
Focused on Student Success

Merced College
マーセッドコミュニティカレッジは
生徒の成功を第一に考えます。

A California Community College



What is a Community College?
コミュニティーカレッジとは？

Community Colleges are found throughout the United States. 
 Merced College is an offi cially approved college that provides:

• English Language instruction

• Preparation for transfer to universities

• Certifi cate or Associate degree programs that do not require transfer

コミュニティーカレッジはアメリカ全土どこにでもにあり、
マーセッドカレッジは以下の事を提供します。

• 英語教育

• 4年制大学編入の準備

• 編入を必要としない修了証や準学士プログラム

Why study in the United States?
アメリカ留学を目指す理由は？ 

• Learn about other cultures

• Improve your English skills

• Improve your chances of getting the job you want

• Improve your personal communication skills

• Have fun seeing new places and meeting new friends

• 他文化を学ぶ為

• 英語力を磨く為

• 将来就きたい職業を手に入れる為

• コミュニケーション力を磨く為

• 新しい場所、新しい人々との出会いを楽しむ為

Merced College provides many
student services and academic support 

for student’s success.
マーセッドカレッジは生徒の成功の為に多く
の学生サービスと学術サポートを提供してい
ます。
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International Student Services
留学生サービス 
• As a new international student you will attend orientation and 

receive important information.
•  Staff from the International Student Services offi ce will assist 

you with the registration process.
•  You will receive academic support and planning from our 

counselors.
•  Throughout your studies, International Student Services staff 

will be here to give you the support you need to ensure your 
success.

•  入学時の生活・アカデミックオリエンテーション
•   申し込み・ビザ関係の書類や入学、クラス登録の手

伝いをします。
•   2名の留学生専門カウンセラーと日本人スタッフが常

駐。
• マーセッドカレッジでの成功の為のサポートをします。

The friendly International Student Services staff
留学生サービスのスタッフ

詳細は以下のメールまで 
internationalstudentservices@mccd.edu

Preparing for Your Future 
International Student Services will provide you with assistance when preparing 
for graduation, transfer, or work.  Merced College students transfer to other col-
leges and universities and some obtain practical work experience.  Internation-
al Student Services will also provide assistance in preparing to return home.

マーセッドカレッジ留学生サービスでは、卒業、編入、就職準備をお手伝
いします。４年制大学へ編入したり、職業訓練を申し込むことも出来ます。
また、スムーズな帰国のお手伝いも致します。

Academic Counseling
アカデミックカウンセリング

Study Central
各科目の教授が常駐するスタディー･
セントラル

Tutorial Center
無料で利用できるチュートリアル(個人
指導）センター

Personal Counseling
個人カウンセリングサービスでは学
校や私生活などの悩み相談ができま

す。

Student Health Services
保健室では学校での怪我や体調が悪
くなった時、その他健康に関する質問

を受け付けています。

Campus Police 
学内警察により学校内は安全が保た
れています



We serve more than 11,000 students each day, 
offering more than 80 academic majors and 
more than 60 vocational programs.
毎日１万人以上の生徒にサービスを提供
し、８０以上の学部・学科、６０以上の職業訓
練プログラムを提供しています。

Merced College English Language Institute (MCELI)
マーセッドカレッジ語学学校 

MCELI is dedicated to enhancing worldwide educational opportuni-
ties for international students by providing quality instruction in the 
English language and the opportunity to learn and experience Ameri-
can culture.
MCELIは留学生の皆様に質の高い英語教育の提供と学ぶ機
会、アメリカ文化を経験することを提供することにより、世界規模
の教育機関をめざします。

MCELI gives you:
•  20 hours per week of classroom instruction.
•  Practice in oral communication, pronunciation, comprehension, 

reading, writing, and language structure.
•  TOEFL practice and preparation.
•  Development of necessary skills to be successful in college.
MCELIの授業内容:
•   週20時間の授業時間
•   英会話、発音、 読解、ライティング、英語総合力の強化
•   TOEFL 問題の練習と準備
•   大学入学の為の準備
• 

Popular Two-Year Transfer Degrees at Merced College
　マーセッドカレッジで人気のある専攻科目

Accounting　会計学
Animal Science　動物化学
Athletic Training  アスレチックトレーニング
Biological Science　生物学
Bio Technology  バイオテクノロジー
Business Administration　ビジネス　
Chemistry　化学
Child Development　幼児教育
Computer Studies　コンピューター学部
Electronic Technology　電気工学
English　英語
Music　音楽
Nursing　看護学
Psychology　心理学

Merced College also offers short-term vocational 
and technical training programs.

その他マーセッドカレッジでは短期職業訓練プログラムも提供し
ています。



Your Path to Higher Education
提携校について

マーセッドカレッジはＵＣ(University of Cali-
fornia)マーセッドの他に下記の提携校と強力
な編入協定を結んでいます。

UC Merced is located 6 miles 
from Merced College.

UCマーセッド校はマーセッドカレッジ
よりわずか９キロの所に位置します。

CSU Stanislaus is located 35 miles 
from Merced College
CSUスタニスロー校は約５５キロ先に所
在します。

Attend Merced College Before Transferring to a University 
ＭＥＲＣＥＤ　ＣＯＬＥＧＥの2年間でどのくらい学費を節約できるのでしょう？

     MERCED COLLEGE  CSU Stanislaus  UC Merced  
Tuition & Fees  授業料　　　   $5,910.00   $13,499.00   $36,1855.00 
Health Insurance 健康保険　 $1,100.00   $1000.00   $967.00  
Books 教科書代　    $800.00   $800.00   $1,552.00  
Room and Board 部屋代・生活費  $6,600.00   $7,953.00   $9,645.00  
Total Cost 総費用　　　　　　  $14,410.00** $23,252.00**  $49,019.00**

**These are the approximate annual costs of tuition and living expenses for California Community 
Colleges, California State Universities, and Universities of California. 
All fees are subject to change.** 

**これらの一年間にかかる諸費用の比較から マーセッドカレッジでどれほど金銭的に節約でき
るかが分かります。** 

UC Merced
カリフォルニア大学　マーセッド校

CSU Stanislaus
カリフォルニア州立大スタニスロー

•   UC Davis　デービス校

•   UC Santa Cruz　サンタクルーズ校

•   San Jose State　サンノゼ校

•   Monterey Bay State　モントレーベイ校

•   CSU Stanislaus　スタニスロー校



 Merced College: Home of Blue Devil Athletics 
• マーセッドカレッジスポーツチームはディビジョンでの強豪で

す。
• マーセッドカレッジスポーツチームは地域ディビジョン・州チャ

ンピオンに輝いています。
• スポーツ競技場の総面積は東京ドームの3.46倍に当たりま

す。
• スポーツ施設には体育館、オリンピックサイズプール、野球、

ソフトボール、アメリカンフットボール、サッカー場、テニスコー
トがあります。

Merced College Baseball Team  
マーセッドカレッジ野球部

現在マーセッドカレッジ野球部では７名のメジャリーガーを目指
す日本人球児が練習に励んでいます。
アメリカの野球部は日本と違い、先輩・後輩の壁、無意味な練習
やしきたりは一切ありません。
但し、日本の大学の野球部と異なるのは、アメリカの大学で野球
部員として活躍していくためには、
1学期に最低12単位（約4クラス）を取得しなければならないという
ことです。
つまり、優秀な選手でも必ず高いレベルで勉強を続けなければ
ならないのです。
正に生徒として「文武両道」が問われます。
私達は、英語と野球の両方を頑張りたいというあなたに、卒業・
編入までに勉強や生活面でのサポートをします。

マーセッドカレッジでは、過去２７年間に渡り、数々のメジャーリー
ガーを育成してきました。

近年では２００９年のプレーオフでヤンキースと対戦したロスアン
ジェルス・エンジェルスのリリーフエース、ブライアン・フエンテス
選手が有名です。２０１１年にはジェイク・シスコがクリーブランド・
インディアンズのドラフト３位に指名され、これからメジャーリーグ
での活躍が期待されています。その他にも、有名４年制大学へ
の完全奨学金選手などを数多く生み出しています。

Keio High School Visits Merced College
マーセッドカレッジへ慶応高校バスケットボール部訪問

２０１０年3月17日、日本から慶応義塾高校バスケットボール部が
当校を訪問しました。総勢35名の若き挑戦者達が、当大学バス
ケットボール部との練習試合に挑み、体格・経験の違いを乗り越
え、堂々と最後まで試合を全うしました。 
この他にも、カレッジ生との交流、校内見学など、短い時間でし
たが有意義な交流の時間を持てたと思います。

Athletic Training Course 
スポーツトレーナーコース

当校では、近年注目されているスポーツトレーナーを養成するス
ポーツトレーナープログラムも充実しています。
全米でも有数の内容を誇り、直ぐに実践練習が始まります。当校
から全米のスポーツトレーナー分野での有名大学へ
編入を経て、数多くのスポーツトレーナーを輩出しています。



Homestay in Merced
•   ホームステイすることにより生きた英語を学び、アメリカ文化

に触れる事が出来ます。YESホームステイプログラムではその
他の住居に関するご相談も受け付けています。

•   自転車・徒歩通学がメインの交通手段です。

• 　皆様の安全な留学生活を守る為に、生活・安全に関しての
アドバイス、緊急時のサポートもしています。

• 　その他、YESは空港ピックアップサービスも提供しています。

これらのサービスについてのお問い合わせ先 
email： yes.program@mccd.edu

Y.E.S. Program Contact Information: 
phone: 209.722.9018 / email: info@yesinternational.com

web: www.yesatmerced.com

Where is Merced College?
マーセッドカレッジはどこにある?

Merced College is located in the heart of California’s San Joaquin Valley.

マーセッドカレッジはカリフォルニア中心部である、サンホアキン
バレーにあります。

Merced College is centrally located within an hour of Yosemite 
National Park, two hours from San Francisco and Monterey, and fi ve 
hours from Los Angeles. Many recreational and vacation destinations 
are only a few hours away.

マーセッドカレッジは、ヨセミテ国立公園から１時間、サンフランシ
スコ、モントレーから２時間、ロスアンジェルスから５時間の場所に
位置しています。たくさんのリクリエーション、バケーション地域ま
でわずか２時間程度の距離にあります。
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Merced College built an expansive new library in 2007.
新しい図書館を2007年に増設しました。

The Communication Building houses International Student Services, 
faculty offi ces, as well as the campus computer labs and tutorial center.
コミュニケーションビルは留学生サービスやコンピューターセンタ
ー、チュートリアル（個人指導）センターを擁しています

The Lesher  Student Services Center is a one-stop facility for most 
student services.
レッシャー学生サービスセンターは、殆どの学生サービスを請け負
う施設です。

Merced College has two outdoor amphitheaters for student activities 
such as live music and plays.
　マーセッドカレッジには２つの野外音楽堂があり音楽や演劇とい
った生徒活動に使われています。

We Hope You’ll Visit Us at Merced College!
皆様のご入学を心よりお待ちしております

Merced College
3600 M Street   MS#23

Merced, California 95348-2898
International Student Services Office
www.mccd.edu/services/international/index/html

email: internationalstudent@mccd.edu
209.384.6381


