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短期語学留学プログラム 
Center for English Language 
Program (CELP) では更に、ミネソタ州立
大学マンケート校にたくさんの生徒を募集す
るために、短期語学プログラムを設けていま
す。 
 
プログラムの内容とカリキュラム 
この機関では、ミネアポリス・セントポールか
ら短距離に位置する、この安全かつ小規模の
コミュニテイーにおいて、たくさんの生徒にア
メリカの文化を体験してもらえるようにプログ
ラムを発展させていきます。このプログラムは
生徒一人ひとりの必要条件（学習面・文化交
流において）に沿って構成されます。どの英語
のレベルであろうと、CELPはあなたのニーズ
に応えます。生徒たちは毎週２０時間の英語
の学習とスペシャルトピックのクラスで、あな
たの正規学部入学に必要なスピーキング・リ
スニング・リーディング・ライティング、グラマ
ーのスキルの向上を手助けします。 
 
ソーシャルイベント 
授業に加え、生徒たちはチュータリングセッシ
ョンにおいて、小規模グループで彼らのそれぞ
れの自国の文化とアメリカの文化を、ゲームや
アクティビティを通じて共有します。さらに、こ
の小規模グループで地元の美術館を訪れた
り、スポーツイベントを企画したり、ミネアポリ
スに小旅行に行ったり、たくさんの楽しいイベ
ントがあります。 
 
住宅と空港での出迎え 
ミネソタ州立大学マンケート校では学生寮に
加え、空港までの送り迎え、文化交流に着目
点を置き、最高のコンディションで生徒たち
がアメリカでの生活が経験できるように努め
ます。私たちの教訓である、“Big Ideas, real 
world thinking”を一緒に体現してみません
か？ 
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Center for English Language Programs

Intensive English Program 

IEPの生徒は、ミネソタ州立大学マンケート校への正規
入学への通過点として、条件付き入学が許されていま
す。IEPは、学部への正規入学を目指すための英語能力
の向上や異文化交流、また、学部に入るための準備の手
助けをします。更に、IEPの生徒は学部の一般教養のクラ
スを取ることにより、単位を得ることができます。すべて
のクラスで平均評価B以上を保ち、Advanced レベル
を無事に終えた生徒は、そのまま学部へ正規の学生とし
て入学することができます。また、IEPの生徒はTOEFL 
ITPで500点以上、またはTOEFL iBTで61点以上、もし
くはIELTSで5.5点以上を取ることにより、正規の学部
生になることができます。 

出願条件 

IEPプログラムへの出願には高等学校を卒業し（あるい
は同等の資格取得後）以下の条件を満たす必要があり
ます。 

1.  TOEFL iBT 20点以上60点以下　もしくは  
2.  TOEFL PBT 330点以上499点以下　もしくは  
3.  IELTS 3.5点以上5.0点以下 

学期 
• 秋学期：１６週間　８月から１２月 
• 春学期：１６週間１月から５月 
• 夏学期：１０週間　６月から８月

IEP Levels and Courses  
IEPレベルと授業内容 
アドバンスレベル
アドバンスレベルを終えた生徒はその後、正規入学の許可を得ます。
TOEFL iBT
TOEFL PBT
IELTS

54-60
480-499
5.0

４つの英語コース
- リーディングと単語
- ライティング
- リスニングとスピーキング
- グラマーまたはスペシャルト
ピック  

週/16
時間 *

一般教養 4 単
位/週

ハイ インターミディエートレベル
TOEFL iBT
TOEFL PBT
IELTS

47-53
455-479
4.5

5つの英語コース
- リーディングと単語
- ライティング
- グラマー
- リスニングとスピーキング
- スペシャルトピック

２０時
間/週

ロー インターミディエートレベル
TOEFL iBT
TOEFL PBT
IELTS

31-46
400-454
4.0

5つの英語コース
- リーディングと単語
- ライティング
- グラマー
- リスニングとスピーキング
- スペシャルトピック

２０時
間/週

ビギナーレベル
TOEFL iBT
TOEFL PBT
IELTS

20-30
340-399
3.5

5つの英語コース
- リーディングと単語
- ライティング
- グラマー
- リスニングとスピーキング
- スペシャルトピック

２０時
間/週

* これら４単位は生徒の正規入学後に、学位の単位として換算されます。

チューターサポート(マンツーマン) 
アメリカの大学には個別に勉強を教えてくれる“チューター”と呼ばれる先生が
います。マンケート校には苦手な科目の勉強や学校生活のサポートをマンツー
マンで行ってくれる、「チュータリングプログラム」があります。チューターは授
業の予習復習、宿題の手助けだけでなく、スピーキングのパートナーとして会
話の練習や、大学内でのイベントにあなたと一緒に参加したり、より一層充実
したキャンパスライフを送ることが出来ます。 

キャンパスライフ 
マンケート校でのキャンパスライフは、授業はもちろん、友人やクラスメートと
の交流、寮生活、ボランティア活動、サークル活動、スポーツやイベントなど様
々な刺激に満ち溢れています。これらを通して、アメリカ各地や世界中から集ま
る学生との交流は日本では経験できない貴重な体験となるでしょう。 
 
留学費用とIEP 授業料 
Intensive English Program (IEPプログラム) の授業料はとてもお手頃
です。他の大学とは違いIEPの生徒たちは他の正規留学生(学部生)や現地
の学生たちと同額の授業料で済みます。これは留学生に与えられるcultural 
contribution scholarship(返済不要の奨学金)によって、IEPの生徒たちも
同様に1年間で$7000もの授業料のコストを抑えることが出来ます。 
 留学費用 （奨学金を受けた場合）(１学期間・１６週間) 
a.   授業料 ( 奨学金付き)  アドバンスレベル $4,947 
     ハイ&ローインターミディエイト＆ビギナーレベル $4,560 
b.   IEPプログラム料 $500 
c.   滞在費（寮費・食費）  $4,215 
d.   健康保険料  $700 
e.   その他（生活費など）  $1,200 
      合計費用の目安（一学期）    
      アドバンスレベル $11,562 
     ハイ&ローインターミディエイトレベル $11,175 
 
注：2018年度の費用をもとに計算しています。授業料等金額はドルの変動に
よって変更されることがあります。 その他の生活費には教科書代や個人で使
う私費などが含まれています。

[‘Application Deadlines’]   願書受付期間 
 アメリカ国外から出願する場合 

 締切日 補足書類の最終受付日 

秋学期 ４月１日 ７月１日 

春学期 ９月１日 １１月１６日 
 アメリカ国内から出願する場合 

 締切日 補足書類の最終受付日 

秋学期 ６月１日 ８月１０日 

春学期 １１月１日 １２月２３日 
 IEPへの願書はhttp://mnsu.edu/admissions/international/apply.html  


