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INTENSIVE ENGLISH PROGRAM 
入学書類 チェックリスト

全ての書類は締切日までに e-mail（iep@louisiana.edu）で送付して下さい 

☐ オンライン出願.（http://internationalaffairs.louisiana.edu/node/41）

☐ 出願料$50 の支払い. 支払い方法は米国小切手、郵便為替及びクレジットカード
（Visa や MasterCard、ディスカバー及びアメリカン・エクスプレス）  です。

☐ 高校成績証明書（high school transcripts）の提出. IEP の入学には高校の卒業証明書
が必要です。高校の成績証明書（英語）も必要となります。

☐ 全ての大学の成績証明書（college transcripts）の提出（該当する場合）. アメリカ
国内外で大学や専門学校に在籍した学生は英訳した成績証明書が必要です。（学部へ

の条件付き入学に必要）。

☐ 学歴書（Chronological Record of Education）の提出. この書類では志願者の学歴を
記載します。（学部への条件付き入学に必要）。

☐ 財政証明（Financial Information form）と銀行残高証明書（bank statements）の提出.
この書類は F-1 もしくは J-1 ビザで勉強する全ての学生に必要で、米国内の他校から転
校する場合も提出が必要です。

☐ 予防接種証明書（Proof of Immunization form）の提出.  この書類は全ての学生に必要
です。

☐ コピーの提出. パスポートの写真があるページ（F-1 もしくは J-1 の学生）、永住権

カード、亡命申請/承認、B1/B2以外の有効なビザ、もしくは米国市民権を証明するも
の（パスポートか帰化証明書）のいずれか。

米国内の他校から転校する全ての生徒がすべきこと 

☐ UL Lafayette の IEP に入学後、元の
 
学校のビザ担当者に留学生転校届

（International Student Transfer form）の提出
もし現在謹慎または停学処分中であったり、滞在資格の問題や現在の学校に未納金があったりし

た場合、UL Lafayetteの IEPへの入学資格がないこともあります。ご了承下さい。 

https://internationalaffairs.louisiana.edu/sites/internationalaffairs/files/CRE%20Form.pdf
https://internationalaffairs.louisiana.edu/sites/internationalaffairs/files/CRE%20Form.pdf
https://internationalaffairs.louisiana.edu/sites/internationalaffairs/files/Transfer%20in%20Form%20%28IEP%29.pdf
https://internationalaffairs.louisiana.edu/sites/internationalaffairs/files/IEP_Financial%20Info%20Form_rev8.04.2022.pdf


出願資格

IEP入学希望者は以下の条件を満たしている必要が
あります。

高校を卒業していること

法的にアメリカに入国・滞在可能であるこ

と

現在在籍する学校・大学で停学になってい

ないこと

出願書類

出願にあたり以下の書類を提出して下さい。

1. すべての項目で記入が済んだ IEP への願書
（IEP application form）

2. 出願料：$50（返金不可、小切手/為替）な
お受取人は IEP-UL として下さい。

3. 高校と大学（可能の場合）の英語での成績
証明書もしくは卒業証明書

4. 財政証明：銀行の残高証明書（$5,210、8
週間の費用相当）もしくはスポンサーとな

る機関（会社・企業・奨学金団体など）の

保証書
5. 学歴を記した履歴書 (Chronological Record 

of Education Form) – 大学編入を希望する場
合

6. 予防接種証明書 (Immunization Form)
7. パスポートやビザ、I-20AB もしくは PR カ 
ードなどのコピー

必要な書類の取得及びオンラインによる出願は以

下のサイトから可能です

 https://internationalaffairs.louisiana.edu/intensive-
english-program 

課外活動や大学のサービス

定期的に行われる多くのキャンパスでの活動に加

え、IEPはセッション毎に学生のためのイベントを
提供したり、セッション毎に近辺の興味深い場所

へのフィールドトリップを計画したりします。イ

ンターナショナルアワーなどアメリカ人と英語で

会話する機会がもてるソーシャルなイベントも予

定しています。大学のキャンパスにて運動やリク

リエーションの活動も容易に可能です。

We can’t wait to meet you! 

その他情報はお問合せを！

UL LAFAYETTE 
Intensive English Program 

413 Brook Avenue 
Lafayette, LA 70506 

OFFICE: (337) 482-9028 
FAX: (337) 262-1346 

E-MAIL: iep@louisiana.edu
URL: internationalaffairs.louisiana.edu 

Intensive 
English 
Program 

出願して英語を上達させよう！

入学可能時期：1月、3月、6月、8月お
よび 10月 

internationalaffairs.louisiana.edu/intensive- 
english-program

UL LAFAYETTE 
Intensive English Program

413 Brook Avenue
Lafayette, LA 70506

OFFICE: (337) 482-9028
FAX: (337) 262-1346

E-MAIL: iep@louisiana.edu
internationalaffairs.louisiana.edu



ルイジアナ大学ラフィエット校

ルイジアナ大学ラフィエット校（以下ルイジアナ

大学）はアカディアナ地方の中心に位置し、ラフ

ィエット空港（LFT）から 5分の距離にあります。

大学案内

1900年創立 
88の異なる国から 18,000人を超える学生  
100を超える専攻（学士、修士、および博
士課程）

200 もの学生組織 
最先端のリクリエーション施設

ルイジアナ州ラフィエット

ラフィエットは：
ケージャンとクリオールの文化や食べ物、

音楽で有名

国際フェスティバルなど年間を通じて多く

のお祭りを開催

仏、西、英、カリビアン、アフリカなどの

影響を受け独特な文化を形成

治安がよくフレンドリーな都市

プログラムの情報

1年で 8週間のセッションを 5つ提供 
どのセッション開始時からも入学可能

週 20時間の授業 
授業は月から金曜日 9時から 1時まで 
一人一人に目が行き届く少人数クラス編成

短期間で英語上達も可能

TOEFL iBT
IEPクラスは、学生がアカデミック英語を習得し、大
学の学位プログラムへの入学に必要なTOEFL iBTを受
講する準備をし、大学での高等教育に成功するのに
役立つように設計されています。大学院プログラム
に応募する学生は、GMATやGREなどの追加の試験を
受ける必要がある場合があります。 IEPへの入学
は、ULラファイエットへの入学を保証するものでは
ありません。

新入生は適切なレベルのクラスに配置されるため

にテストを受けます。生徒は各セッションの最後

に期末試験を受け、授業中の成績も考慮の上で上

のクラスに進級するかどうか決定されます。

学費と諸費用

1つの 8週間のセッションの学費と諸費用は約
$2,000です。この金額はオリエンテーション、教
室使用料、学費、学業に関するアドバイス料、学

生、施設利用費、保険料、学内サービス・アクセ

ス費用を含みます。学費と諸費用は授業 2週目ま
でに納入下さい。生徒が家族（配偶者・子供）と

滞在する場合、別途相応の費用が必要です。

住まいと食事

独身の生徒は学内の住まいに入居可能です。ただ

し返金不可の預かり金/入居希望費$200 が必要です。
学生寮への入居は早期に必要な預かり金を支払い、

申し込みを終えた生徒だけに保証されます。キャ

ンパス内で食事も可能です。色々な価格帯の食事

プランが希望に合うべく提供されています。

健康保険

IEPに登録されているすべてのF-1（スポンサーな
し）の学生は、ULラファイエットが提供する保険
の対象となります。保険料は授業料の請求書に含
まれています。 IEPに登録している間、学生はキャ
ンパスにある医療サービスを利用できます。申請
書には免除フォームが含まれており、SEVIS I-20を
発行する前に、このフォームに記入してIEPオフィ
スに返送する必要があります。




