
 

ご質問は以下までお問い合
わせください。
333 East 8th Street
Oakland, CA 94606

(510) 466-7380
web.peralta.edu/international

333 East 8th Street ∙ Oakland, CA 94606 ∙ (510) 466-7380 ∙ web.peralta.edu/international

BCC COA ラニー メリット学位取得とサーティフィケートプログラム
アフリカ系アメリカ人研究
アメリカ手話
人類学
被服のデザインと販売
建築
アート
アジア人とアジア系アメリカ人研究
自動車技術
生物学
バイオテクノロジー
ビジネス
児童心理学
コミュニケーション/コミュニケーション研究
コンピュータ情報システム
コンストラクション・マネージメント
美容学
調理学
歯科助手
2級自動車整備
経済学
教育学
電気/電子技術
英語
第二言語としての英語（ESL)プログラム
論理学
地理学
国際関係学
グラフィックアート/マルチメディア
公共医療サービス
歴史学
人文学
ジャーナリズム
労働研究
景観園芸学
数学
メディアコミュニケーション
メキシコ人とラテン系アメリカ人研究
音楽
看護学
栄養学
弁護士補助員
写真
政治学
心理学
公共・社会サービス研究
放射線医学
社会学
スペイン語
劇場アート
土木技術

全プログラムの一覧については web.peralta.edu/international をご覧いただくか
カウンセラー（裏面に連絡先を記載）までお問い合わせください。

簡単入学手続きステップ

ペラルタ学区内カレッジ

1 入学願書を送付します。オンライン
入学願書を使用するか Office of 
International Education にてお申
し込みください。

2 英語力判断テストを受けてオリエン
テーションに参加します。学生は英語
力判断テスト（または ESL)を事前に
受けてください。

3 カウンセラーと進路相談をします。
進路に関する相談や目標設定について
相談するチャンスです。

4 授業を選択します。当校のオンライ
ンシステム PASSPORT を利用して
授業を選択するか担当オフィスにて手
続きを済ませてください。このとき、
ペラルタの学生用 Eメールを使用しま
す。

5 支払いをします。留学生担当オフィ
スで最初の支払いについてご相談くだ
さい。

6 写真付き学生 ID カードを入手しま
す。このカードによって、公式にペラ
ルタの学生であることが証明されま
す！

携帯専用「ペラルタに留学」アプリを Apple の App Store か Google Play から
今すぐダウンロード！当校 Facebook ページの「いいね！」をお願いします。

ペラルタ・コミュニティカレッジ -  人生を変える体験

ペラルタ学区内カレッジ
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バークレー ラニー アラメダ メリット
900 Fallon Street ∙ Oakland, CA
(510) 834-5740

555 Ralph Appezzato Memorial Parkway
Alameda, CA 94501 ∙ (510) 522-7221

12500 Campus Drive ∙ Oakland, CA 94619
(510) 531-4911

UC IRVINE
CSU LONG BEACH

CSU LOS ANGELES

CSU FULLERTON

PERALTA COLLEGES

HUMBOLDT STATE

CHICO STATE

SONOMA STATE
SACRAMENTO STATE
UC DAVIS

MARITIME ACADEMY

UC BERKELEY

SAN FRANCISCO STATE
CSU EAST BAY

SAN JOSE STATE

UC SANTA CRUZ

CSU MONTEREY BAY

CSU STANISLAUS

UC MERCED

FRESNO STATE

CSU SAN LUIS OBISPO

UC SANTA BARBARA

CSU CHANNEL ISLANDS
CSU NORTHRIDGE

CSU BAKERSFIELD

SAN DIEGO STATE

CSU SAN MARCOS

UC SAN DIEGO
CSU DOMINGUEZ HILLS

UC LOS ANGELES

CSU POMONA

UC RIVERSIDE
CSU SAN BERNARDINO

バークレーシティ・カレッジ、カレッジ・オブ・アラメダ、
ラニー・カレッジ、メリット・カレッジなど、どのカレッジ
においても、受賞経験のある教師陣や各業界で活躍するリー

カリフォルニア大学バークレー校からわずか2
ブロックの距離にあるバークレーシティ・カレ
ッジの活気溢れる近代的な新キャンパスでは、
2年制の公立大学における最先端の教育を提供
しています。バークレーシティ・カレッジの主
たるカリキュラムには大学進学や職業訓練に着
目した授業が含まれ、アメリカ手話、バイオテ
クノロジー、マルチメディアなど様々な分野に
おける基本的な授業にも特長があります。

カレッジ・オブ・アラメダはカリフォルニア州
で唯一島に位置する公立のカレッジで、公園の
ような美しい景観のキャンパスは忙しい都会の
中であっても郊外特有の静かな環境に囲まれて
います。1970年創立以来、カレッジ・オブ・
アラメダは20万人以上の卒業生を輩出してき
ました。また、航空機整備、その他運送関連テ
クノロジー、被服のデザインと販売などのアカ
デミックや職業訓練に関するプログラムにおい
て優れた評価を得てきました。 

サンフランシスコの丘の上に建つメリット・カ
レッジでは、学生は北カリフォルニア州で最も
景色の良い環境で学ぶことができます。ゴール
デンゲート・ブリッジや太平洋などのパノラマ
が広がる美しい景色の中、メリット・カレッジ
では児童心理学や応用健康学などアカデミック
や職業訓練における分野で優秀なプログラムを
学生に提供しています。

多様な文化が織り成す活気溢れるオークランド
のダウンタウンに位置するラニー・カレッジに
は、都会的な雰囲気と都市にある大きな大学独
特のエネルギーがあります。情緒溢れる中華街
から数ブロック先にあるカリフォルニア州オー
クランド博物館の向かい側で、メリット湖やオ
ークランド河口まで徒歩でアクセスできる距離
にあるラニー・カレッジに通う1万2千人の学
生は、オークランド市が誇る知的・文化的施設
や自然にアクセスできるだけでなく、同カレッ
ジの主要プログラムとなるコンストラクション
・マネージメントや貿易関連分野のプログラム
でのびのびと学ぶことができます。

サンフランシスコからオークランドに広がるベイエリアで
は、驚くほどの多様性が見られ、同地域に住む地元の住民
だけでなく観光客もその穏やかな気候、美しい景観、飽き
のない滞在を心ゆくまで楽しめます。この地域では、午後
のナパバレーのワイナリー散策後、そのまま、たっぷり時
間をかけてサンフランシスコの街で優雅に夕食をしてから
サンフランシスコ・オペラで観劇することも可能です。ま
た、土曜にシエラ高原でスキーを楽しみ、翌日の日曜日に
はゴールデンゲート・ブリッジを望みながらクルーズを楽
しむなど、これほどまでに週末を満喫できる街は他にはあ
りません。「サンフランシスコの明るい方の地区」として

ベイエリアについて

唯一価値ある選択
ペラルタ学区内カレッジ
手頃な授業料によってさらに効果的な教育が提供さ
れます。 

コミュニティカレッジへの入学手続きは4年制大学入学手
続きより簡単です。 

少人数制のクラスによって、各学生のニーズに合わ
せた指導を行います。 

学士課程の最初の2年にあたる一般教養のクラスに取り組
んでいる間に専攻分野をじっくり検討できます。

ペラルタ学区内のカレッジでは、受賞歴のある教師陣や
各業界で活躍するリーダーたちが、実務経験や特定の目
標達成のために設定された授業を提
供しています。 

多岐にわたる分野において
2,000以上ものクラスがあり
ます。オンラインクラスも受講
可能です。 

さらに詳しい情報や入学申し
込みに関しては、
web.peralta.edu/international 
をご覧ください。

4年制大学進学プログラム 

4年制大学進学プログラ
ムは、特にUCバークレー校
とペラルタ学区内カレッジ
（PCCD）のプログラムで、
UCバークレー校やその他4年
制大学への編入を希望する 
PCCD の学生を対象にサポー
トや資料を提供しています。

米国に来た当初は、ただ英語のスキルアップをした
いと思っていただけでした。まさか、カレッジ・オ
ブ・アラメダ（COA)に入学し、サンフランシスコ
州立大学（AFSU)に編入するとは思っていませんで
した。COA については、EF サンタバーバラ校に通
っているときに知り、結局、COA で心理学準学士
号を得てからサンフランシスコ州立大学に編入しま
した。 

COA を選んだ理由は、これまでとは違う何かにチ
ェレンジしたかったからです。ベイエリアの多様性
には驚かされ、そして、そのフレンドリーさに感激
しました。COA で学んでいる間、友達と一緒にス
ターバックスで勉強したりおしゃべりしたりして楽
しみ、また、オークランドの中華街ではランチも楽
しみました。SFSU に編入したとき、留学にといて
大きなステップを踏み出したという感覚はありませ
んでした。実際に編入はとてもスムーズでした。

SFSU を卒業したら、精神疾患患者専門の技術者に
なるため、医科大学への進学を計画しています。
多様性に恵まれ、英語をスキルアップさせる時間を
十分に取ることができるコミュニティカレッジを選
択してよかったと思っています・

米国には、グローバルな経験を積んでこれまでに
体験したことのない何かをしようを思って、来ま
した。メリット大学では、進路相談担当者だけで
なく、副学長、教授陣、学校スタッフの皆さんが
話を熱心に聞いてくれ、素晴らしいサポートを提
供してくれました。カレッジ内では、アフリカ人
学生会に所属していました。 

高校を卒業後数年間のギャップがあったので、慣
れることは簡単ではありませんでしたし、初めて
の土地での生活になかなか馴染めませんでした。
まず、留学した高校では毎日ピカピカに磨いた靴
を履き、ネクタイを締め、ジャケットを羽織り、
先生に会えば必ず挨拶をしました。英語は知って
いましたから、勉強に集中することができてラッ
キーでした。ジンバブエに住む多くの子どもたち
がこのような体験に夢を馳せており、私はそのチ
ャンスに恵まれました。 

メリット・カレッジを修了し、その後、過去に多
くの黒人が通った優秀なカレッジの一校として知
られているモアハウス・カレッジに編入すること
を決めました。キング牧師、スパイク・リー、ロ
バート・マッセーはこの大学の卒業生です。ビジ
ネス分野で学士号を得たら、MBA を目指して大
学院に進学する予定です。

バークレーシティ・カレッジ（BCC)で2年勉強してから 
UC バークレー校に編入し、現在、美術史で学んでいま
す。常に UC バークレー校に留学したいと思っていまし
たが、直接の入学は叶わないだろうと思っていました。
まず、語学学校 ELS ニューヨーク校で英語を上達させ
ることにしましたが、そのときに、アドバイザーからコ
ミュニティカレッジのシステムについて教えていただき
UC バークレー校への編入が可能になるかもしれないと
思いました。 

BCC を選択した理由は UC バークレー校に近いからと
いうことだけで、どんな体験が待ち受けているのは全く
わかっていませんでした。そして、そこでは、多様性溢
れる学生たちが一緒に勉強しているのを目の当たりにし
ました。授業では、教授から、暗記をするのではなく自
分たちで考える力を養うよう指導していただき、クラス
ではディベートをたくさんしました。BCC 終了後、編
入のときが来ましたが、UC バークレー校では何をしな
くてはならないかわかっていました。 

コロンビア大学や UCLA からも入学許可をいただきま
したが、バークレーは他の2都市と比べてフレンドリー
ですし、何よりも公立の教育機関で勉強をしたいと思っ
ていました。UC バークレー校を選んでよかったと思っ
ています。理由は、教授陣が学生をよく理解してくれて
いますし、討論のアイデアを自分たちで作り上げていけ
る環境があるからです。卒業後は、西洋美術史で博士号
を取得して、将来、研究者か教授になりたいと思ってい
ます。

ペラルタ学区内カレッジとカリフォルニア州の高等教育

ペラルタ学区内カレッジはカリフォルニア大学やカリフォ
ルニア州立大学と特別な提携をしています。  

ペラルタ学区内カレッジは UC バークレー校への
編入率において上位5位にランクインしています。 

カリフォルニア大学のキャンパスのいくつ
かが、カリフォルニア州内のコミュニティ 
    カレッジに通う学生で特定の条件を     
         満たしている学生に対して編入保証   
             プログラム（TAG）を提供してい 
       ます！

ペラルタ学区内カレッジと4年制大学の年間費用比較

ペラルタ学区内カレッジ カレッジに通う学生の体験！
ダーたちが従来の授業だけでなく最先端の授業を担当し、各業界で仕事をすぐに始められるよう、また、米国内の
4年制大学に進学できるよう学生を指導しています。ペラルタ学区内カレッジは名ばかりのカレッジではなく、
学生のパートナーとして学生の将来とグローバル化が進むコミュニティの将来を築き上げていきます。

2050 Center Street ∙ Berkeley, CA 94704
(510) 981-2800

知られている北アラメダ地区は、穏やかで安定した気候、輝く太陽、晴れ渡る青空が特色です。冬場の気温は10度から16度（
華氏で50度から60度）、夏場の気温は21度から29度（華氏で70度から84度）くらいです。尚、最も暖かい月は9月と10月で
す。年間降雨量は20インチ程度です。サンフランシスコ・ベイエリアを初めて訪れた人々が最初に感動することは新鮮な環境
でプラス思考の街であるということです。澄んだ空気に包まれ、緑豊かな山や丘が広がり、そして、きらきらと輝く海に囲まれ
ています。モダンなスタイルの家々から古いビクトリア朝の家々が織り成すハーモニーが同地域で見られます。また、重要なこ
とに、この街はイノベーションを求める精神に則った斬新さや寛容さを持ち合わせています。ペラルタの学生は、サンフランシ
スコ・ベイエリアに住む人々の文化的多様性を鏡のように映し出しています。ペラルタ学区のカレッジには、様々な文化背景や
世界観を持ち、お互いに夢や希望をを語り合いながら一緒に学ぶことができる学生たちが世界中から集まってきます。
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