
 

プログラム詳細 
マンハッタン・カレッジには、外国語のニーズに対応する 6 つのレベルの集中英語学習コースがありま

す。初級 1 と初級 2、中級 1 と中級 2、上級 1 と上級 2（大学入学準備）のレベルで構成されていま

す。コースはマンハッタン・カレッジの大学カレンダーに従います。 

本校のクラスには人数制限があり、通常はクラス当たりの定員が 12 人となっています。コースは月曜

日～金曜日、1 週間 22 時間で、次の分野に重点を置いています： 

• リーディング（読解力） 
• 学術的ライティング 
• リスニングとプレゼンテーションスキル 
• 会話とクラスルーム用のスピーキング 

また、1 週間を通してアメリカ文化、ニューヨークの案内、アートと音楽、アメリカの休日などについてのレ

ッスンも受講できます。さらに、英語のスピーキングと発音に役立つクラスもあります。 

各レベルとも 1 学期制 (15 週間) で、修了時には認定証が授与されます。IELP レベルを修了した学

生は、さらに検定試験 (TOEFL または IELTS テスト) を受験する必要があります。 

入学 

IELP を修了した学生については英語の必要条件が満たされ、マンハッタン・カレッジの英語能力要件

をクリアしたことになります。学部と大学院への入学を希望する場合は、公式の入学許可書類が必要

であり、詳細は下記の通りです。 

IELP への応募には次の書類が必要となります： 

学部生： 

https://manhattan.edu/academics/_unpublished/academic-calendar.php


• 高校の成績証明書の英語訳 
• パスポートのページ 
• IELP 申込書 

大学院生： 

• NACES.org (例：wes.org、ece.org) が認定した代理機関によるコース別の資格認定評価の

ために、在籍したすべての単科大学と大学の公式成績証明書を提出する必要があります。

資格認定評価は公式の成績証明書の代わりとなるため、学生が提出する必要があるのは評

価のみで、両方提出する必要はありません。 
• さらに、希望の大学院プログラムへの入学が正式に許可されるためには、個別のプログラム要

件に従いその他の必要書類 (GRE、GMAT、小論文、推薦状など) を提出する必要がありま

す。 

 

連絡先情報 

Manhattan College Intensive English Language Program 

Jeff Vanderwerf, Director 

O'Malley Library, Room 103 

4513 Manhattan College Parkway 

Riverdale, New York  10471 

電話：718-862-7502 

電子メール：ielp@manhattan.edu 

 

費用および日程 
IELP プログラムの費用* 

学費 学生寮費用 
$5555.00 $7800.00 

*価格は変更される場合があります 

健康保険費用 

mailto:%20ielp@manhattan.edu


F-1 ビザの学生には健康保険の加入が義務付けられていません。留学生オリエンテーションで、F-1

ビザ保有者には F-1 学生向けの保険証書を提供している複数の保険会社に関する情報/ウェブサ

イトの案内があります。F-1 学生は保険の加入が強く推奨されており、J-1 学生には保険加入が義

務付けられています。米国滞在中の費用を補償する保険に加入している場合は、保険免除を要請

することができます。免除を受けるためには、補償の内容を証明する書類を提出する必要があります。 

プログラム日程/カレンダー 

 

コースセッ

ション 
履修期間 保証金支払

い期日 
履修日 

2017 年度秋

季 
15 週間 2017 年 7 月 15 日 2017 年 9 月 5 日～12 月 15 日 

2018 年度春

季 
15 週間 2017 年 11 月 15 日 2018 年 1 月 22～5 月 4 日 

2018 年夏季 15 週間 2018 年 2 月 14 日 2018 年 5 月 14 日～8 月 24 日* 

*日程は変更される場合があります 

IELP コーススケジュール 

スケジュールは通常、マンハッタンの IELP での 22 時間/週を基準にしています。すべてのクラスは午前

9 時～午後 3 時までの開講となっています。 

 

住居 
IELP の学生は全員キャンパス内に居住することが推奨されています（ただし義務付けられてはいませ

ん）。キャンパス内の住居については学校が手配します。マンハッタン・カレッジ大学学生寮のおおよその

部屋代については下記の料金表をご覧ください。住居費には部屋代と食事代が含まれています。 

入学およびビザ情報 
IELP への入学に関する情報 



英語能力要件を除くマンハッタン・カレッジの全入学要件を満たしている学部生は、IELP への入学を

許可されます。IELP への入学を許可された学生には F-1 ビザのための I-20 フォームが発行されま

す。 IELP 受講後に英語能力要件を満たした学生は、他のすべての入学要件が満たされれば、学

位プログラムへの入学が許可されます。  

財務書類および I-20 

I-20 は、米国留学を希望する学生のための非移民在留資格証明書です。入学が許可された学生

は、学生ビザの申請時に I-20 をアメリカ大使館または領事館に提出します。次の条件に当てはまる

留学生は、I-20 が必要です：  

• 現在、高校、単科大学、または英語プログラムに学生ビザ (F-1) で在籍している： 
• あるいは、学生ビザでアメリカ合衆国に入国を希望している。 

I-20 に必要な財務書類：  

米国政府規定では、F-1 学生ビザを保有する学生は、在籍中に財政的支援を受けることを大学に

証明することが求められています。このため、Certificate of Financial Responsibility（財務責任証明

書）(CFR) の提出が義務付けられています – 下記の「書類」セクションをご覧ください。これは、保証

人からの公証書および次の付属書類です。 

• 学生を援助するのに十分な資金が口座にあることを証明する、保証人の金融機関による書

簡/銀行取引明細書の原本。 
• パスポートの ID ページのコピー。 
• 高校または過去に在籍した単科大学/大学の公式成績証明書。 

注意： 

• 公証書およびすべての付属書類は、マンハッタン・カレッジへの入学予定の 9 ヶ月前以降に署

名し、日付を記入したものである必要があります。 
• 公証書は入学書類とともに返送されます。 
• 財務書類は原本である必要があり、学生/保証人からマンハッタン・カレッジ宛に電子メールで

送付または郵送することができます。ファックスの場合、財務書類を金融機関から直接送信す

る必要があります。 
• 金融機関からの書類は銀行のレターヘッドに米ドル建ての金額が記載されたものでなければ

ならず、銀行からの捺印および/または署名が必要です。 

現在米国内の学校に在籍している学生については、過去の I-20 と記入済みの I-20 移籍用紙のコ

ピーを提出する必要があります。 

郵送先： 

https://manhattan.edu/admissions/_pdfs/sample%20affidavit%20of%20support.pdf
https://manhattan.edu/admissions/_pdfs/sample%20affidavit%20of%20support.pdf


Ms. Debbi Damico 

Director, International Student and Scholar Services 

Manhattan College 

4513 Manhattan College Parkway 

Riverdale, NY 10471 

学生ビザステータス：I-20 有資格証明書 
 

I-20 Certificate of Eligibility（有資格証明書）を受け取るために学生は早めに IELP に応募する必

要があります。出国する前に F-1 非移民ビザを取得するためには I-20 が必要です。マンハッタン・カレ
ッジは、すべての書類と保証金を受領した場合のみ I-20 を発行します。 
注意： 

I-20 有資格証明書の有効期間は米国法により発行日から 1 年間です。ただし、具体的な到着日

付を規定します。指定日付前にアメリカ合衆国に入国できない学生は、Intensive English Language 

Institute に連絡して延長を要請できます。元の I-20 が有効であれば追加料金はありません。 

米国入国管理法では、学生が米国に入国するためには、I-20 を発行する機関に入学することが義

務付けられています。 

書類 
CFR 書類は次のリンクで入手してください：

https://manhattan.edu/admissions/international/documents.php 

大学の健康関連書類については次のリンクで入手してください：

https://inside.manhattan.edu/student-life/health-services/required-

records.php 

 

応募 
応募するには、次のリンクをクリックしてください：

https://manhattan.edu/admissions/international/documents.php 

 

https://manhattan.edu/admissions/international/documents.php
https://inside.manhattan.edu/student-life/health-services/required-records.php
https://inside.manhattan.edu/student-life/health-services/required-records.php
https://manhattan.edu/admissions/international/apply.php


保証金 
保証金を支払うには、次のリンクをクリックしてください：

https://deposits.manhattan.edu/touchnet/ 

 

https://deposits.manhattan.edu/touchnet/
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