留学生申請案内

ベルビューカレッジを
選ぶ理由

BCの概要

1000+

キャンパス

96エーカーの常緑樹に囲まれたベ
ルビューカレッジのキャンパスは、
安全かつモダンで美しく、学習に
最適な環境となっています。 学生
は、キャンパス内の新しい学生寮
を含む世界クラスの施設を利用で
きます。 ベルビューカレッジでは、
学生がバランスの良い大学生活を
経験することを推奨しており、学生
は、80を超える学生クラブ、レクリ
エーション活動、そしていくつかの
音楽、ダンス、演劇を楽しむこと
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ができます。

ベルビュー

成長都市であるベルビューでは、経
済活動が活発に行われており、文化
も活気に満ちています。 住民は高度
な教育を受けており（60%以上が学
士号を取得しています）、多文化（居
住者の39%は外国生まれです）で、留
学生を歓迎し、支援するコミュニティ
を形成しています。

60 か国から学生が
集まる

2019年のIIEによるOPEN
DOORSレポートにおいて、
留学生を受け入れる上位
40校のアソシエイトカレッ
ジの中でBCは第17位

FULL
RANGE OF PROGRMAS
幅広いプログラム

•
••
•
•

学士号
Bachelor’s degrees
University Transfer
大学編入課程
degrees
専門職学位および
Professional &
技術学位
Technical degrees

•
••
•
•

履修証明
Certificates
English Language
英語プログラム
programs
国際高等学校修
International High
了認定
School Completion

29,120を超える学生団体

グレーターシアトルエリア

グレーターシアトルエリアには、壮大な自然の美しさ、
素晴らしい雇用機会、余暇を楽しめる多くの場所があ
ります。 シアトルは、産業的、商業的、および文化的
活動で栄えているエキサイティングで都会的な雰囲気
のある国際都市ですが、気取らずカジュアルな雰囲気
も残しています。 大きなアリーナ、数十の博物館やギ
ャラリー、数多くのパブリックアート、そしてもちろん
数えきれないほどのコーヒーショップを誇ります。

ベルビューカレッジ（BC）では、先見の明をもって積
極的に行動することと多様性を学びました。他の
学生や教職員との多くの課外活動を通じて、さ
まざまな文化や背景を尊重することを学びまし
た。BCで4年間を過ごした後、私には、深い知
識だけでなく、愛、思いやり、そして未来への素
晴らしいビジョンが備わっていました。
— Francois Mukaba
理学士（コンピューターサイエンス専攻、BS-CS）
コンゴ民主共和国
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60+

1,000 名の留学生

インターナショナルエデュケーション

ベルビューカレッジを選ぶ5つの理由
所在地：

穏やかな気候、きれいな空気と水、そしてMicrosoft、任天
堂、Amazon、スターバックスなどの象徴的な企業の本拠地とな
っているグレーターシアトルの一角にあります。

優れた学習環境：

少人数制のクラス、学生の成功を熱心に支援する教職員、無料のチューター、個
人的なカウンセリングサービス、包括的なキャリアリソースなど、学生のためのリソ
ースとサービスを豊富に提供しています。

編入学：

ワシントン州最大の2つの大学であるワシントン大学とワシントン州立大学、およびコロンビア大
学、コーネル大学、パデュー大学、
UCLAなどを含む米国中のトップ大学への高い編入学率を誇ります。

留学生サポート：

入学、課外活動、文化の違いへの適応、経験豊富な国際的アドバイザーによるイミグレーショ
ンや学習についての個別アドバイスまで、International Educationは包括的なサポートを提供
します。

学生のリーダーシップ成長の機会：

ボランティア活動をしたり、学生クラブ、プログラム、および組織に参加し
たりすることで、留学生が個人的なスキルやリーダーシップスキルを強化
する機会が数多くあります。 キャンパス内で働くこともでき、ピアメンタ
ーまたはグローバルリーダーになることでベルビューカレッジの多様性と
多文化主義に貢献できます。
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英語能力要件：
次の英語能力試験の結果をご利用いただけます。
 TOEFL IBTテストでのスコアが61以上またはTOEFLペーパー版テスト

でのスコア500以上を取得していること
 アカデミックIELTSで総合スコア6.0以上を取得し、
すべてのサブスコ

アが5.5以上であること
 IGCSEまたはOレベル試験の第一言語としての英語で
「C」以上のグレ

ードを取得していること
 AP English LanguageまたはAP Literature/Compositionでスコア3以

上を取得していること
（スコア3はイングリッシュ
（English）101に対応
します）
 IB English A試験でスコア4以上を取得していること
（スコア4はイング
リッシュ
（English）101に対応します）
 Smarter Balanced ELAでスコア3以上を取得していること
（このオプシ
ョンは、米国の高校生のみが利用可能です。スコア3はイングリッシュ
（English）101に対応します）
 Duolingo Englishでスコア95を取得していること

カレッジレベルのプログラム
学士課程
ベルビューカレッジ（BC）では、現在、12の学士号を提供しています。
これ
らはそれぞれの業界で競争率の高い専門職に就くために必要な知識、
技術を身に着けるためのキャリア指向のプログラムです。詳細について
は、https://catalog.bellevuecollege.edu/content.php?catoid=7&navoid=292にアクセスして
ください

成績結果による英語能力基準
 総合スキル５
（Integrated Skills 5）
で「A-」以上、その学期の他の全て

のコースで「B-」以上の成績でBCの集中英語研修プログラムを修了
した場合
 BCのブリッジパスウェイ課程を
「C―」以上の成績で修了した場合
 BCのEnglish 101レベルに等しいプレイスメントテスト結果を他の大
学で取得した場合
 米国の高校又はインターナショナル校で二年間通常の英語コース
（ESL以外）を履修、累積3.0 GPA以上の成績証明書がある場合
 米国大使館が公的外交のために設置する英語学校で専門課程レベ
ル５以上を修了した場合 学校からの確認書を提出してください。ケ
ースごとに考慮されます。

 各学士課程では、
独自の入学要件、締め切り、授業料、入学選考プロ

セスを設定しています。出願者は留学生用の入学条件と選択した学
士課程の要件を共に満たす必要があります。
 入学の競争率が高いため、
留学申請者はBCまたは米国の準学士号
の取得から始めることを強くお勧めします。
 入学が許可された留学生には、
300レベルおよび400レベルのコース
に対して、専門課程の非居住者授業料をお支払いいただくことにな
ります。7ページの経済的責任に関する情報をご参照ください。
免責事項：一部の応用学士課程のコースはオンラインでのみ提供されて
おり、F-1規制を満たしていません。 BCの学士課程に応募する前に、インタ
ーナショナルエデュケーションとそれぞれのプログラムマネージャーの両
方にご相談ください。

準学士号および単位認定iプログラム
大学編入用準学士号
 最初の二年間はBCで専攻準備課程を含む一般教養課程を受講し、

英語を公用語と指導言語とする国の場合
 https://www.bellevuecollege.edu/international/future-students/に一覧表示される

承認された英語圏の国からの市民権の証拠を提出することで単位
が認定されます
必要な書類：
https://international.bellevuecollege.edu/のサイト上ログインを作成してください。
1.
2.
3.

米国内の他の大学に編入して残りの二年間で学士号を取得します。
 大学編入用準学士号の完全な一覧は https://catalog.bellevuecollege.edu/

content.php?catoid=6&navoid=189をご覧ください。
職業訓練用準学士号：
 キャリアを重視される方はBCで23の職業訓練用準学士、
又は81もの

サティフィケートプログラムから選択し専門訓練を開始します。一覧
表はこちらを https://catalog.bellevuecollege.edu/content.php?catoid=7&navoid=292
ご覧ください。
 職業訓練課程を修了したF-1
（学生ビザ）生徒は米国移民局から許可
が下りた場合のみ、一年間オプショナルプラクティカルトレーニング
制度を利用して就労する、又は関連分野のBCの学士課程に進むこと
が可能です。
 準学士課程の推定修了時間は2〜2.5年です。
また、ほとんどのサティ
フィケートプログラムの推定修了期間は3〜18か月です。
免責事項：F-1学生は、最低45単位以上のサティフィケートプログラムを選
択することが必要となる場合があります。一部のサティフィケートプログラ
ムはオンラインでのみ提供されています。 留学生は学生ビザのステイタ
スを維持するために毎学期十分なオンキャンパスコースを登録する事が
義務づけられます。選択したプログラムの必須科目以外の登録が必要に
なる事もあります。
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4.

5.

6.
7.

署名書類を含むオンライン留学生申請書
50ドルの申請料金をオンラインでお支払いください（返金不可）
合格通知を米国外の住所に送付する場合には、eshipglobal上にて速
達料金をお支払いください。BCのオンライン申請サイトに完全な郵
送先住所を記載した航空貨物運送状をアップロードしてください。
有効期限を含むパスポート写真ページのコピー
a. F-2扶養家族のパスポート写真ページのコピー（有効期限を
含む）
入学申請時から6ヵ月前までに発行された最低残高が26,130ドルの
残高証明書
a. F-2扶養家族1名ごとに5,000ドルを追加してください
b. 学生または保護者以外の米国を拠点とする財務支援者は、支援
宣誓供述書（I-134）書式にご記入ください
必須英語能力確認証明書（有効期限有）
現在および/または以前の学校からの成績証明書（英語）

未成年の学生（16または17歳）
：
 すべての学生は、
授業の開始前に少なくとも16歳である必要があり

ます。
 医療目的のための限定された委任状および代理人書式に記入・署名

してください
 母国で既に高校を卒業し、
BCのカレッジレベルへの入学を希望する

未成年の学生は高校修了証明書を提出してください。
｛例：卒業証明
書、IGCSEのテスト結果（第一英語言語、数学、科学、およびその他2科
目をC以上の成績含む）又は学校からの卒業見込み証明書｝

インターナショナルエデュケーション
インターナショナルハイスクール修了
（IHSC：International High School Completion）
プ
ログラム
ベルビューカレッジの高校修了認定プログラム（IHSC）はまだ高校を卒業
していない学業に意欲的な16-17歳を対象にしたプログラムです。I条件を
満たしたIHSC学生は、準学士号に沿ってクラスを履修し、修了時には高校
修了書を同時に取得出来ます。
条件：
 学期の初日前に16歳以上であること
 フルタイムで勉強する有効なF-1ステータスを有すること
 学生の母国またはその他の場所で米国の9年生相当の学業をを修了

していること。米国の10年生相当の学業を修了する事を勧めます。
 学生の母国または米国で高校の卒業証書または同等の学位をまだ
取得していないこと
免責事項：IHSCプログラムは、地元の学生と一緒に授業を受ける通常の
カレッジプログラムです。学生は学術的意欲があり、成熟した人物であ
る必要があります。四年制大学によりIHSC生は3年次の編入枠組ではな
く、Freshman（大学一年生）の枠組みで出願を要求する場合もあります。BC
のアドバイザーや四年制大学の入学カウンセラーと相談しながら進学の
計画を立てて下さい。
必要な書類：
https://international.bellevuecollege.edu/のサイト上ログインを作成してください。
1. 署名書類を含むオンライン留学生申請用紙
2. 50ドルの申請料金をオンラインでお支払いください（返金不可）
3. 合格通知を米国外の住所に送付する場合には、eshipglobal上に
て速達料金をお支払いください。BCのオンライン申請サイトに
完全な郵送先住所を記載した航空貨物運送状をアップロードし
てください。
4. 有効期限を含むパスポート写真ページのコピー
a. F-2扶養家族のパスポート写真ページのコピー（有効期限
を含む）
5. 入学申請時から6ヵ月前までに発行された最低残高が26,130
ドルの残高証明書
a. F-2扶養家族1名ごとに5,000ドルを追加してください
b. 学生または保護者以外の米国を拠点とする財務支援者は、		
支援宣誓供述書（I-134）書式にご記入ください
6. カレッジレベルへの直接入学を求めるIHSC学生の場合は、英語
能力の証明が必要です
a. 英語能力の証明を提出しないIHSC学生は、集中英語研修プ		
ログラムから開始できます
7. 専門家により英語に翻訳された9年生時を含む高校の成績証
明書
8. 記入・署名した委任状（POA）および代理人（AIF）書式。
注意事項：
入学許可後、公式の成績証明をIE宛に送付してください。成績証明書には
9年生時の成績が含まれ、専門家によりに英語に翻訳されている必要があ
ります。封印されたコピーをIEに速達で郵送してください。
 公式の成績証明書は封印された封筒に入れてください
 発行校が英語で発行した成績証明書も認められます。発行校が学生

の母国語で発行した成績証明書は、認定された翻訳者が翻訳する必
要があります。
 IEでは、
学生に2組の成績証明書を学校に要求することを推奨してい
ます。最初の成績証明書（非公式）は翻訳とオンライン応募へのア
ップロード用で、2番目の成績証明書（公式）は速達メールでOIEに送
付します。

イングリッシュランゲージインスティチ
ュート
（English Language Institute）
を通じて提供されるプログラム
ブリッジパスウェイ
（Bridge Pathway）
プログラム
ブリッジパスウェイは、
カレッジレベルのライティングスキルの開発、批判
的思考、および学習に対する個人的な責任を取ることを強調する、1学期
間にわたる大学準備プログラムです。学生のライティング評価に基づく次
の2つのパスがあります。
パス1（15単位）
：
 アカデミックプレパレイション
（AP：Academic Preparation）
（10単位）
と

イングリッシュ
（English ）93（5単位）の組み合わせ
 統合スキル
（Integrated Skills）5 の講師からの推薦またはWriteplacer

試験結果により配置されます。
パス2（18単位）
：
 アカデミックプレパレイション
（AP）
（10単位）、イングリッシュ93（5単

位）、およびELIUP096（3単位）の組み合わせ
免責事項：夏季は指導週間が短いため、すべての学生はパス1に進みます。
必要な書類：
https://international.bellevuecollege.edu/のサイト上ログインを作成してください。
1.
署名書類を含むオンライン留学生申請書
2.
50ドルの申請料をオンラインでお支払いください（返金不可）
3.
合格通知を米国外の住所に送付する場合には、eshipglobal上に
て速達料金をお支払いください。BCのオンライン申請サイトに完
全な郵送先住所を記載した航空貨物運送状をアップロードしてく
ださい。
4.
有効期限を含むパスポート写真ページのコピー
a.
F-2扶養家族のパスポート写真ページのコピー（有効期限を
含む）
5. 入学申請時から6ヵ月前までに発行された最低残高が26,130ドル
の残高証明書
a.
F-2扶養家族1名ごとに5,000ドルを追加してください
b.
学生または保護者以外の米国を拠点とする財務支援者は、
支援宣誓供述書（I-134）書式にご記入ください
6.
英語能力の証明書：
a.
TOEFL IBTテストでのスコアが58以上またはTOEFLペーパー版
テストでのスコア493以上を取得していること
b. アカデミックIELTSで総合スコア5.5以上を取得し、すべてのサ
ブスコアが5.0以上であること
c.
Duolingo English Testでスコア85以上を取得していること
d. BCの集中英語研修レベル５を終了していること
e.
ELS Language Centersで集中レベル 109 (Intensive 109)を終
了していること
f.
Kaplanでハイインターメディエイト
（High-Intermediate）を
終了していることg.
ALPS SIRWS 5で75%以上の成
績で終了、かつALPS Language SchoolのCaMLA EPT試験でス
コア69以上を取得していることh.インテンシブイングリッシュ
（Intensive English）学校の最高レベルで単位を取得してい
ること
（（学校からの証明書を提出してください。ケースごと
に考慮します）
7.
成績証明書（英語）
未成年の学生（16または17歳）
：
1.
高校の修了証明書（学生が18歳未満の場合）
2.
記入・署名した委任状（POA）および代理人（AIF）書式。
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インターナショナルビジネスプロフェッショナル
（IBP：International Business Professions）
プログラム
インターナショナルビジネスプロフェッショナル（IBP）はフルタイムの12か
月のプログラムで、秋と春に始まります。学生は、大学レベルの幅広い科目
と実践的な英語サポートコースを1年間履修し、学習分野でのインターン
シップに備えることで、
自分の興味に合った独自の学習計画とキャリアプ
ランを設計します。
条件：
 18歳以上で高校を卒業している方
 学生は申請時に必要な英語能力を満たしている必要があります。
 最終学期にカリキュラープラクティカルトレーニング
（CPT）制度の条

件を満たせるようプログラム全体を通して常に良好な成績とステイ
タスを守る必要があります。
 日本の学生は、
https://www.iccworld.co.jp/ibp/university/bellevue/の認定代理店
を通じてIBPプログラムに申し込んでください。
必要な書類：
https://international.bellevuecollege.edu/のサイト上ログインを作成してください。
1.
署名書類を含むオンライン留学生申請用紙
2.
50ドルの申請料をオンラインでお支払いください（返金不可）
3.
合格通知を米国外の住所に送付する場合には、eshipglobal上に
て速達料金をお支払いください。BCのオンライン申請サイトに完
全な郵送先住所を記載した航空貨物運送状をアップロードしてく
ださい。
4.
有効期限を含むパスポート写真ページのコピー
a.
F-2扶養家族のパスポート写真ページのコピー（有効期限を
含む）
5. 入学申請時から6ヵ月前までに発行された最低残高が33,980ドルの
残高証明書
a.
F-2扶養家族1名ごとに5,000ドルを追加してください
b.
学生または保護者以外の米国を拠点とする財務支援者は、
支援宣誓供述書（I-134）書式にご記入ください
6.
大学レベル（つまり、
アドバンストコース）への直接入学を求める
IHSC学生の場合は、英語能力の証明が必要です。コースAの場合
は、TOEFL iBTテストでスコア54以上が必要です。
a.
コースA（メインコース）の場合、TOEFL iBLテストでスコア54
以上、
アカデミックIELTSでスコア5.0以上、
またはDuolingo
English Testでスコア80以上、
またはその他の承認された方
法でのスコアが必要です。
7.
高校の成績証明書と卒業証明書（英語）

集中英語研修プログラム
（Intensive English）/大学
準備（UP：University Prep）
プログラム
集中英語研修プログラムは、学生がBCのカレッジレベルのプログラムに
参加する準備をするためのアカデミックなプログラムです。このプログラ
ムの目標は、学生がカレッジレベルのリーディング、
ライティング、
リスニン
グ、
スピーキングのスキルを磨くのを支援することです。学生のレベルは、
プレースメントテストの結果に基づいて決定されます。秋、冬、春学期の
授業は月曜から金曜の午後12時半から4時20分です。夏学期の授業は、
月
曜から木曜の午前9時半から3時50分です。通常、学生は、BCのカレッジレ
ベルのプログラムに進む前に、
このプログラムに約9〜12か月
（3〜4学期）
費やします。
必要な書類：
https://international.bellevuecollege.edu/のサイト上ログインを作成してください。
1. 署名書類を含むオンライン留学生留学生申請用紙
2.
50ドルの申請料をオンラインでお支払いください（返金不可）
3.
合格通知を米国外の住所に送付する場合には、eshipglobal上にて
速達料金をお支払いください。BCのオンライン申請サイトに完全
な郵送先住所を記載した航空貨物運送状をアップロードしてくだ
さい。
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4.

5.

6.

有効期限を含むパスポート写真ページのコピー
a.
F-2扶養家族のパスポート写真ページのコピー（有効期限を
含む）
入学申請時から6ヵ月前までに発行された最低残高が26,130ドル
の残高証明書
a.
F-2扶養家族1名ごとに5,000ドルを追加してください
b. 学生または保護者以外の米国を拠点とする財務支援者は、
支援宣誓供述書（I-134）書式にご記入ください
英文成績証明書

未成年の学生（16または17歳）
：
7.
記入・署名した委任状（POA）および代理人（AIF）書式。

LEAP プログラム
（LEAP：Learning English in
Action Program）
LEAPは学生、教員、
コミュニティパートナーと活発な交流を通して実践的
な英語力を身に着けることを目的とします。学生はアメリカの生活と文化
の側面だけでなく、持続可能性などの重要なテーマを探ります。LEAPは、
中級から上級レベルの英語能力を持つ学生を対象としています。LEAP
は、1学期または2学期間のプログラムとして受講できます。LEAPは多くの
ビザの種類（F-1,H-4, L-2,グリーンカード、米国市民件等）を持つ英語を母
国語としない方向けです。
条件：
 次のいずれかによって、
ハイインターメディエート
（High-Interme-

diate）の英語能力を持つことを示した学生。
TOEFL IBTテストでのスコアが52以上またはTOEFLペーパー版テス
トでのスコア470以上を取得していること
2.
アカデミックIELTSのすべてのサブスコアが4.5以上であること
3.
TOEICのスコアが550以上であること
4.
インテンシブイングリッシュのプレースメントテストでレベル4と
なったこと
5.
BCのインテンシブイングリッシュプログラムをレベル3以上で単位
を取得したこと
6.
イングリッシュランゲージインスティテュートの担当者がケースご
とに確認する場合があります。
1.

免責事項：LEAPプログラムを終了してもBCのカレッジレベルの英語能力の
要件は満たせません。
必要な書類：
https://international.bellevuecollege.edu/のサイト上ログインを作成してください。
1.
署名書類を含むオンライン留学生申請用紙
2.
50ドルの申請料をオンラインでお支払いください（返金不可）
3.
合格通知を米国外の住所に送付する場合には、eshipglobal上に
て速達料金をお支払いください。BCのオンライン申請サイトに完
全な郵送先住所を記載した航空貨物運送状をアップロードしてく
ださい。
4.
有効期限を含むパスポート写真ページのコピー
a.
F-2扶養家族のパスポート写真ページのコピー（有効期限を
含む）
5.
入学申請時から6ヵ月前までに発行された最低残高が26,130ドル
の残高証明書
a.
F-2扶養家族1名ごとに5,000ドルを追加してください
b. 学生または保護者以外の米国を拠点とする財務支援者は、
支援宣誓供述書（I-134）書式にご記入ください
6.
成績証明書（英語）
7.
英語能力の証明 – 上記のLEAP資格を参照してください

編入生
米国内の学校からBCに編入希望の方は追加書類を提出してください。編
入生は猶予期間（グレースピリオド）が終了する少なくとも2週間前までに
申請手続きを終了するようお願いします。IBPプログラムに編入希望の方
はIE オフィス (425) 564-3185へご連絡下さい。

インターナショナルエデュケーション
オンライン申請に関するヒント：
 最初の
「プロフィール」ページで回答すると、要件がトリガーされま
す。慎重にお答えください。
 上から順に記入し、
最後に署名文書（Signature Documents）を提出し
てください。
 必要書類を鮮明にスキャンし、
アップロードして下さい。
 上部の[Submit Application
（申請用紙の送信）]ボタンは、必要なすべ
てのステップが完了したときにのみ機能します。申請用紙を提出す
ると、IEが応募用紙を確認し、応募者を承認までのプロセスに案内し
ます。
 重要：留学エージェントや、
家族の助けを借りてBCに出願した方
は、BCから入学許可書が届き次第、オンラインシステムのログインと
パスワードの更新をして下さい。

入国管理書類のコピーをアップロード/提出してください：
 F-1ビザのコピー
 現在のI-20書式のコピー
 I-94書類
（https://i94.cbp.dhs.gov/I94/#/homeから入手してください）
 記入・署名した編入資格書式
オンラインでの申請方法
ステップ1： https://www.bellevuecollege.edu/international/のサイト上ログインを作成
してください。

https://www.
bellevuecollege.edu/
international/のサ
イト上ログイン
を作成してくだ
さい。

必要な情報と書
類を入力または
アップロードして
ください

申請料金をお支
払いください

仮パスワードに
ついては、個人
のメールを確認
してください

申込を開始して
ください

eShipGlobalサイト
にアクセスして、ロ
グインID、
ラベル（
航空貨物送付状）
を作成して、お支払
いください

パスワードをリ
セットし、セキュ
リティに関する3
つの質問を選択
してください

ユーザープロフ
ァイルを記入し
てください

署名文書を読
んで提出してく
ださい

ステップ2： 審査期間中（応募書類をアップロードした後）
 新情報について、
電子メールを頻繁に確認してください。
 要求された書類をシステムにアップロードしてください
ヒント：
 いずれかの書類が不十分な場合、
IEは書類を再度アップロードする
ように要求する場合があります（例：残高証明書が古い場合または情
報が足りない場合）
 学生に自動通知と各個人に向けられたメッセージの両方が送信さ
れます。
ステップ3：受け入れ後：
 電子メールを頻繁にチェックして、
新情報および承認通知を確認し
てください

住宅に関する情報

経済的責任
これらの見積もりは予告なく変更される場合があります。学生は費用の調
整に備える必要があります。授業料とその他の料金は、留学生オリエンテ
ーションの当日または授業の初日のいずれか早い方の日に全額お支払い
いただきます。BCは、VISA、MasterCard、個人小切手、為替、現金または銀
行振込による支払いを受け付けます。年間授業料の前払いオプションが
利用可能です。銀行振込をご希望の方はIEオフィスie@bellevuecollege.eduへお
問合わせ下さい。

1. IEからの合格通知

2. NetIDの作成

 合格通知にて学生ID番

 BC WebサイトでNetID

3. SEVIS I-901料金と
ビザの手配について
 SEVIS I-901料金をお支

 少なくとも48時間待機

 F-1ビザを申請してく

号とSEVIS番号を確認し
てください
 I-20書式原本
は、eShipGlobalサイト
からアップロードされ
たラベル（航空貨物送
付状）を使用して郵送
されます

表の影付きの費用はベルビューカレッジにお支払いいただく費用です。
1. 大学レベルの正規の集中英語プログラムの15単位（3つの講義）
に基づきます
2. BCのI-20を持つF-1学生はBC財団が手配する医療健康保険プラ
ンへ加入が義務付けられます
3. 第1学期、1回限りのプレースメントテスト手数料、IE活動手数
料、IBP活動手数料（IBPのみ）
4. ホームステイおよびキャンパス内の住宅が所定の料金で利用で
きます（8ページをご覧ください）
5. 車での学生の送迎費用の見積額は、およそ$1,236/年です。

4. 住宅と到着の手配
 校内の学生寮又はホー

ムステイを申し込んで
ください
 フライトスケジュール
を調整してください

を作成してください

してください

 この時点からNetID

払いください
ださい

とパスワードを使用
してログインしてくだ
さい（大切に保管して
下さい）

5. 到着前オリエンテ
ーション
 NetIDを使用してTDSに
ログインしてください
 学習内容をもれなく記
入してください

6. オリエンテーション
とクラス登録について
 オリエンテーションに
参加してください

 プレースメントテストを
受けてください

 アドバイザーと面会し

てクラスを選択してく
ださい
 授業料をお支払いく
ださい
 オンラインチェックイン
を完了してください

      インテンシブイングリッシュ                        カレッジレベル                                            学士レベル                                    IBP

2020-21学年度

3か月

9か月

3か月

9か月

3か月

9か月

12か月

2,913ドル

8,739ドル

3,229ドル

9,687ドル

6,262ドル

18,786ドル

11,973ドル

医療保険（必須）2

423ドル

1,269ドル

423ドル

1,269ドル

423ドル

1,269ドル

1,692ドル

教材費

310ドル

930ドル

310ドル

930ドル

310ドル

930ドル

1,240ドル

コンピューター・その他料金3

105ドル

273ドル

133ドル

287ドル

133ドル

287ドル

463ドル

3,706ドル

11,118ドル

3,706ドル

11,118ドル

3,706ドル

11,118ドル

14,824ドル

授業料1

キャンパス外での生活費/食費/公共料金4
交通費5

120ドル

360ドル

120ドル

360ドル

120ドル

360ドル

480ドル

その他

826ドル

2,478ドル

826ドル

2,478ドル

826ドル

2,478ドル

3,304ドル

合計

8,403ドル

25,167ドル

8,747ドル

26,129ドル

11,780 ドル

35,228ドル

33,976ドル

I-20の場合の金額

26,130ドル

35,230ドル

33,980ドル
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住宅の選択肢：
1. キャンパス内の住宅：
 ベルビューカレッジは2018年9月にキャンパス内のアパートスタイルの
学生寮を開設しました。学生寮は400室あります。各部屋にはフルキッ
チンとバスルームが設置され、寮内には住居人用にスタディエリア、会
議室、社交の場の設備が整っています。
 レイアウト、
料金、申込については、www.bellevuecollege.edu/housing/にアクセ
スしてください。
学生寮についての問い合わせは、ハウジングオフィス
（ (425) 564-1700
又はhousing@bellevuecollege.edu）
へ連絡してください。
よくある質問
www.bellevuecollege.edu/housing/faq/をご覧ください。
2. ホームステイ：
 ベルビューカレッジは、
3つのハウジング会社にホームステイやハウス
シェアの手続きを委託しています。ホームステイの手配については、各
会社にお問い合わせください。ホームステイ会社は、学生が到着する
前にホストファミリーを見つけるのに少なくとも8〜10週間かかる場合
があります。お早めにお申し込みください。
 American Homestay Network：www.homestaynetwork.com
 Intercultural Homestays & Services, Inc.：www.homestaysinseattle.com
 USA International, Inc.：www.ushomestay.com
3.

アパート：
 借家人は18歳以上である必要があり、
リース契約に署名できるように、

雇用履歴や信用履歴レポートを提供する必要がある場合があります。
 ほとんどのアパートには家具がなく、
月額家賃には公共料金、上下水道、

ごみ、
インターネットサービスは含まれていません。ベルビュー市の1ベ
ッドルームアパートの平均月額家賃は2,088ドルです。

ベルビューカレッジで学ぶのは楽しいことです。ここの
平和な環境は、すべての留学生を受け入れます。
多様な文化を楽しむことができるカラフルな
イベントがあります。多くの様々な学生ク
ラブが私の興味をそそり、友達を作る助
けになってくれました。複数のワークシ
ョップを行うことで、
リーダーシップス
キルを充実させ、構築することができ
ます。さらに重要なことに、
アドバイ
ザーは私の学習生活について専門的
なアドバイスを提供してくれます。
これ
は、私の学業目標を達成し、将来の学
習への自信を深めるのに役立ちます。

— Wenyi Sun

編入準学士号
中国
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学生生活
学生クラブ活動
BCには８０を超えるクラブと学生が運営する１０のプログラムがありま
す。課外活動に参加することは、新しい友達と出会えたり、他の文化に
ついて学ぶ最適な方法です。現在のクラブには、
アフリカ学生協会
（ASA）、ELIバンド、ESL、インターナショナルトークタイム、
カタロウ会、
ラ
テンアメリカンカルチャークラブ、LGBTQリソースセンター、イスラム教徒
学生協会、SACNAS（科学におけるヒスパニック/チカノスとネイティブアメ
リカンの進歩のためのソサイエティ）、台湾学生協会などがあります。
留学生協会
米国の学生や世界中の留学生とつながりを持ちましょう。アクティビティ
やイベントは、インターナショナルナイト、地元のお祭り、その他の文化イ
ベントを含め、年間を通じて実施されます。
リーダーシップ研究所
ボランティア活動、
コンフェレンス、
ワークショップや授業を通じてリーダー
シップスキルを養い、
レジュメを構築します。詳細については、
www.bellevuecollege.edu/stupro/にアクセスしてください。
舞台芸術
BCは、授業や学生クラブ活動を通じて、音楽、
ダンス、劇場の制作に参加
する多数の機会を学生に提供しています。機会の完全な一覧について
は、www.bellevuecollege.edu/theatrearts/にアクセスしてください。
スポーツ
BCには、テニス、野球、バスケットボール、
ゴルフ、サッカー、
ソフトボール、
バレーボールを含む、いくつかの州および全国的に認定されたスポーツ
プログラムがあります。スポーツチームの詳細については、
www.bellevuecollege.edu/athletics/sports/にアクセスしてください。
体育の授業では、バドミントン、空手、バレーボール、ロッククライミングな
どの多くの科目が実施されており、ハイキング、
カヤック、NWフィットネス
探検などの屋外クラスも実施されています。現在実施されているコース
については、BCのWebサイト
（www.bellevuecollege.edu/classes/）をご確認くだ
さい。

インターナショナルエデュケーション
以下の日付は暫定的なものであり、予告なく変更される場合があります。最
新の日付については、IEのWebサイトを参照してください。

重要な日付と締め切り
推奨
応募期限1

2020～21の学年
米国外

米国内

キャンパス内の学
生寮入居予定日2

オリエンテーシ
ョンおよび支
払い期限

テスト3および
登録

授業開始

授業終了

集中英語研修（ESL）
およびブリッジパスウェイ
2020年秋学期

8月10日

9月4日

9月9日

9月14日

9月15日

9月21日

12月10日

2021年冬学期

11月23日

12月18日

12月27日

12月28日

12月29日

1月4日

3月25日

2021年春学期

2月26日

3月19日

3月31日

4月1日

4月5日

4月8日

6月25日

2021年夏学期

5月25日

6月18日

6月28日

6月29日

6月30日

7月6日

8月19日

高校卒業認定課程を含むカレッジレベル
2020年秋学期

8月10日

9月4日

9月9日

9月10～11日

9月11～18日

9月21日

12月10日

2021年冬学期

11月23日

12月18日

12月27日

12月28日

12月23～31日

1月4日

3月25日

2021年春学期

2月26日

3月19日

3月31日

4月1日

4月2～8日

4月8日

6月25日

2021年夏学期

5月25日

6月18日

6月28日

6月29日

6月30日～7
月2日

7月6日

8月19日

2020年秋学期

8月10日

9月4日

9月9日

9月10～11日

9月11～18日

9月21日

12月10日

2021年春学期

2月26日

3月19日

3月31日

4月1日

4月2～8日

4月8日

6月25日

IBP

1）
これらは推奨期限であり、応募者は早期に申請することを強くお勧めします。締切日に受け取った申請は、受理を保証することなく審査さ
れます。
2) BCのキャンパス内の住宅に応募した場合は、www.bellevuecollege.edu/housing/important-dates/で入居日を参照してください。部屋が入居の準備が
できていない場合は、
自費で近くのホテルに宿泊してください。
3）集中ESLの学生は、English Language Instituteが手配するESLプレースメントテストを受けてください。カレッジレベルの学生は、
www.bellevuecollege.edu/testing/にあるテストセンターのスケジュールに従って、英語と数学のテストに個別にサインアップしてください。

医療保険（必須）に関する情報

 学生がIBPプログラムのみに留まる間、
BCの認可されたIBP紹介機関

医療保険に関する以下の情報をすべてよくお読みください。オンラインで
署名文に署名することにより、以下の条件を理解し、受け入れ、
それらに従
うことに同意したことになります。

 2017年秋より、
オプショナルプラクティカルトレーニング（OPT）の

大学の事故および疾病保険プランへの必須加入について：
留学生プログラムへの参加条件として、BCのI-20で学生ビザを保持する生
徒は、学期毎BC財団が手配する医療保険プランへの加入が義務付けられ
ます。承認済みの休暇学期（バケーション）や健康面が理由でフルタイムで
就学出来ない場合（RCL）には初学期のみが含まれます。加入条件および
保障範囲は、http://fiig-insurance.com/をご覧ください。

によって紹介されたIBP学生
学生は、保険プランへの必須登録が免除されます。ただし、保障は
Firebird International Insurance Groupから直接入手できます。
 計画年度中に25万ドルを超える保障範囲を含み、
追加の保証範囲を
必要とする学生
対象範囲と制限についての質問は、Firebird ((206) 909-8550) にお問い
合わせください。一般的な同意

歯科と眼科治療は範囲外です。保険開始日から3ヵ月以内に病気やケガの
治療をした場合には既存対象となり
（pre-existing conditions）加入後に
治療の継続が必要な場合には初めの6ヵ月間は保障はありません。
自己負
担となります。一部の学生はこのプランの加入条件外となります。それら
は１）米国市民権。2）永住者（つまり、
グリーンカードホルダー）。3）非正
規の定時制（12単位未満）学生。および4）保険プラン年度ごとに2回目（以
降）の医療RCLを受ける学生。
必須の医療保険は、BC財団が国際共同資金調達契約で課した要件です。
BC財団が手配する保険プランの対象から外れたF-1学生は、他の保障を確
保し、保障の証明をIEに直ちに提出する必要があります。必須の登録が免
除されるのは次の場合です。
 米国の雇用者ベースの医療保険プランを通じて家族が医療保険に

加入している学生
 財政と保険が第三者支援者
（SACMなど）により保障されている学生
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学習プログラム
完全な一覧については、https://catalog.bellevuecollege.edu/content.php?catoid=7&navoid=292をご覧ください

学士号+
BAS 応用会計学、180単位
BS コンピュータサイエンス、180単位***
BAS データ分析、180単位***
BAS デジタルマーケティング、180単位***
BS 医療情報学、180単位***
BAS 健康とウェルネス、180単位***
BAS ヘルスケア、管理、
リーダーシップ、180単位***
BAS 情報システムとテクノロジー
• アプリケーション開発集中講座、180単位***
• ビジネスインテリジェンス集中講座、180単位***
• サイバーセキュリティとシステム管理集中講座、180単位***

BAA Iインテリアデザイン、191単位***
BAS 分子生物科学、180単位***
BS 看護学、185単位***
BAS 放射線および画像科学
• 診断医療超音波検査集中講座、180単位***
• 医療線量集中講座、180単位***
• 核医学集中講座
テクノロジー集中講座
*** 選抜入学
免責事項：学士課程の一部のコースはオンラインでのみ提供されており、F-1規制を満たしていま
せん。BCで学士課程に応募する前に、インターナショナルエデュケーションとそれぞれのプログラ
ムマネージャーの両方に相談してください。

編入準学士号+（DTA =直接編入契約（Direct Transfer Agreement）、MRP =主要な関連プログラム（Major Related Program））
芸術科学の準学士、AAS-DTA、90単位

科学の準学士、コース2

ビジネスの準学士、AB-DTA/MRP、90単位

• エンジニアリングMRP **化学およびバイオエンジニアリング、AS

数学教育の準学士、AME-DTA/MRP、90単位

• エンジニアリングMRP **土木、機械、その他のエンジニアリング、AS

音楽の準学士、DTA/MRP、102～104単位

• エンジニアリングMRP **電気およびコンピュータエンジニアリン

科学の準学士、コース1 – 生物、環境/資源、		
化学と地球科学

グ、AS
• 物理学、大気科学および工学、AS

専門職/技術職（転学不可）†
AA 会計学、92～94単位
AAS-T 会計アシスタント、94～99単位
AAS-T 保健、90単位
AA 経営管理、90単位
AAS-T 経営管理、90単位
AA ビジネステクノロジー、90～93単位
AAS-T 刑事司法、90単位
AA 診断超音波、122単位***
AAS-T デジタルマーケティング、97単位
AA デジタルメディアアート、90～91単位
AA 幼児教育、90単位
AAS-T 幼児教育、93～94単位
AAS-T 情報システムソフトウェア開発、91単位
AAS-T 情報システムビジネスアナリスト、91単位
AA インテリア研究、95単位
AA マーケティング管理、97単位
AAS-T 分子科学技術者、94単位
AAS-T ネットワークサービスとコンピューティングシステム、
オペレーティングシステム管理トラック、90単位
AAS-T ネットワークサービスとコンピューティングシステム,
ネットワーク管理トラック、93単位
AAS-T ネットワークサービスとコンピューティングシステム、
クラウドアーキテクチャとサービストラック、93単位
AA 神経診断技術、103単位
AA 核医学技術、96単位***
AAS-T 看護学、135～140単位（転入不可）
AAS-T 看護学（フルタイム）、135～140単位***
AA 放射線治療、120単位***
AA 放射線技術、101単位***
AAS-T ロボット工学と人工知能、90単位
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CERT会計アシスタント、46単位
CERT 管理アシスタント、51単位
CERT アドバンストビジネステクノロジースペシャリスト、48単位
CERT 先進ビデオ制作、48単位
CERT アルコールと薬物のカウンセリング、50単位
CERT アプリケーションデスクトップサポートスペシャリスト、45単位
CERT CISCOサポート技術者、46単位
CERT 臨床検査アシスタント、50～59単位
CERT クラウドのアーキテクチャとサービス、46単位
CERT データベースレポートの開発、45単位
CERT 幼児教育、47単位
CERT 救急科技師、52単位
CERT 医療情報学、49単位
CERT 保健ユニットコーディネーター、63～72単位
CERT 人事アシスタント、48単位
CERT 医療事務アシスタント48～57単位
CERT 医療アシスタント、83単位
CERT 医療請求およびコーディング、63単位
CERT 医用画像線量測定、83単位***
CERT Microsoftネットワークサポート、45単位
CERT .NETプログラミング、45単位
CERT オペレーティングシステムサポートスペシャリスト、45単位
CERT 瀉血技師、45～54単位
CERT モバイルおよびWeb開発のためのプログラミング、45単位
CERT 販促マーケティング、45単位
CERT 放射線画像放射線科医アシスタント、89単位***
CERT 小売マーケティング、45単位
CERT Webマーケティングスペシャリスト、54～56単位
+ 出版時点の最新内容です。最新の一覧については、Webサイトをご覧く
ださい。
***選抜入学。学生はプログラムによる入学許可を得る必要があります。

インターナショナルエデュケーション

転学に同意している大学

1 年目と2年目

3年目と4年目

@ ベルビューカレッジ=

@ ベルビューカレッジ

準学士号

または大学への編入

ベルビューカレッジは、下記の米国の大学と編入
協定を結んでいます。学生は、一覧から1つの学
校の条件付き入学許可書を要求できます。


















Arizona State University
California State University San Marcos
Central Washington University
Eastern Washington University
Gonzaga University
Indiana University-Purdue University Indianapolis
Johnson & Wales University
Oregon State University
San Francisco State University
Seattle University
University of California, Riverside*
（一般推薦）
University of Idaho
University of Nevada, Las Vegas
University of Washington, Bothell
University of Washington, Tacoma
Western Washington University

学士号
（4年）

ベルビューカレッジの留学生は、米国の多くの大
学に編入しています。2018-19年に、学生は以下
の大学に編入しました：

















		

Arizona State University
Boston University
Georgia Institute of Technology
Northeastern University
Purdue University
State University of New York (SUNY) at
Binghamton, Buffalo
The Ohio State University
The Savannah College of Art and Design (SCAD),
Atlanta
University of California, Berkeley, Davis, Los
Angeles, San Diego, Santa Barbara, etc.
University of Illinois at Urbana-Champaign
University of Michigan, Ann Arbort
University of Minnesota, Twin Cities
University of North Carolina, Chapel Hill
University of Southern California
University of Washington, Seattle, Bothell, Tacoma
University of Wisconsin, Madison
他多数！
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インターナショナルI
エデュケーション
応募用紙を以下に提出してください。
International Education
Bellevue College
3000 Landerholm Circle SE
Bellevue, WA 98007-6484 U.S.A.
(425) 564-3185
(425) 641-0246 Fax
ie@bellevuecollege.edu
www.bellevuecollege.edu/international
ベルビューカレッジは、
プログラムとアクティビティにおいて、人種、肌の色、出身国、言語、
民族、宗教、退役軍人の地位、性別、性的同一性や表現などの性的指向、障害、年齢に基づ
いて差別することはありません。www.bellevuecollege.edu/policies/ポリシー4150をご参照ください。
以下の人々が非差別政策に関する問い合わせを処理するために指定されています：
役職：IXコーディネーター：425-564-2641、Office C227、およびEEOC/504コンプライアン
ス責任者：425-564-2178、Office R130。
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