
                 

  

 

 

 

 

                                    

Pierce College （ピアスカレッジ）インターナショナルエデュケーション

国際的
な教育
集中英語プログラム (IEP)

准学士号大学編入ブログラム

高校卒業資格最短取得プログラム

短期のプログラム

www.pierce.ctc.edu/IE 

piercecollegeie piercecollegeie  piercecollegeie  piercecollegeie 

https://www.pierce.ctc.edu/ie
https://www.instagram.com/piercecollegeie/
https://twitter.com/PierceCollegeIE
https://www.facebook.com/piercecollegeie/
https://www.youtube.com/channel/UClJSnyk11Nde7yOGuz7xGXw/playlists
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Washington （ワシントン）州を満喫 

n Pierce College はワシントン州に n ワシントン州はプロのスポーツ
位置しています。この地域は自然の チームである Mariners (野球)
美しさ、清浄な環境、ハイテク経済 、Seahawks (アメリカンフットボー
により知られています。 ルl)、 Sounders (サッカー) の拠点 

n Microsoft、 Starbucks、 でもあります。 

Expedia、Alaska n 国立公園 (Mount
Airlines、Amazon、REIを始めとす Rainier、Olympic、North
る多くの企業がこの州に本社を置い Cascades)、太平洋沿岸、 
ています。 Cascade 山脈、雨林、河川など、自

然環境に恵まれています。

n Seattle、Tacoma、Olympia (州
都) の各市が当カレッジから車で1
時間以内に位置しています。

n カナダのVictoriaとVancouver
の両市、オレゴン州のPortland市、
そして太平洋まで車で4時間以内
です。 

n Seattle-Tacoma International
Airport （シアトルタコマ国際空港）
からアメリカ国内のほとんどの主要
都市へ直行便があります。

n 水上スポーツ、スノースポーツ、ハイ
キング、登山などの戸外リクリエーシ
ョンを楽しめる場所まで車で1～2
時間以内です。
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Pierce College Fort Steilacoom（フォート
ステイラクーム）校 および Puyallup

（ピュアラップ）校
1967年に創立された当カレッジは、 全米のコミュニテイ カレッジの
上位10パーセントにランクされています。 学業の優秀さと学生の成
果により米国内で高い評価を受けています。この正式に認可された
州立カレッジでは、准学士号、学士号、専門技術認定証明書、および
短期ブログラムを提供しています。

Pierce Collegeには2つの美しいキャンパスがあり、互いに30分の
距離にあります。 両キャンパスは複数のモダンな建物、自然を生かし
たランドスケープ、丘の上からの素晴らしい景観、そして大きな窓を特
長とし、卓越した学習の場を提供しています。各キャンパスは親しみや
すく、安全で快適な環境を推進しており、学生は一日中キャンパスに
留まり、快適なスタディエリア、選択肢の豊富なフードコート、学生ク
ラブ、音楽やスポーツイベントを楽しむことができます。

キャンパス内の施設  

nアメリカ国内有数の受章
歴のある図書館 

n最先端のコンピュータ
ー ラボ 

n新設の科学ビルディング

n無料インターネット 

n選択肢の豊富なフード
コート 

nテューターリングおよび
ライティングセンター 

nパフォーマンス シアター 

nフィットネス センター 

n科学ドーム（プラネタリ
ウム） 

数々の賞

Pierce Collegeは、権
威あるAspen institute
の評価により、アメリカ
国内のコミュニティ カレ ッ
ジのベストFIVEの一つとさ
れています。 

Pierce College
は、 Achieving the
Dream（学生たちがカ
レッジに留まり自分の
教育の目標に到達する
支援を行う組織）により、「
リーダー カレッジ」と命名されてい
ます。Pierce College は、学生の
成功に関してアメリカ国内で2番目
に高い栄誉である Leah Meyer 
Austin 賞を授賞しました。

「Pierceでの最後の年に私は志願したすべての4年制大学に合
格しました。その中には私の夢だったニューヨーク大学のビジネ
ススクールである Stern School of Businessがありました。
私はニューヨーク大学を最高位の賞を授賞して卒業し、 Wall 
Streetのいくつかの有名企業から雇用の申し出を受けました。
私が Pierce College で受けた教育のおかげでそれが可能に
なったのです。」 

Yotsaphon Sangnil
タイ国出身の、Pierce Collegeと New York大学の卒業生

 Pierce College の2016年の著名な同窓生 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 

 
   

 

学生生活

大学リーグおよび学内のスポーツ

Pierce Collegeは学生が学び、友人を作り、充実した学生生
活を体験できるよう多くの機会を用意しています。当カレッジ
の目標は、学業面での成功と学生生活の体験のバランスがと
れるよう、学生を支援することです。

キャンパスには、クラブその他の活動の場が豊富にあります。
以下はその例です。 

nサービス ラーニング プロジェクト  – 学生は貴重なボラン
ティア活動を体験し、社会人としての責任を学ぶ。

nスキー、スノーチューブ、ショッピング、観光、キャンプ、コン
サート、博物館見学など、多くの活動に参加する。

n Emerging Leaders Academy (ELA) が、学生のリーダ
ーシップ スキルの開発を支援。

nMulticultural Leadership Institute (MLI)（多文化リー
ダーシップ研究所）が、多様性についての認識を奨励。 

n全学生の選挙による学生自治会。

nバンド、合唱団、またはオーケストラに参加する。

n劇団での演技やデジタルの映画を製作する。

n全学生が大学のスポーツチームに入部するための選抜に
参加する。 

nスチューデント アンバサダー（学生大使）となって他の学
生を支援する。 

nインターナショナル 、太鼓と文化、日本のゲームと鑑賞、サ
ッカー、環境、著作、音楽と演劇、卓球、ビジネス、エンジニ
アリングなどの多様なクラブに参加する。

n K-Pop Club

Pierce Collegeでは、Fort Steilacoomと Puyallup 
colleges の両校の学生アスリートに、ワシントン州、オレゴ
ン州、カナダのブリティッシュ コロンビア州の36の大学から
成る非常に競争的なNorthwest Athletic Conference 
(NWAC) の大学間スポーツ競技に参加する機会を提供して
います。 Pierce College の全学生に対し、これらの競争的
なスポーツチームへの参加を歓迎しています。 

n 女子:　バスケットボール、ソフトボール、サッカー、バレー
ボール

n 男子:　野球、バスケットボール、サッカー



 

留学生事務局
によるサービス 

Pierce College留学生事務局では、世界中の

国々からの学生を歓迎しています。当事務局は、

学生が勉学、専門分野、そして人生の目標に成

果を上げる機会を持てるよう、可能な限りのサ

ービスと支援を提供することに専心しています。

当事務局のスタッフはグローバルな意識をもち、

全従業員が国際的な環境で住み、働き、勉強し

た経験があります。当事務局では、一人一人の

学生が独特であり、新しい棲家や

アメリカでのカレッジへの通学

に順応する際に助力を必要と

する場合があることを理解して

います。

Pierce Collegeに入学する

と、当カレッジではその学生を

Pierceファミリーの一員

として歓迎します。当

カレッジでは、各

学生が自分の

夢を達成する

ことができ

るよう指導

および支援

を行うこと

を目標とし

ています。

サービス内容は以下のとおりです。 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

申請、入学、ビザ取得プロセスにおける段階的な個別ガイ
ダンス

空港での出迎え (指定された日時は無料)

オリエンテーションおよび歓迎パーティ

Center for Global Scholars Residence Hall（学生寮）
とホームステイへの住居の斡旋

キャンパス内外での楽しい活動や遠足

4年制大学への編入についての詳しい助言を含めた学業お
よび個人生活面での個別指導

提携大学への条件付き入学の保証

優秀な学生に対する特別の表彰

出会い、友情を育み、人間関係を築く機会

成功のためのワークショップや学習の機会

在学生のための奨学金制度、およびキャリア体験の機会 

1 

2 

3 

4

スチューデント アンバサダー（学生大使）奨学金がありま
す。

学生は留学生事務局を通じて学術奨学金を申請すること
ができます。

学生はキャンパス内の仕事に応募し、週に20時間まで働く
ことができます。

当事務局では、学生が興味を示すような様々な内容のワー
クショップを提供しています。 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

集中英語プログラム (IEP)

Pierce Collegeでの私の最初の授業は英
語集中プログラムでした。素晴らしい先生た
ちのおかげで、私の受けたすべての授業はと
ても楽しかったです。私は会話パートナー プ
ログラムも大好きでした。アメリカ人の学生
と出会っておしゃべりができ、英語を速く学
ぶのに役立ちました。今では英語を話す自信
がつきました。” 

Thi Nguyen, ベトナム出身
集中英語プログラム学生

Pierce Collegeの集中英語プログラムは英語を短期間で学び、
TOEFL やIELTSの得点なしで当カレッジの学術プログラムに入学でき
る素晴らしい方法です。

提供内容は以下のとおりです 

n 集中英語プログラム（IEP） 終了後にPierce Collegeの学術コース
への入学が保証されています。

n ローリングアドミッション:  IEP または学術プログラムに入学する機
会が年に4回あります。 

n 初心者から上級者までの4つのレベルに分かれたプログラムです。

n 週に20時間の教室での授業があります。

nリーディング（読解）、ライティング（著述）、リスニング、スピーキング、
文法の学術英語の授業を行っています。

n 少人数クラス: 学生数は1クラスに20人以下、平均では12人～14人
です。 

n 関連分野の修士号をもつ、経験のあるESL インストラクターが指導
します。 

n 学生はキャンパス内の全施設にアクセスできます。

n 地域の名所への遠足や楽しい活動がプログラムに含まれています。

n 人気のある会話パートナー プログラムでアメリカ人学生と友達にな
れます。 

n テユータリング センターでは、授業についての無料の支援を行ってい
ます。

短期プログラム

当カレッジでは4週間の集中英語プログラムとカレッジ サクセスプログ
ラムを毎年提供しています。



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

  

    

 

准学士号（短期大学学位）と、 4
年制大学への編入プログラム
学生は、2年間の准学士号課程を修了するか、当カレッジが条件付き入学を保証している4年制の提携
大学への編入、または自身で選んだ大学への申請の前に一般的な学位要件を満たすかのいずれかを選
択することができます。

学習分野
以下は、4年制大学へ進む場合の専攻科目です。 

n人類学
n考古学
n芸術 
n天文学
n大気科学
n生物学
nビジネス編入 
n会計学
n管理学
n財政学
n経営学

n化学
nコミュニケーション研究 
n施工管理
n刑事司法
nデジタル デザイン 
nデジタル フイルム 
nドラマ 
n経済学
n教育学
nエンジニアリング 
n航空工学
n生体工学
n化学工学
n土木工学
n計算機工学
n電気工学
n環境工学
n生産管理工学
n材料工学
n機械工学

n英語
n環境科学
n外国語
nアメリカ式手話 
nフランス語 
n韓国語
nスペイン語 

n地理学
n地学
n保健衛生教育およびウエ
ルネス（健康増進）

n健康科学
n歯学部進学過程
n医学部進学過程
n看護学部進学過程
n作業療法学部進学過程
n薬学部進学過程
n物理療法学部進学過程

n歴史学
n人文学
nヒューマンサービスおよび

薬物乱用
nジャーナリズム 
n運動療法学
n法学 (進学過程)
n数学
n微生物学
n音楽
n海洋学
n哲学
n体育
n物理学
n政治学
n心理学
n社会福祉/

精神衛生
n社会学

当カレッジ推奨の
学士プログラム
(特別な入学要件およ
び制限があります) 

n幼児教育学
n歯科衛生学
n国土安全保障

Recent Pierce College International graduates have transferred to 

top universities throughout the USA, including: 

n University of Washington

n University of Massachusetts

n Columbia University

n New York University

n Purdue University

n University of Wisconsin

n Pepperdine University

n University of Florida

n University of Illinois

n Rutgers University

n University of Michigan

n Portland State University

n Indiana University
n Arizona State University

n University of California at

Davis / San Diego / Irvine

Los Angeles / Berkeley

「私は2018年、コロ
ンビア大学
に合格しました。」 

Joshua 

Ryu, Hong Jae

「私は2018年、 Purdue 
University （パデュー大学）
に合格しました。」 

Jay 

Choi, Ji-Hyung 

Transfer Partners
Our partner universities will offer conditional guaranteed admission 
to Pierce College students, allowing them to transfer as third-year 
students. For certain majors, additional admissions requirements 
apply. 
n Arizona State University
n Central Washington University
n City University (Seattle)

n Concordia Univesrity
n Evergreen State College
n Johnson & Wales University
n Lewis-Clark State College
nMontana State University
n Pacific Lutheran University
n Portland State University
n State University of New York - 

Plattsburgh

n University of Colorado - Colorado 
Springs

n University of Colorado - Denver
n University of Nevada, Reno
n University of Oregon
n University of Washington Tacoma
n University of Wisconsin - Stout
nWashington State University
nWhitworth University
nWestern Washington University



 

 

 

高校卒業資格短期取得
国際プログラム 
国際留学生は、出身国で高等学校卒業証書を持たず、授業の開始までに年齢が16歳以上に達する場
合は、高等学校の課程をPierce Collegeで修了することができます。

高校卒業資格短期取得プログラムには主な利点が2つあります。

時間とお金の節約
国際短期プログラムの学生は、高校の課程を修了する前にカレッジ課程をスタートできます。同プロ
グラムの学生は、Washington州の高校卒業証書を取得しつつ、同時に准学士へ向けてのカレッジで
の単位を取得することができます。

成功のための準備
4年制の大学に出席する前に、学生は重要な学習スキルを学び、アメリカの教育システムに順応し、ア
メリカの文化について学びます。

プログラムの期間の長さは、学生の英語のレベルと高校の成績によります。一人一人の
学生は状況が異なりますが、多くの学生が2年から2年半の間にプログラムを修
了し、

1 

2 

「高校卒業資格取得プログラムのおか
私は高校卒業証書と准学士号の両

方を非常に速く取得でき、その後大学に
進んで学士課程を修了できます。実際、私
は George Mason University（ジョージ

に合格したところで、そこで
学士課程を修了する予定です!」 

その後学士の取得を目指して4年制大学に編入します。 

げで、

メイソン大学）

Erim Pala, トルコ出身
高校卒業資格取得プロ
グラム



 

 

 

  
 

 

 

 
 

 

  
 
 
 

 
 
 

   
   

 

  

 

 

  
部屋および一日2食付き : 月額 650ドル

詳細は、ハウジングについての以下のウェブサ
イトを参照してください。 
www.pierce.ctc.edu/ie-housing

学生寮料金
3人部屋: 月額 567ドル
2人部屋: 月額 700ドル
1人部屋: 月額 867ドル 

nスタディルーム（学習
室） 

n敷地内の洗濯室
nテレビ /ゲームルーム 
n公共交通機関への便
   利なアクセス

住居の選択肢 
当カレッジの学生寮に住むか、当カレッジのホームステイ ファミリーと共に住むかの選択肢があります。
いずれの選択肢にも、友人を作り、英語を練習し、アメリカの文化を学習する機会があります。 

Residence Hall Center for Global 
Scholars (CGS)（学生寮センター）
独立心を養い、学業の成功にフォーカスし、楽しいイベントに
参加し、世界中から集まった学生たちとの友情を育むことに
より文化的な素養を構築します。学生は鍵でアクセスできる
安全な寮に住み、常駐のスタッフにより十分な支援を受けら
れます。

CGSでの生活には以下 全室に以下が含まれます。 
が含まれます。 

nツインサイズ（一人用）ベッド
nインターネット アク 

nミニ冷蔵庫
セス 

nワードローブ（洋服収納キャビ
n共同キッチン ネット） 

n 机と椅子
n Wi-Fiインターネット

ホームステイ
アメリカ人の家族と同居することによりアメリカの文化と生
活を学べます。ホームステイの生活では、異文化間の交流と
生涯を通じての友情を育むことにフォーカスします。学生は
毎月、ホストファミリーに、住居費に充てるための費用を支払
います。

全家庭には以下が含まれます。 
nベッドおよび寝具（シーツ、毛布、枕など） 
n机およびランプ 
n学生の成功を支える好意的な環境
n公共交通機関で通学可能なキャンパスに近い場所
nWi-Fiインターネット

ホームステイ料金
食事なし部屋のみ: 月額 500ドル

https://www.pierce.ctc.edu/ie-housing


 

 

   

    
   

    

    

    

    

    

    

 
 

Pierce Collegeに入学するまでの過程 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Pierce Collegeにはいつでも入学申請ができます。特別な “優先申込日付” はビザを取得し、渡米し、住居の最良の選
択肢を選ぶために十分な時間があるよう、特定の「優先申請日」を設けています。

入学に最適な時期を選んでください。毎年4通りの授業開始日を設けています (下のチャートを参照してください)。

申請書が完全であれば、申請から48時間以内に入学許可を受け取れます。

DHLの配達でI-20フォームを受け取り、SEVIS 料金を支払い、あなたの国のアメリカ大使館でビザのための面接を予
約してください。

住居の申込をして下さい。

授業開始の1週間前までに米国に到着するよう、航空券を購入してください。

空港での出迎えを手配してください (当カレッジ指定の優先日に到着する場合にのみ無料です。申請時にお尋ねくださ
い。)

空港での出迎えのあと住居に到着し、新しい家で落ち着いてください。

学術コースまたは集中英語プログラムのクラス分けテストを受けたあと、登録してください。

必須のオリエンテーション、そして歓迎パーティに参加し、クラブや活動に仲間入りし、友人を作ってください。

授業料を支払い授業出席を開始してください。 

Open start dates 

2021~2022 学年度 の推定費用
集中英語プログラム(IEP) 学術プログラム

四半期ごと 一学年期 四半期ごと 一学年期 
(3 か月 ) (9 か月 ) (3 か月)　　　(9 か月 )

授業料および諸 費用 * $2,750 $8,250 $3,417 $10,250

 書籍および 教材 $250 $750 $300 $900

健康保険 $341 $1,023 $341 $1,023

住居費および食費$650/月 $5,850 $1,950 $5,850

個人支出 $750 $2,250 $750 $2,250

合計 (推定) $6,041 USD $18,123 USD $6,758 USD $20,273 USD

*学術プログラムの授業料および諸費用は15単位を基本としています。 正確な費用は単位の取得数により異なります。
*Pierce Collegeは、州または当カレッジの規則およびポリシーに順じて、通知なしに任意の費用を変更する権利を保有します。

Spring 2021 - April 

Summer 2021 - July 

Fall 2021 - September 

Winter 2022 - January 

Spring 2022 - April

$1,950



  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

申請方法 

1 

2 

3 

4 

私共では、Pierce Collegeへの入学申請をできるだけ簡単にすることを目標としています。申請過程において質
問がある場合は、ぜひ international@pierce.ctc.edu までEメールにて連絡してください。一営業日以内に
返答いたします。完全な申請書の送付についての心配はいりません。申請書に不備があった場合は、申請手続き

が完了するようお手伝いします

申請用紙に記入してください。
こちらのウエブサイトにあります:  www.pierce.ctc.edu/ie-apply

必要書類を揃えてください。 

nパスポートのコピー 

nカレッジの場合は at least $20,500 USD or $18,000 米ドル、集中英語プログラム（IEP）の場合は 米ドル
の残額を示す公式の銀行預金残高証明書

n非公式の成績証明書

n学術プログラムへの直接入学または集中英語プログラム（IEP）への入学を希望する場合は、高校の
卒業証明書、もしくはカレッジまたは大学の出席証明書を提出してください。

n高校短期卒業資格取得プログラムを希望する場合は

英語に翻訳された高校の成績証明書（中学3年生以降、または14歳以降のもの）を提出してください。

n大学入学希望の場合は英語能力の証明: TOEFL 61 点または IELTS 5.5点  英検2級A、GTEC IBT 
1050点、ELS 109点、EF B2-3も受け付けます（その他の選択肢については、当カレッジ ウエブサイトを確認
してください。） 
集中英語プログラム（IEP）に申し込む場合は、英語力についての要件はありません。 

申請書と必要書類をEメールにて international@pierce.ctc.eduまで送付してください。

手続きおよび郵送の費 用 ($50) — 支払い方法を送付します。

入学許可書とビザ申請用の書類 (I-20) は翌営業日に郵送します。

ビザ申請の面接の要領、住居の申込書、オリエンテーションのスケジュールとともに、Pierce Collegeへの入学
のための次のステップについての指示を送付します。 

5 

6 

mailto:international@pierce.ctc.edu
https://www.pierce.ctc.edu/ie-apply
mailto:international@pierce.ctc.edu


 

 

 

オンラインで今すぐお申込みください ! 
www.pierce.ctc.edu/ie-apply

詳細は当カレッジウエブサイトを参照し
てください。 
www.pierce.ctc.edu/IE

こちらまでいつでもご連絡ください。 
Email: international@pierce.ctc.edu

電話: 253-964-6229

ファックス :  253-964-6256

所在地 
Pierce College International Education Office 

9401 Farwest Drive SW 

Lakewood, Washington 98498-1999, USA 

#YouAreWelcomeHere

Pierce College はそのプログラムおよび活動において、人種、肌の色、国籍、年齢、知覚されたまたは実際の身体または精神の障害、妊娠、遺伝情報、性別、
性的指向、性同一性、結婚暦、信条、宗教、退役経験の有無または軍籍、訓練を受けた盲導犬またはサービスアニマルの使用による差別はしません。コンプラ
イアンスについてのお問い合わせは、 Pierce College District Title IX Coordinator（253-964-6519 | 9401 Farwest Drive SW , Lakewood WA 
98498）までお問い合わせください。

Pierce Collegeは公平性、多様性、包含性にコミットするとともに、障害をもつ人が補助設備やサービスがないために除外されたり、アクセスを拒否されるこ
とのないことを保証しています。当カレッジでは、その主催する全活動について、穏当な施設や手段を提供しています。施設や手段の必要が予想される場合、ま
たは提供される身体的なアクセスについて質問がある場合は、Access & Disability Services（ 253-964-6468 or ADS@pierce.ctc.edu）までお問い
合わせください。イベントの2週間前までに通知していただければ最も効果的な方法でご要望に沿えることと思います。

ソーシャルメディアで Pierce College
をフォローしてください。 

piercecollegeIE piercecollegeIE 

piercecollegeIE PiercecollegeIE 
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https://www.pierce.ctc.edu/ie-apply
mailto:international@pierce.ctc.edu
https://twitter.com/PierceCollegeIE
https://www.facebook.com/piercecollegeie/
https://www.instagram.com/piercecollegeie/
https://www.youtube.com/channel/UClJSnyk11Nde7yOGuz7xGXw/playlists
https://www.pierce.ctc.edu/ie
mailto:ADS@pierce.ctc.edu
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