本や物品、交通費、個人経費、健康保

険などの推定値が含まれます。表は参

考予想費用です。

生活費 * 金額
(アメリカドル)

住居費·食費 $18,270

本·物品 $1,076

個人経費 $2,632

交通費 $1,394

健康保険 $1,890

総生活費 $25,262

費用

* 空席がある場合は、遅く申し込んでも受け付ける場合があります。但し、この場合はビザの取得が遅れる場合があります。

**日付は変更される場合があります。最新リストはサンフランシスコ州立大学ウェブサイトのInternational Year oneをご参照く

ださい。

主要スケジュ〡ル** 

年度 開講 入学締切 サンフランシスコ
州立大学到着

オリエン
テ〡ション

授業初日

2022年 1月 11月15日月曜日

2022年 8月
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IELTS入学

5月15日日曜日

1月18日火曜日

8月15日月曜日

1月19日水曜日

8月16日火曜日

1月24日月曜日

8月22日木曜日



志願書を作成して現地の担当

者に提出してください。志願書

には関連するすべての成績証

明書と英語資格証明書の写し

を同封してください。

現在または以前の

米国ビザと

I20書類

有効な

パスポートの写し

資格証明書および成
績表原本の写し
(該当する場合は翻訳
公証を受ける)

連絡先
電子メール:

pathways@oxfordinternational.com

ウェブサイト:

oxfordinternational.com/

universities/san-francisco

英語能力証明

残高証明

志願方法

入学要件を満足していれば、
サンフランシスコ州立大学の
International Year Oneに志願
することは難しくありません。
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mailto:pathways%40oxfordinternational.com?subject=
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