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留学生向けファクトシート
入学審査
セント・ノーバート・カレッジは、キャンパスとカリキュラムの国際
化の一環として、あらゆる国や地域からの優秀な留学生の入学出
願を募っています。 国外からの入学希望者は、出願手続きとして
以下の書類を提出してください。

n 本人署名済みの願書。 

n パスポートの"身分事項ページ"の写し。

n 高校の成績証明書（英文）。 

n  編入希望者の場合: 大学の成績証明書（英文）。 単位認定には
大学成績証明書の正式な審査が必要になります。 この審査を
申請する手続き方法については、入学保証金の入金後に送付
します。

n  奨学金以外の機関資金を申請する場合、財務申請書および関
連財務書類。 

n 学部課程1年分の資金のあることを示す金融機関の証明書。

n  英語力:  TOEFLまたはIELTSのスコア: TOEFLの場合はpbt 
550点以上、ibt 80点以上。 IELTSの場合は総合スコア6.5。  
注: 英語のみを使用する高校の卒業生、IBプログラム修了生、
または英語力を実証できる学生は、学歴に基づいてTOEFLま
たはIELTSの要件を免除される場合があります。 

n SATスコアまたはACTスコアの補足。 必須ではありません。 

n  500語以内のエッセイ。 助けを借りずに自力で執筆すること。 
“Why I want to study at an American university”というトピ
ックについて、または自身の入学動機について書いてくださ
い。 必ずタイプした原稿を提出してください。 

n 出願料$50 USD。 オンライン申請の場合は免除されます。

奨学金制度
優秀な候補者には、限定数の留学生奨学金が用意されています。 
奨学金の額は学年ごとに$5,000～$12,000で、更新可能です。 
選考対象に選ばれた候補者には合格通知でお知らせします。  
希望者が多いので、最大限の選考審査を受けるために早めに 
応募してください。

学生ビザ
セント・ノーバート・カレッジはI-20フォームを発行します。 米国の
学生ビザを取得するには、自国のアメリカ大使館または領事館に
I-20フォームを提出する必要があります。

入学保証金
入学の意志を確認するために、$350 USDの保証金が必要です。 
この保証金は払い戻しできません。 このうち、$250 USDは前期
の授業料に充当され、残りの$100は保証金として預かります。

セント・ノーバート・カレッジ
n  私立4年制（BA/BS卒業資格）男女共学のリベラルアーツカレ

ッジです。 40以上の学部課程プログラムがあります。
n 高等教育機関正式認定校。
n 学部生数2,200名。
n  人気の高い専攻には、経営学、コンピューター科学、会計学、 

国際ビジネス、生物学、化学、数学、政治学、コミュニケーショ
ン、物理学などがあります。

n 学生と教員の人数の比率は14対1。 1クラス平均21名。
n  所在地はウィスコンシン州ディピア。 グリーンベイから車で 

5分、ミルウォーキーから車で2時間、シカゴから車で3時間、 
ミネアポリス/セントポールから車で4.5時間です。

n 73のクラブと団体。

課程一覧

    

ご質問がある場合
セント・ノーバート・カレッジの教育機会についてさらに詳しくお
知りになりたい場合は、ご質問を受け付けています。 喜んでお手
伝いいたします。 詳しい情報については、次の連絡先へお問い合
わせください。

OFFICE OF ADMISSION
St. Norbert College
100 Grant Steet  •  De Pere, WI 54115-2099  •  USA
電話: +1-920-403-3942  •  スカイプ: snc.international
Eメール: international@snc.edu  •  ウェブサイト:  
www.snc.edu

会計学
アメリカ研究
芸術
生物学
生化学
経営学
経営情報システム
化学
古典研究
コミュニケーションと
メディア研究

コンピューター科学
経済学
教育学
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環境科学
フランス語

地理学
地質学
ドイツ語
グラフィックデザ

イン
歴史学
人文美術
福祉
国際ビジネスと言語
地域研究

国際研究
日本語
リーダーシップ研究
数学
現代語と現代文学
音楽
自然科学

平和と正義
フィリピン研究
哲学
物理学
政治学
歯学準備
工学準備
法学準備
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スペイン語
演劇研究
女性学とジェンダー
研究



St. Norbert College
English as a Second Language 
Institute（第二言語としての英語学校）
ESL Instituteは、仕事上または学業上の目的でアメリカ英語の読
解力、文章力、話力、理解力を身につけたい意欲的な留学生を対
象に、単位付与なしの英語集中講座を提供しています。
n  クラスは少人数編成で、1クラスの学生数は平均10～15名 

です。

n 授業は週20時間。

n 応募要件: 高校卒業および財政能力証明書。

特別支援とサービス
n 空港への出迎え
 オースチン・ストローベル（グリーンベイ）国際空港（GRB）で出

迎え、同行して大学まで案内します。 これは無料サービスです。

n 住居
 セント・ノーバート・カレッジの学生寮の部屋を用意します。

n 歓迎オリエンテーション
 歓迎オリエンテーションには、クラス分け語学力テスト、学校方

針の説明、キャンパスツアー、セント・ノーバート・カレッジ・ヘ
ルス＆ウェルネスセンター案内、セント・ノーバート・カレッジ・
ブックストアツアー、学内生活文化の紹介があります。

n フレンドシップ・ファミリー・プログラム
 地域のアメリカ人家庭を紹介します。 本プログラムに興味のあ

る留学生には、到着から約3週間後にフレンドシップ・ファミリ
ーを紹介します。

n 会話パートナー
 アメリカ人の会話パートナーを手配します（夏季は不可）。

n チューター
 ほぼ毎日、午後と夜に面会できます。 チューターは、ESLの学生

の指導をボランティアで引き受けているセント・ノーバート・カ
レッジの学生と退職教員です。 週に1度、午後または夜の決ま
った時間にチューターとの面会を申し込むことができます。

n 条件付き入学制度
 セント・ノーバート・カレッジの学位課程への入学出願を支援

します。 ESLプログラムの上級課程を修了した学生にはTOEFL
スコアの条件は課されません。 条件付き入学制度について
は、www.snc.edu/go/conditionalをご覧ください。

n キャンパス設備
 キャンパス内無線インターネット、コンピューターラボ、図書

館、スポーツセンター、学生会館、カフェテリア、13棟の学生寮、
ヘルスセンター、クラブと団体、その他さまざまなキャンパス設
備を利用できます。

n ビザ情報
 パスポートとビザについて質問がある場合はお手伝いします。

コミュニティ情報
セント・ノーバート・カレッジ（1898年創立）では2,200名の学生
が生活、学習しており、約93エーカーの敷地には39棟の建物が 
あります。 フォックス川に面したディピア（人口23,800人）郊外の
キャンパスは公園のような環境です。 ディピア市はグリーンベイ
都市圏（人口250,000人）にあります。 キャンパスの近隣には、 
レストラン、ホテル（当校のクレス・インはキャンパス内）、百貨店、
銀行、ショップ、学校などがあります。 多くの学生は、シティバスや
タクシーや自家用車で地元のショッピングモールや映画館やクラ
ブへ出かけています。 

詳細の問い合わせ先:
ESL INSTITUTE  •  St. Norbert College
100 Grant Street
De Pere, WI 54115-2099 USA
電話: +1-920-403-3463
Fax: +1-920-403-4083
Eメール: esl@snc.edu
ウェブサイト: www.snc.edu/esl
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セント・ノーバート・カレッジは、一時滞在の外国人学生の入学を連邦法によって認可されています。

付属学校


