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南カリフォルニア大学は世界トップレベルの私立の研究
大学で、アメリカ国内でも多様で優秀な学生と教員が集
まっていることで知られています。また長期にわたる多
数の留学生の受け入れ、環太平洋大学協会の設立者とし
て、USCは今日の世界的な課題は明日の最先端の研究
課題として取り組んでいます。

»	プレマスタープログラムは、留学生がTOEFLやIELTS
を受験する必要が無く、GREやGMATを受験する前
に、USCの大学院へ条件付きで入学を許可されるプログ
ラムです。

»	アンダーグラデュエイト準備プログラムは、世界に通用
するTOEFL/IELTSとSATの準備、USC入試スタッフによ
るサポート、アメリカ国外の高校を卒業した学生がUSC
やアメリカのトップスクールに入学するためのカリキュラ
ムを提供します。

»	マスター準備プログラム は、プレマスタープログラムと
アンダーグラデュエイト準備プログラムの優れた点を
備えています。一流の大学院プログラムに合格し良い成
績を収めるという高い目標を目指している大学院生が
TOEFL/IELTSやGRE/GMATで最高の結果を出せるよう
なカリキュラムを提供しています。

»	英語集中プログラム は、アカデミックやキャリアの向上
のための個別の英語教育を提供しています。年間を通じ
て、６回の入学日を設けています。

アメリカ国内のトップスクールで、このようなプログラム
を提供している大学は他にありません。USCの改革の力
を経験することによって、考えを正しく表現し、境界を超
えた知識を探求し、アメリカでの学生生活を成功に導く
方法を身につけることができます。

トップクラスの教育、個別の準備
 南カリフォルニア大学は世界トップレベルの私立の研究大学で、アメリカ国内でも多様で優秀な  
 学生と教員が集まっていることで知られています。また長期にわたる多数の留学生の受け入れ、
 環太平洋大学協会の創立者の一員として、USCは今日の世界的な課題は明日の最先端の 研究 課
 題として取り組んでいます。
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	 著名な教授陣、画期的な研究
USCの教授陣は、社会が直面している重要案件を画期
的な研究で解決しようと試みています。研究結果は、ノ
ーベル賞、全米芸術勲章、全米人文科学勲章、全米科
学勲章、全米技術勲章、マッカーサー賞を受賞し、教授
陣は全米科学アカデミー、全米技術アカデミー、全米医
学研究所の会員になっています。

USCには連邦政府からの資金援助で設立された研究機
関が多くあり、研究者はそこで研究を進めています。下
記研究結果はUSCの研究機関で発見されたものの一部
です。
• HIVとA型インフルエンザの抗ウイルス薬
• 世界で使われているドメイン・ネーム・システム
 (DNS)とインターネットプロトコル
• 脅威の認識とローカリゼーションのスマートセン
 サー
• 大量虐殺生存者の供述の保存

• 失明者の視力を回復する人工器官
• 科学反応の研究で現在必須なコンピューター・シミュ

レーションの陰にある基本原理

	 世界に与える影響
• USCは留学生の在籍数でアメリカ国内でトップクラス
• 世界中に生涯にわたる30万人を超える同窓生のネット

ワーク
• 環太平洋大学協会の設立者の一員
• インターナショナルオフィスが、北京、香港、メキシコ
    シティー、ムンバイ、サンパウロ、ソウル、上海、台北
    にあり、入学案内、協定校、交換留学のサポートを行
    っている
• 75以上の同窓会組織が世界中にあり、主な所在地は
   バンコク、北京、ドバイ、香港、イスタンブール、ジャ
   カルタ、メキシコシティー、パリ、広州・香港・マカオ
   エリア、サウジアラビア、サンパウロ、ソウル、上海、台
    北、東京

最高の教育機関、最高の教育環境
南カリフォルニア大学は、世界に誇る芸術、テクノロジー、国際貿易の中心にあり、私立の研究大
学して、また新しいエリアの知識、芸術、イノベーションの研究機関としてトップランクに位置して
います。USCでは、いろいろな視点に出会い、新たな文化に触れ、あらゆる分野に大きな影響を与
える研究者や専門家と共同研究をする機会を提供しています。

	 USCの概要

1880	 設立

ロサンゼルス	 立地

19,000	 学部生の在籍数

24,000	 大学院生	/	研究課程生の在籍数

10,300	 留学生の在籍数

9:1	 学生と教員の比率

300,000+	 世界のUSC同窓生数

300+	 研究分野

42億ドル	 年間予算

Student numbers rounded to nearest 500
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トップランクの学部

USCの様々なプログラムは各分野でトップ
やランキン上位に位置しています。その他情
報はウェブサイトにてご確認ください。

文理学
会計学
建築学
芸術・デザイン
ビジネス
映画
コミュニケーション・ジャーナリズム
ダンス
歯学
ドラマ・芸術
教育
工学
老年学
法律
医学
音楽
作業療法
薬学
理学療法
公共政策
ソーシャルワーク

	 トロージャン	ネットーワーク
	 30万人以上の卒業生は、世界規模でつながりが強い同

窓会ネットワークを築いています。卒業後は、世界のビ
ジネス界のリーダー、政府の高官、ハリウッドの名士、オ
リンピックのゴールドメダリストと共に世界の将来を担
うトロージャンファミリーの一員となります。. 

“卒業したその日から、USC同窓会はあなたをサポート
します。言い換えれば、あなたも卒業生として、他の卒
業生をサポートすることを期待されています。	
	 –  ハーヴィ・マッケイ、ベストセラー作家、DIG YOUR 

WELL BEFORE YOU'RE THIRSTYの著者

	 主な卒業生
ニール・アームストロン
グ、宇宙飛行士で、人類史
上最初に月を歩行

ワンダ・オースティン、
アエロスペース社の社長
兼CEO

ヤンホ・チョウ、大韓航空
の会長兼CEO

シェンユ・フウ、シノペック
社の会長

フランク・ゲーリー、建築
部門のピューリツァー賞受
賞、ディズニーコンサートホ
ールのデザインも手がけた

バーロン・ヒルトン、ヒル
トンホテルチェーンの会長

ミン・シー、コジェント社の
CEO、社長兼会長

ハイファ・レダ・ジャマラ
ライル、サウジアラビアのエ
ッファト女子大学の学長

ヨンフン・カン、大韓民国
の前首相

レイ・R・イラニ、オキシデ
ンタル石油の前会長兼CEO

ジェラルディン・ナッズ、
ロサンゼルス港の前事務
局長

ジョージ・ルーカス、スタ
ーウォーズやインディ・ジョ
ーズの映画監督

ケビン・ツジハラ、ワーナ
ーブラザーズエンターテイメ
ントのCEO

アンドリュー・ヴィテル
ビ、クヮルコムの創立者、
ヴィテルビアルゴリズムの
発明者

ウィリアム・ワン、ヴィジオ
の創立者CEO
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»	 TOEFLやIELTSを受験すること無く、GREやGMATを受
験する前に、USCの大学院へ条件付きで入学できます。
USCインターナショナルアカデミーのプレマスタープログ
ラムでは、優秀な留学生でTOEFL/IELTSやGRE/GMATの
スコアが足りない場合でも、プレマスタープログラムを
修了し、必要なGRE/GMATのスコアを取得すれば、USC
の大学院プログラムに入学することができます。

»	 目標のGRE/GMATスコアを世界トップクラスの授業で
達成できます。
		   結果に裏打ちされた教授法と優秀な講師が、GRE/

GMATの目標スコアに到達するようサポートします。集中
テスト対策講座では、テスト対策とテスト演習等を行い
ます。また、１回のGRE/GMATのテスト費用が無料とな
ります。

»	 条件付で合格した大学院プログラムの教授からアドバ
イスがもらえます。
USCの教員・アドバイザーは、学生の目標や研究したい
分野が実現するようにサポートします。当プログラムに
入学し、早い段階でアドバイザーとの関係を築くことで、
大学院で実力を発揮することができます。

»	 USCでベストパフォーマンスを収めるためのスキルを身
につけられます。
大学院へ入学することは、刺激的でやりがいを感じられ
ます。プレマスターコースでは、アメリカの学風、大学で
期待されるパフォーマンス、教科書の読解と内容へのク
リティカルシンキング、効果的な書き方とスピーチの仕
方を身につけることでスムーズに大学院に移行できるよ
うになります。

プログラムは２つのパートに分かれていています。個人
のレベルに合わせた一般分野の読み・書きのコース、専
攻に関係するテーマや項目を紹介するコースです。

プレマスタープログラム
英語力、学力、テストスコア、大学院で必要なスキルを伸ばしながら、USCの厳選された大学院プ
ログラムに入学できます。

P-M
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» USC大学院入学へ

大学院プログラムプレマスタープログラムAPPLY

合否判定には6〜8週間かかります。
» 合格の場合は、入学手続きをしてください。
» 不合格の場合は、マスター準備プログラムをお考えください。

*  TOEFLやIELTSを受験していない場合は、USCインターナショナルアカデミーのオフィスで、英語検定試験を受験する必要があります。

英語レベルによって、１または２セメスターをプレマスタープログラムで
学びます。

□ オンラインで願書の提出
□ 必要な書類をアップロードして提出
□ 願書申請料の支払い
□ 英語テストのスコアの提出(必要な場合）

願書を提出

どのような学生向けですか？
プレマスタープログラムは下記のような留学生向
けです。
□  USCで大学院に進みたい
□  大学院の入学に必要な学歴がある
□ TOEFLやIELTS、GREやGMATをまだ受験してい
      ない

どのような勉強をしますか？
• GREやGMATの試験対策
• 大学院レベルのライティング
• 大学院レベルのリスニングとスピーキング
• 大学院レベルのコミュニケーション スキル
• 大学院レベルのリーディングと語彙の構築
• 大学院プログラムで必要なリサーチ方法

プレマスタープログラムへ入学するには？
□  文部科学省が認定している4年制の大学からの
      学士号で、その学士号がアメリカの学士号と同 
      等のこと
□  アメリカの成績評価値で4.0中3.0以上の成績平
      均値*
□  中上級レベルの英語力**
  (TOEFL iBT 61/IELTS 5.5または、TOEFL iBT 75/
      IELTS 6。必要なスコアはプログラムによる。）
    * 条件を満たしている場合でも、入学は保証できかねま

す。
 ** TOEFLやIELTSを受験していない場合は、英語力が必要

条件を満たしているか確認するため、インターナショナ
ルアカデミーの英語検定試験を、インターナショナルア
カデミーのオフィスで受験する必要があります。必要条
件を満たしていない場合は、プレマスタープログラムの
開始前に英語コースやゲートウェイコースを履修するこ
とができます。詳細についてはウェブサイトでご確認く
ださい。

大学院に入学する条件は？
□  プレマスタープログラムの成績の平均がB以上、
      かつC以下の評価が無いこと。
□  GRE/GMATの対策コースを修了し、希望の修士
      プログラムが必要としているスコアを取得して
      いること。

プレマスタープログラムで入学に必要な条件
を満たした留学生は、50以上のトップランク
の大学院プログラムに進むことができます。
大学院プログラムには多岐にわたる分野があ
り、ビジネス、工学、コンピュータサイエンス、
医学、建築などを学ぶことができます。詳細
につては、international.usc.edu でご確認く
ださい。



»	 USCの入試担当者よりアドバイスを受けられます。
USCの入試カウンセラーチームより特別にサポートを受
けられ、出願の書き方についての特別な情報を入手でき
ます。カウンセラーは、学校の選択、出願、合格までサポ
ートします。

» 12単位までUSCへ単位を移行できます。
入学前に大学のクラスを取ることによって、単位を取得
することができます。このクラスはUSCや提携校での必
須科目です。

»	 目標のTOEFL	/	IELTSやSATのスコアを達成できます。
毎週、経験豊かな教授陣より語彙、リーディング、ライテ
ィング、スピーキング、TOEFL / IELTSやSATのテスト対策
が学べます。初回のテストは無料で受験できます。

» アカデミックな環境、大学レベルの英語に親しむこと
ができます。
アンダーグラデュエイト準備コースでは、アメリカの大
学の基礎レベルから上級レベルまでの知識を身につける
ことができます。

アンダーグラデュエイト準備プログラム
アンダーグラデュエイト準備プログラムで学ぶことで、USCや他のアメリカのトップスクールに合格
する可能性が広がります。テスト対策とアカデミックサポートを組み合わせることによって、大学に
合格するだけでなく、大学で最高のパフォーマンスを発揮できるようになります。

UP

どのような学生向けですか？
アンダーグラデュエイト準備プログラムは下記の
ような留学生向けです。
□  高校を卒業していること
□  アメリカで大学に進学したい
□  TOEFL / IELTSやSATで高いスコアを出したい
□  出願のためのアカデミックレベルの英語やサポ 
      ートが必要で、大学生活の準備をしたい

どのような勉強をしますか？
• TOEFL / IELTSやSATの試験対策
• 大学レベルのライティングと文法
• 大学レベルのリーディングと語彙
• 大学レベルのリスニングとスピーキング
• 大学共同体と比較文化
• 大学レベルの勉強法、リサーチの仕方、コミュニ

ケーションスキル
• 大学への出願法
• ＋USCの単位が取得できるコース

アンダーグラデュエイト準備プログラムへ入学す
るには？
□  高校の卒業証書、または高校在学生は3年の１
      学期が修了していること
□  中上級レベルの英語力*
      (TOEFL iBT 61 / IELTS 5.5以上）
 *    TOEFLやIELTSを受験していない場合は、英語力が必要

条件を満たしているか確認するため、インターナショナ
ルアカデミーの英語検定試験を、インターナショナルア
カデミーのオフィスで受験する必要があります。必要条
件を満たしていない場合は、アンダーグラデュエイト準
備プログラムの開始前に英語コースやゲートウェイコー
スを履修することができます。詳細についてはウェブサ
イトでご確認ください。
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どのような学生向けですか？
マスター準備プログラムは下記のような留学生向
けです。
□  アメリカで大学院に進学したい
□  TOEFLやIELTS、GREやGMATをまだ受験してい
      ない（または希望大学の入学基準のスコアに達
      していない場合）

どのような勉強をしますか？
プレマスタープログラムと同じカリキュラム
に、TOEFLやIELTSの試験対策を履修します。(PMコ
ースにつきましては５ページを参照してください。）

マスター準備プログラムへ入学するには？
□  文部科学省が認定している4年制の大学からの
      学士号で、その学士号がアメリカの学士号と同
      等のこと
□  中上級レベルの英語力**
      (TOEFL iBT 61 / IELTS 5.5以上）
 * 条件を満たしている場合でも、入学は保証できかねま

す。
  ** TOEFLやIELTSを受験していない場合は、英語力が必要

条件を満たしているか確認するため、インターナショナ
ルアカデミーの英語検定試験を、インターナショナルア
カデミーのオフィスで受験する必要があります。必要条
件を満たしていない場合は、マスター準備プログラムの
開始前に英語コースやゲートウェイコースを履修するこ
とができます。詳細についてはウェブサイトでご確認く
ださい。

»	 目標のTOEFL	/	IELTSやGMAT	/	GRE	のスコアを達成で
きます。
結果に裏打ちされた教授法と優秀な講師が、TOEFL/
IELTSやGRE/GMATの目標スコアに到達するようサポー
トします。集中テスト対策講座では、テスト対策とテスト
演習等を行います。また、１回目のテスト費用が無料と
なります。

»	 USCアドバイザーのサポートで大学院への出願準備が
できます。
USCの入試アドバイザーは、学生の目標や研究したい分
野が実現するようにサポートします。また試験対策、ス
ケジュール管理、エッセイやインタビューの対策もサポ
ートします。

マスター準備プログラム
マスター準備プログラムでは、世界に通用するテスト対策、英語教材、USCの入試アドバイザーから
のサポートを提供し、アメリカ国内のご希望の大学院への出願をサポートします。英語力を身に付
け、より良いテストスコアを出すことができます。また、大学院で必要なクリティカルシンキング、リ
サーチスキルをUSCの教授陣から学ぶことができます。

MP
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どのような学生向けですか？
英語集中プログラムは下記のような留学生と社会
人向けです。
□  英語を更に学びたい
□  入学日程を選びたい
□  インターナショナルアカデミーの留学準備プロ
      グラムに入学したい、または目的のために英語力
      を伸ばしたい

どのような勉強をしますか？
• リーディング（学術、文学、リサーチ）
• エッセイの書き方
• スピーキング
• 語彙
• 発音
• リスニング
• プレゼンテーションとデータベース
• 学術研究のスキル

英語集中プログラムに入学するには？
□  入学時に17歳以上のこと
□  F-1学生ビザを取得すること（合格時にビザ申請
      に必要な書類を発行します。）

»	 個人のニーズに合わせた小規模で対話型のクラス
英語集中プログラムコースでは初級から上級レベルま
で、あらゆる学生のスキルやゴールに合ったプログラムを
提供しています。クラスのサイズは小規模に保たれ、クラ
スは対話型で個人の発表の機会も多くあります。またク
ラスメートとのグループワーク等があり、多方面から学ぶ
ことができます。

»	 関心のあることを選択科目やランゲージラボで学ぶ	
英語力によって、毎学期に関心のある選択科目を履修
し、毎週ランゲージラボに出席することができます。

ランゲージラボでは、クラスの外で更に英語を学ぶこ
とができます。USC本科の学生と会話をすることで、より
実践的な英語が身につきます。

»	 アドバイザーからのサポート
アカデミック、入国管理、学生アドバイザーは、アメリカ
で最高のパーフォーマンスが発揮できるようにサポート
します。

英語集中プログラム
英語集中プログラムは、アカデミックやキャリアの向上のための個別の英語教育を提供していま
す。年間を通じて、６回の入学日を設けています。 

IE
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 シティー・オブ・エンジェル
• USCはロサンゼルスで最大の民間雇用主です。
• ロサンゼルス郡はアメリカで最も人口が多く、周辺地

域の人口1300万人を足すとロサンゼルスは全米で２番
目に大きな都市です。

• ロサンゼルスはアメリカ国内で最も多様性のある地
域で、300万人以上の居住者が140か国出身の外国人
で、224の言語が話され、600の宗教があります。

• ロサンゼルスは、１つの民族グループが多数を占めて
いない人口構成を達成した最初の都市です。

• 文明の歴史史上、どの都市よりも最も多くのアーティ
スト、作家、映画作家、俳優、ダンサー、音楽家がロサ
ンゼルスに住み、活動をしています。

• ロサンゼルスには全米で最も多い61の美術館があ
り、1000以上の舞台芸術グループが活動しています。

• ロサンゼルスの気候は温暖で、1年の292日が晴れてい
ます。

• ロサンゼルスの周辺は自然が豊富にあり、76マイルの
海岸線、4つの山脈、何千もの遊歩道が交差していま
す。

東西の架け橋
ロサンゼルスは、創造、発明、産業、文化において世界の中心です。強力な商業部門や多様性など
のユニークな環境が "天使の街(シティー・オブ・エンジェル)"を構成し、最高の生活や学びの場所
となっています。USCはロサンゼルスで最大の民間雇用主で、地域の将来担う重要な役割を担って
います。歴史的に見ても、同窓生や大学のプログラムはロサンゼルスの成長に寄与し、今日のリー
ダーとなっています。ロサンゼルスは東側と西側が出会う世界の玄関口で、USCは国際的な存在感
を育み、社会利益のための新しい考えを発信しています。



	 キャンパスライフ
多様性がある都会の中心にUSCキャンパスはあり、美し
く平穏で伝統のあるアメリカの大学風景を楽しむことが
できます。USCインターナショナルアカデミーの学生は、
キャンパスライフに触れ、地域やコミュニティーを探検
し、一生の経験を得る機会が豊富にあります。

下記の施設を利用できます。
• 22の図書館とコンピューターラボ（いくつかは24時

間・週7日利用できます。）、公園、フィットネスセンタ
ー、オリンピックサイズのスイミングプール、レストラン
とカフェ

• 医療、カウンセリング、健康推進サービスを提供して
いるヘルスセンター

• 850を超える学問、専門、社会、芸術等の学生グルー
プ・サークル

• スポーツイベント、講義、会議、演劇、映画上映など

	 宿泊施設
				便利で住み心地の良い宿泊施設が準備されています。

キャンパス内の寮、民間のアパートメント、ホームステイ
が利用できます。

全てのオプションはUSCインターナショナルアカデミ
ーのスタッフによって選別され、学生はスタッフのサポー
トが得られます。宿泊施設についての詳細は、ウェブサ
イトinternational.usc.edu.にてご確認ください。

	 スチューデントサービス
USCインターナショナルアカデミーでは、下記サービスを
提供しています。
• 健康保険
• 空港からの移動手段
• オリエンテーションプログラム
• USCの学生証と電子メールアカウント
• 最新式のリクリエーション、銀行業務、医療、ダイニン

グ、コンピューター、図書館等の大学施設
• 公共交通機関の運賃や文化芸術チケットの学生割引

活動的で協力的な環境
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  出願方法とお問合わせ
  各USCインターナショナルアカ

デミーのプログラムによって申
請方法が異なりますが、基本的
には下記３ステップで完了でき
ます。

 1. オンラインアプリケーションを
提出してください。

 2. 必要書類をご準備ください。
 3. 申請料をお支払いください。
  各プログラムの申請方法に

つきましては、ウェブサイト
international .usc.eduでご確
認ください。

  お問合わせ
  ご質問、お問合わせは、下記メ

ールアドレスまでご連絡くださ
い。

        info-international@usc.edu 


