Manhattan College 集中英語プログラム
(Intensive English Language Program,IELP)
の詳細情報
Manhattan College は、学生の英語ニーズに応じて 6 レベルの集中英語コースを提供しています。レ
ベルは初級と中級、および大学入学前の英語能力を養うための上級レベルに分かれています。IELP
コースは通常、Manhattan College の大学暦に従って実施されます。
クラスには人数制限があり、通常は 1 クラスあたり学生 12 名以下となります。授業は以下の分野を
中心に、月曜から金曜まで 1 週あたり 22 時間行われます。





読解力
アカデミック・ライティング
聴解力およびプレゼンテーションスキル
会話と授業のためのスピーキングおよび発音

IELP コースには、米国の生活、米国の文化、ニューヨーク市の概要、芸術と音楽、および米国の祝
祭日に関する学習内容が含まれています。
各レベルの期間は 1 学期（15 週間）または 1 夏期講習（9 週間）で、各レベルを修了するたびにその
レベルの修了証が授与されます。自身のコースの IELP レベルを修了した学生は、他の英語能力テス
ト（TOEFL または IELTS テスト）を受ける必要がなくなります。IELP 修了後に Manhattan College
の学部および大学院への入学を希望する学生は、条件付き入学制度を利用することができます。以
下の詳細をお読みください。

入学
IELP を修了すると、英語の要件および Manhattan College の英語実力要件が満たされたものとみ
なされます。IELP への入学経路は以下の 2 つがあります。
条件付き入学：



学部：学部入学申請書に記入する。
大学院：大学院入学申請書に記入する。

学部または大学院入学申請書に記入すると、学部または大学院入学チームがその学生を
IELP に案内します。
IELP に直接入学する場合は、以下の書類を提出する必要があります。




中等教育機関（高校）または大学の成績証明書の英訳
パスポートのページ
IELP 入学申請書

IELP におけるその他の学習機会
Manhattan College IELP は、その他の学習機会を提供しています。
詳細については、リンクに従ってください。または、当校までご連絡ください。
- ESL 専門プログラム。これらのプログラムは、金融、パフォーミングアート、写真など、独特のニューヨー
ク市中心のプログラムに加えて、英語を学習することを希望する学生向けに構成されています。詳細：
https://manhattan.edu/academics/schools-and-departments/scps/non-creditprograms/summer-programs/English%20as%20a%20Second%20Language%20Specialty%20Programs.php
- 専門 ESL コース：Manhattan College IELP は、個人または組織に合わせてコースを構成すること
ができます。詳細については、ディレクターのジェフ・バンダーワーフ（Jeff Vanderwerf）
（jvanderwerf01@manhattan.edu）にお問い合わせください。
- 夜間＆週末コース：IELP はまた、夜間と週末の ESL コースを提供しています。ESL ビジネスコミュニ
ケーションや週末 ESL エリアなどの科目があります。詳細については、ディレクターのジェフ・バンダーワー
フ（Jeff Vanderwerf）（jvanderwerf01@manhattan.edu）にお問い合わせください。

授業料＆授業日程
IELP プログラム授業料
最新の授業料および手数料については、Manhattan College IELP のウェブサイトをご覧ください。
医療保険料

F-1 ビザの学生は、医療保険に加入する必要はありません。留学生オリエンテーションで、F-1 ビザ保
持者に、F-1 ビザの学生が加入できる医療保険を提供している複数の保険会社に関する情報/ウェ
ブサイトを紹介します。F-1 ビザの学生は、保険に加入することが強く勧められます。 J-1 ビザの学生
は、保険に加入する必要があります。米国内で適用される医療保険にすでに加入している場合は、
保険免除を要求することができます。免除を受けるには、保険に加入していることを証明する書類を
提出する必要があります。
プログラム予定表/授業日程
Manhattan College IELP のウェブサイトで、最新の申請書提出締切日および授業日程をご確認くだ
さい。
IELP コース日程
通常、秋期コース/春期コースでは、Manhattan College IELP で 1 週あたり 22 時間の授業が行わ
れます。すべての授業はキャンパス内で、午前 9 時〜午後 3 時（月曜〜木曜）、午前 9 時〜午後
12 時（金曜）に実施されます。
夏期コースでは、1 週あたり 30 時間の授業が行われます。すべての授業はキャンパス内で、午前 9
時〜午後 3 時（月曜〜金曜）に実施されます。

住居
すべての IELP の学生は、キャンパス内に住むことが勧められます（ただし、そう決められているわけでは
ありません）。学校側が学生にキャンパス内の学生寮への入居を案内します。Manhattan College 学
生寮の部屋と食事のおおよその料金は、「料金＆費用」セクションに記載されています。設備費と食
事代は寮費に含まれています。
Manhattan College IELP は、ホームステイに関心のある学生を対象に、ホームステイのオプションも提
供しています。

ビザに関する情報
財務書類および I-20
I-20 は、米国留学を希望する学生を対象とする非移民在留資格証明書です。入学を許可された
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示します。以下のいずれかに
該当する留学生は、I-20 が必要となります。


現在、学生ビザ（F-1）で、米国内の高校、大学、または英語プログラムで就学している場合



学生ビザで米国に入国しようとしている場合

I-20 に必要な財務書類：
米国政府の規制により、F-1 学生ビザを保持している学生は、在学中に金銭面の支援があることを
大学に証明する必要があります。そのため、学生は支払能力証明書（CFR）（保証人からの公正宣
誓供述書）および以下の証拠書類を提出する必要があります。CFR については、下記の「書類」セク
ションをご覧ください。




学生を金銭的に支援する目的で使用できる資金の額が示されている保証人の金融機関の
銀行預金残高証明書または書類/手紙の原本。
パスポートの身分証明ページのコピー
高校または以前の大学課程の正式な成績証明書

注記：






保証人からの公正宣誓供述書およびすべての裏付書類は、Manhattan College 入学予定
日前の 9 ヵ月以内に署名および日付記入されている必要があります。
宣誓供述書は入学許可に関する資料とともに学生に送付されます。
財務書類は原本である必要があります。学生/保証人は同書類を Manhattan College 宛に
電子メール送信または郵送することができます。ファックスを利用する場合は、金融機関が財
務書類を直接ファックス送信する必要があります。
財源に関する書類は、銀行のレターヘッドに金額が米ドルで示されており、銀行の判および/
または署名が含まれている必要があります。

現在米国で就学している学生は、以前の I-20 すべてのコピーおよび記入済みの I-20 ト移転フォー
ムを提出する必要があります。
送付先：
Ms. Debbi Damico
Director, International Student and Scholar Services
Manhattan College
4513 Manhattan College Parkway
Riverdale, NY 10471
学生ビザのステータス：I-20（非移民在留資格証明書）
学生が I-20 の発行を受けるには、IELP に早期に申請する必要があります。自国を出国する前に F1 非移民ビザを取得するには、I-20 が必要です。Manhattan College は、すべての書類と入学金を

受け取った場合にのみ I-20 を発行します。

注記：
米国の法律に基づき、I-20 は発行日から 1 年間有効となります。しかし、これには特定の入国日が
明記されています。指定日以前に米国に入国できない学生は、Intensive English Language
Institute に連絡して、延長を要求する必要があります。元の I-20 が有効である場合は、追加料金
はかかりません。
米国の入国管理法に基づき、留学生は、米国に入国するために学生が使用する I-20 を発行する
教育機関に入学する必要があります。

重要なウェブサイト
Manhattan College IELP のウェブサイト

授業料＆授業日程：https://manhattan.edu/admissions/international/costs-calendar.php
書類

支払能力証明書（CFR）については、このリンクをご覧ください：
https://manhattan.edu/admissions/international/documents.php

Manhattan College の健康に関する書類については、このリンクをご覧ください：
https://inside.manhattan.edu/student-life/health-services/required-records.php
入学申請

学部課程への条件付き入学を申請する場合は、このリンクをご覧ください：
https://manhattan.edu/admissions/undergraduate/requirements/international.php

大学院課程への条件付き入学を申請する場合は、このリンクをご覧ください：
https://manhattan.edu/admissions/graduate/apply.php

IELP への直接入学を申請する場合は、このリンクをご覧ください：
https://manhattan.edu/admissions/international/apply.php
入学金の支払

入学金の支払（入学申請して、入学許可が下りた後）については、このリンクをご覧ください：
https://deposits.manhattan.edu/touchnet/
住居

Manhattan College のキャンパス内学生寮の詳細については、このリンクをご覧ください：
https://manhattan.edu/life-at-manhattan/housing/residence-halls.php

ホームステイのオプションについては、IELP に直接お問い合わせください。

連絡先
Manhattan College Intensive English Language Program（Manhattan College IELP）
Jeff Vanderwerf、Director
Miguel Hall 300
4513 Manhattan College Parkway
Riverdale, New York 10471
電話：718-862-8212
電子メール：jvanderwerf01@manhattan.edu / ielp@manhattan.edu

