East Los Angeles College の概要
East Los Angeles Community College (ELAC) は、安全で快適な学習環境で、質の高い教育プログ
ラムを提供しています。ELAC は 1945 年に設立された、65 年の伝統を持つカレッジで、郊外
のモントレーパークという市に位置しています。現在 ELAC には、国際的で多彩な人種構成の
26,000 人以上の学生が在籍しており、25 ヶ国以上の国から 730 人以上の留学生がいます。カ
レッジではセメスター制度を採用しており、1 年を大きく分けて、2 月～6 月が春セメスター、
8 月～12 月が秋セメスター、夏と冬はオプショナルになっています。多くの留学生が USC など
の有名私立大学や、UCLA、 UC Berkeley などの一流大学に編入しています。また、ELAC では、
文系および理系準学士号や、様々なサティフィケートプログラムを提供しています。

ELAC の留学生プログラムでは、準学士号の取得や大学への編入などが可能です。私たちのも
っとも重要なゴールは、4 年生大学の 3 年次に編入するための最初の 2 年間の教育を提供し、
多くの学生がカリフォルニア大学（UC）やカリフォルニア州立大学（CSU）、その他の私立大
学へ編入するための手助けをすることです。また ELAC では、UC Berkeley 、UCLA、USC を含
むアメリカの有名大学へ優先的に編入するための様々なプログラムを用意しています。

ELAC は、多彩な人種構成のモントレーパークという静かで安全な郊外の市に位置し、ダウン
タウンやビーチ、冬にはスキーが楽しめる山々からも近く、多くの文化施設およびエンターテ
イメントアトラクションなども程近い場所にあります。また、カレッジ周辺にはレストランや
ファーストフード店、コーヒーショップなどがあり、すべて徒歩で行くことができます。南カ
リフォルニアはすばらしい気候と美しい景観で有名で、一年を通して太陽と青空を楽しむこと
ができ、気温の変化も穏やかです。夏の間の最高気温は 30℃、冬はおよそ 21℃とやや涼しく
なります。

ELAC では、勉強の個別指導、進路相談、住居サポート、キャンパス内就労経験など留学生の
ための幅広いサポートを提供しています。また、カレッジには留学生クラブがあり、毎月のイ
ベントを通してのアメリカ文化の体験や、週末にはビーチや山、周辺のアミューズメントパー
クを訪れたりといった活動を行っています。

また、カレッジでは、大学間の男子および女子スポーツチームもサポートしています。すべて
の学生は、学業成績に基づいて奨学金制度を利用することが出来ます。

１．留学生入学申請書類－入学に必要な書類のチェックリスト：すべての書類は原本で、かつ
英語に翻訳されていること
(必要書類に関しては http://www.elac.edu/departments/international/requirements.htm または
http://www.elac.edu/departments/international/application.htm で入手出来ますので、プリン
トアウトして郵送して下さい。)
・留学生入学願書 (International Student Application)
・パスポートサイズの写真 1 枚 (One passport-sized photo)
・TOEFL 450 点以上（ IBT 45 点以上）または IELTS 5 以上か、iTEP 3.5、
または英検 2A 以上
・高校または大学の成績証明書および卒業証明書
(Most recent three years of qualifying examination result and/or certificate)
・財政援助宣誓書（ウェブサイトまたは、インターナショナルオフィスで配布している指定の
用紙にスポンサーの方の名前およびサインを記入したもの）(Affidavit of support)
・英語で書かれた、銀行の残高証明書（残高＄18,000 以上）
(Confidential financial
statement)
・願書申請料 ＄35（マネーオーダー、クレジットカード、チェック、現金 ）
(US $35.00 money order, non-refundable processing fee made out to ELAC-ISO, OR
Credit card payment)
・保証人証明書（留学希望者が 18 歳未満の場合は、アメリカ国内に身元引受人がいること）
（Guardian Statement）

申請者がすでにアメリカ国内にいる場合に必要な書類
・パスポート、Ｉ－９４および学生ビザのコピー
・今までに入手したすべてのＩ－２０
・編入時の合法な滞在を証明する書類（ホームページからプリントアウトして、ご自身で記入
して下さい）（Transfer Status Verification Form: completed by student）
・今までに通った、アメリカ国内のカレッジ、大学、高校の正式な成績証明書

２．申請に必要なすべての書類をそろえて、郵送または直接オフィスまでお持ちください
住所：East Los Angeles College International Student Office
1301 Avenida Cesar Chavez Monterey Park, CA 91754-6099

Application deadlines are as follows: 入学願書締め切り日

Semester：学期

Outside the U.S.：
アメリカ国外にいる場合

Within the U.S. ：
アメリカ国内にいる場合

Month Semester Begins：
新学期が始まる月

Spring ：春

November 15 ：11 月 15 日

January 2 ：1 月 2 日

February：2 月

August 1 ：8 月 1 日

August ：8 月

Fall

：秋

July 1

：7 月 1 日

３．合否通知の受け取り
新入生は合格通知（acceptance letter ）と I-20 を受け取ります。
編入生は仮合格通知（provisional acceptance letter）と Notice of Intent to Transfer
form を受け取ります。このフォームの前半はご自身で、後半は現在まで通っていた学校のアド
バイザーに記入してもらって下さい。
アメリカ国外にいる方は、お近くのアメリカ大使館に連絡して、学生ビザ(F-1)を取得するため
の手続きをして下さい。

４．East Los Angeles College へのリポート
新学期が始まる 3 週間前には、学校へアメリカ国内の連絡先などをリポートしに来てください。
Housing

Transportation

The estimated academic expenses to attend ELAC!
1 年間の学費見積もり
Non-resident tuition
(授業料)

($212.00 per unit /12 units per semester / 2
semesters)

$5,088.00

Enrollment fee
（クラス登録料）

($46.00 per unit /12 units per semester / 2
semesters)

$1,104.00

Campus SEVIS Service Charge
（SEVIS 費）

($25.00 per semester / 2 semesters)

$50.00

ELAC Health fee
（ヘルス費）

($11.00 per semester / 2 semesters)

$22.00

Associated Students Union
Membership
(ASU メンバーシップ）

($7.00 per semester / 2 semesters)

$14.00

Living
（住居）

Miscellaneous expenses, Auto Insurance, Utilities
（雑費、車両保険代、食費など）

$9,882.00

Medical & Books
（医療保険＆書籍代）

Nine months

$1,840.00

Total year
（合計）

(12 month costs)

＄18,000.00

上記は変更されることもあります、また冬期と夏期のクラスの授業登録はオプショナルです。
Winter & Summer (estimated
tuition with living expenses)
（冬＆夏、授業料＋住居費見積もり）

留学生プログラム – 連絡先 : elac_iso@elac.edu
Tel: (323) 265-8796 FAX: (323) 260-8192

Total

$4,500.00

