
Edmonds Community College 
Near Seattle, Washington USA 
エドモンズ･コミュニティー･カレッジ 
ワシントン州、シアトル近郊 
 
Begin your university degree with us. 
Easy transfer to University for Bachelor’s Degree 
Dormitories and Homestay 
Low Tuition No TOEFL 
エドモンズ･コミュニティー･カレッジで４年制大学編入の準備をスタートしましょう 
4 年制大学へスムーズに編入 
学生寮完備・ホームステイ斡旋 
低学費、TOEFL 不要 
 
Where are we? 
Edmonds Community College is a public two-year college 24 kilometers north of Seattle. I it is 
situated on a beautiful 50-acre campus in the safe, suburban community of Lynnwood, 
Washington. Nearby are shops, banks, apartments, cafes and restaurants. 
エドモンズ･コミュニティー･カレッジってどこ? 
エドモンズ･コミュニティー･カレッジはシアトルから 24 キロ北上した郊外にあるワシ

ントン州立の 2 年制大学です。美しいキャンパスは 202,343m²もあり、治安の良いリン

ウッド市に位置します。キャンパスの近くには様々なお店、銀行、アパート、喫茶店や

レストランなどもあり大変便利です。 
 
Our community 
Edmonds Community College is 25 minutes north of downtown Seattle and 45 minutes north of 
the Seattle-Tacoma International Airport. Located in the Pacific Northwest of the United States, 
we are about 1.5 hours from Vancouver, Canada, and minutes away from beaches and waterfront 
parks on the beautiful Puget Sound. 
コミュニティー 
エドモンズ･コミュニティー･カレッジはアメリカ合衆国、太平洋岸北西部、シアトル市

内から北に車で 25 分、そしてシアトル･タコマ国際空港から北に車で 45 分に所在しま

す。カナダ（バンクーバー）まで車で約 1.5 時間、そして数分で美しい海や海辺の公園

に行くことができるのも魅力的です。 
 
Our campus is in a safe, quiet, suburb of Seattle and provides the perfect environment for 
students to study. It is located on a beautiful 50-acre campus that includes a golf course. The 
campus is within walking distance to stores, banks, and restaurants. 
当キャンパスは安全で静かなシアトルの郊外にあり、学生が勉強するには最適です。

202,343m²もあるキャンパスにはゴルフコースもあります。そして徒歩圏内には様々な

お店、銀行、アパート、喫茶店やレストランなどもあり大変便利です。 
 
 



Lynnwood features the Alderwood Mall shopping center with theaters, major national stores, and 
an eclectic mix of restaurants. 
リンウッド市にはアルダーウッド・モールという、映画館や有名ブランド店や多種レス

トランが立ち並ぶショッピングセンターがあります。 
 
Nearby Edmonds is a quiet town on the shore of Puget Sound, a major inlet of the Pacific Ocean. 
It offers a wide range of boutique restaurants, shopping, art galleries, and a ferry boat terminal to 
the Olympic Peninsula, where the Olympic National Park is located. 
隣町のエドモンズは太平洋へと繋がるピュージェット･サウンド湾に面した静かな街で

す。多彩なブティックやレストランやギャラリーの他にオリンピック国立公園のあるオ

リンピック半島行きのフェリーターミナルもあります。 
 
The Seattle area – home to The Boeing Company, Microsoft Corporation, Starbucks Coffee 
Company, and Amazon.com Inc. – is a major U.S. business and cultural center. It’s also home to 
professional sports, such as the Mariners baseball team, the Sounders FC soccer team, and the 
Seahawks football team. 
シアトル地域－ボーイング、マイクロソフト、スターバックス、アマゾン･コムなどの

会社の誕生の地で、アメリカ経済の主要地、そして多文化の集まる中心地です。シアト

ルは更にマリナーズ（野球）、シアトル･サウンダーズ FC（サッカー）、シー・ホーク

ス（アメリカン･フットボール）などのプロスポーツチームの故郷でもあります。 
 
Seattle is a major metropolitan city known for innovation and new ideas in technology, arts, 
business, and culture. Outstanding theatre, opera, symphony, contemporary concerts, and art 
exhibitions are trademarks of Seattle; and it’s only a short drive to world-class skiing, boating, 
and hiking. The city’s restaurants are well known for a cuisine that blends European and Asian 
styles of cooking. 
シアトルは IT 関連産業、芸術、そして文化の分野で新しいアイデアや革新を生み出す

国際都市として有名です。最先端の劇場、オペラ、シンフォニー、コンサートや美術展

覧会などはシアトルの特色です。そしてワールドクラスのスキー場やボート遊びの出来

る水辺やハイキング･コースまで車ですぐに行くことが出来ます。街のレストランはヨ

ーロッパとアジアの料理を程よくブレンド（調合、融合）した料理でよく知られていま

す。 
 
Excellent instruction that’s affordable. 
Edmonds Community College’s tuition is less than half the cost of most universities. The two-
year Associate’s degree counts as the first two years of a Bachelor’s degree at universities 
throughout the U.S. 
優良な教育を手ごろな学費で 
エドモンズ･コミュニティー･カレッジの学費はほとんどの 4 年制大学の学費の半額以下

です。2 年間で得た準学士号はアメリカ全土の 4 年制大学の学士号の最初の 2 年間に匹

敵します。 
 
 
 



 
A university on our campus. A university experience for you. 
Central Washington University (CWU) offers many four-year degrees on the Edmonds CC 
campus, including Bachelor’s degrees in Accounting, Business Administration, Information 
Technology and Administration Management, Law and Justice, and Social Sciences, as well as a 
Master’s degree in Accounting. 
キャンパスにいながら 4 年制大学生活を満喫 
セントラル･ワシントン大学（CWU）は同キャンパスにて会計学、経営管理学、IT、IT
マネジメント、司法研究、社会学などの学士号を提供しています。さらに会計学の修士

号の修得も可能です。 
 
Edmonds CC and CWU students attend classes in the same building and experience university 
life together in the library, cafeteria, and at the residence hall, Rainier Place. 
エドモンズ･コミュニティー･カレッジとセントラル･ワシントン大学の学生は教室や図

書館やカフェテリアやレーイニア・プレイス（学生寮）などの空間を共有し大学生活を

共に経験します。 
 
Start your university experience here. 
エドモンズ･コミュニティー･カレッジで４年制大学編入の準備を 
 

 2 年間、エドモンズ･コミュニティー･カレッジにて（準学士号を修了） 
 + 

 2 年間、4 年制大学にて（3 年次から編入） 
 = 

 4 年で学士号を修了 
 
Associate’s degrees and university transfer 
Two year Associate’s degrees are offered, an Associate of Arts, an Associate of Sciences, or 
Associate of Technical Arts. Upon completion of the Associate degree, students can transfer to a 
four year university to complete their third and fourth year and receive the Bachelor degree. The 
following are popular courses of study: 
準学士号と 4 年制大学への編入 
当大学では Associate of Arts (AA：準文学士)と Associate of Science (AS：準理学士)と専

門分野の学位を修得する Associate of Technical Arts (ATA：職業・専門分野準学士号)な
ど 2 年間の準学士号を授与しています。準学士号を修了後、4 年制大学に編入し、3 年

次と 4 年次を終え、学士号を修得することが可能です。 
人気の高い専攻は下記の通りです： 
 
 
 
 
 



 
 
 
Degrees 
学位 
 
Associate of Arts: 
Accounting, Business, Anthropology, Pre-Architecture, Art, Communications, Economics, 
Education, English, French, Geography, German, History, International Studies, Japanese, 
Journalism, Music, philosophy, Political Science, Psychology, Sociology, Spanish, Speech 
Communication, Theatre Arts, Visual Communications/Multimedia and more… 
 
Associate of Arts  - 準文学士号： 
会計学、ビジネス、人類学、建築学（事前専門）、芸術、コミュニケーション、経済学、

教育、文学、フランス語、地理、ドイツ語、歴史、国際学、日本語、ジャーナリズム、

音楽、哲学、政治学、心理学、社会学、スペイン語、スピーチ･コミュニケーション、

舞台芸術、ビジュアル・コミュニケーション/マルチメディアなど 
 
Associate of Science: 
Astronomy, Biology, Chemistry, Computer Science, Engineering, Environmental Science, 
Geology, Mathematics, Pre-Medical, Pre0Nursing, Nutrition and more… 
 
Associate of Science - 準理学士号： 
天文学、生物学、化学、コンピュータ･サイエンス、工学、環境科学、地学、数学、 
医学部準備教育、看護学、栄養学など 
 
 
Associate of Technical Arts: 
Business Information Technology, Business Management, Computer Animation, Computer 
Information Systems, Construction Management, Digital Music, Early Childhood Education, 
Allied Health, Horticulture, Hospitality and Tourism, Materials Science and Aerospace 
Manufacturing, Paralegal, Web Design and Application and more… 
 
Associate of Technical Arts - 職業・専門分野準学士号 
ビジネス IT、経営学、コンピュータ･アニメーション、コンピュータ･インフォメーシ

ョン･システム、施工管理学、デジタル音楽、幼児教育、保健学、園芸学、ホスピタリ

ティー＆旅行学、材質科学＆航空宇宙製造、パラリーガル、ウェブデザイン/アプリケ

ーションなど 
 
Universities 
Our students have transferred to these top universities throughout the United States: 
4 年制大学 
これまでの卒業生は下記のアメリカの至る 4 年制大学に編入しています： 
 



University of Washington 
Washington State University 
Cornell University 
Purdue University 
Rutgers University 
University of California, Berkeley 
Michigan State University 
University of Indiana 
University of Southern California 
Georgia Institute of Technology 
Seattle University 
University of Virginia 
University of Texas 
University of Wisconsin 
University of Minnesota 
University of Kansas 
University of Buffalo, N.Y. 
State University of New York, Buffalo 
San Francisco State University 
Pennsylvania State University 
Ohio State University 
Central Washington University 
など他多数 
 
 
High school to university 
Complete your high school diploma and earn college credit at the same time. If you are 16 years 
old or older, you can join our high school to university program. Many classes are college 
Associate’s degree classes that count toward a high school diploma and Bachelor’s degree. 
高校から 4 年制大学まで 
エドモンズ･コミュニティー･カレッジで高校修了証書と大学単位を並行して受講するこ

とが可能です。16 歳以上であれば高校修了プログラムに入学が可能です。多数のクラ

スが準学士号レベルで、高校修了、そして学士号へとつながるクラスです。 
 
Edmonds Community College started the international high school program in 1993 and has 
graduated more than 500 students in the dual Diploma/Associate’s degree program. We are the 
most experienced college in the U.S. with this program. 
エドモンズ･コミュニティー･カレッジのインターナショナル高校修了プログラムは

1993 年に設立され、既に 500 名以上が高校修了･準学士号の二重プログラムから卒業し

ています。当大学はアメリカ全土でこのようなプログラムの最も熟練している大学です。 
 
 
You will save time and money! 
お金と時間の節約が出来ます！ 



   ½ 年間、高校レベルのクラスを履修(各自異なりますが、高校 2 年中退生の場合の平均)  
1 ½ 年間、準学士号クラスをエドモンズで履修 

 + 

 2 年間、4 年制大学で履修 
 = 

 4 年で高校修了証書と準学士号と学士号を修得 
 
Professional degrees and work experience 
Earn a professional degree in two years and /or a certificate in as little as six months. Degrees 
can be used to transfer to university Bachelor’s degree programs or to start working in a career. 
専門職学位と職歴 
職業・専門分野で準学士号を 2 年間で、または修了証明書（Certificate）を最短半年間

で修了しましょう。準学士号は 4 年制大学への編入、または仕事に就くために役立ちま

す。 
 
Work in the U.S. through optional practical training. 
After completing a degree or certificate, you may work in the U.S. in your area of study for up to 
a year before transferring to a university or returning home through the Optional Practical 
Training program. After completing a Bachelor’s degree in a professional area, you can work an 
additional year in the U.S. before returning home. 
 
OPT（オプショナル・プラクティカル・トレーニング）でアメリカで働く 
準学士号もしくは修了証明書を修了後、OPT プログラムで 4年制大学に編入する前に、もしく

は帰国する前に 1 年間まで専攻した分野で就労経験を得る機会が与えられます。学士号を修了

した時点で更にまた同様の分野で 1年間まで OPT で就労することが可能です。 
 

   ½ 年間、高校レベルのクラスを履修(各自異なりますが、高校 2 年中退生の場合の平均)  
 1 年間 ～ 2 年間、履修 
 + 

 1 年間、労働 
 + 

 2 年間、4 年制大学で履修 
 
 + 

 1 年間、労働 
 
 = 

 4 年 ～ 6 年で修了証明書/準学士号と学士号と 2 年間の職歴 



 
 
Intensive English 
Learn English quickly in our Intensive English as a Second Language program. Prepare for 
college and university classes or use the skills you learn for your professional and personal 
interests. We offer: 
20 hours of instruction each week 
Small classes 
Five levels from beginning to advanced 
TOEFL prep classes 
Open enrollment: enter any time during the first four weeks of the quarter 
A modern resource center: students learn from teachers with additional help using software, 
computers, and the Internet 
A conversation Partner program with U.S. students 
 
集中英語 
集中英語プログラムで英語を迅速に学びましょう。このプログラムでは大学レベルクラ

ス履修の準備、そしてプロフェショナルな場や自己向上につながるスキルを得ることが

できます。 
 
週 20 時間の少人数制クラス 
初心者から上級者、5 レベルのクラス 
TOEFL 準備クラス 
各学期、授業開始から 4 週目まで入学可能 
ハイテク情報資源センター：ソフトやコンピュータやインターネットを英語力向上に活

用 
アメリカ人と会話の練習の出来るカンバセーション・パートナープログラム 
 
Students take four classes daily for study and practice in different skill areas: 
Reading 
Grammar 
Writing 
Speak/Listening 
 
毎日 4 科目を集中的に履修： 
Reading - 読解 
Grammar - 文法 
Writing - 作文 
Speaking/Listening - 会話/聴解 
 
Special advanced classes in: 
Pronunciation 
Advanced Speaking/Listening 
University Preparation 



 
 
上記必修クラスに加え、次の様な特別クラスも履修できます： 
Pronunciation - 発音 
Advanced Speaking/Listening – 上級会話/聴解 
University Preparation - 大学準備クラス 
 
Partners in the community 
Gain experience! Volunteer with local schools and service organizations in our community. 
地域とのパートナーシップ 
様々な経験を積みましょう！地域団体や学校でボランティア活動に参加を。 
 
Student Services: Helping you succeed 
International Student Services has experienced advisors and assistants who speak many 
languages. Our teachers are welcoming and ready to answer all of your questions. We are here to 
help you with: 
学生サポートサービス：あなたの成功を応援 
インターナショナル・ステューデント・サービスでは経験豊かなアドバイザーや多国の

言語を話すアシスタントがいます。親切な先生方は学習のお手伝いをする準備をして皆

さんをお待ちしています。当オフィスでは下記のようなお手伝い・サポートをしていま

す。 
 
Advising and Orientation 
Advisors help students with academics, visa questions, and personal and cultural needs. Each 
quarter, we offer an orientation week to new students where they learn about the college, meet 
new friends, and see our community, including Seattle. 
アドバイジングとオリエンテーション 
アドバイザーは皆さんのクラスやビザの質問や個人的なことや異文化適応などの相談に

応じます。各学期行われる新入生のオリエンテーションでは新しい友達を作ったり、大

学や地域やシアトルについて学んで下さい。 
 
University Transfer Plans 
Our University Transfer Advisor helps international student find a university and prepare 
applications, and offers individual guidance during the transfer process. Each year, our students 
transfer to major universities throughout the United States. 
4 年制大学編入のプランニング 
大学編入アドバイザーが留学生の皆さんの 4 年制大学探しから願書のお手伝いまで一人

一人に応じ編入手続き中、全面的な支援をします。毎年、当大学を終えた学生たちがア

メリカ全土の一流大学へと編入しています。 
 
 
 
 
 



 
 
Activities and Campus Involvement 
アクティビティーとキャンパス活動への参加 
 
Meet other students with similar interest by joining a club. Our clubs range from music to 
computer gaming. Participate in student government or work in an office on campus and earn 
extra money. Shop at our local mall or visit downtown Seattle. Meet English-speaking friends 
and make friendships that can last a lifetime. Play basketball, volleyball, soccer, and other sports 
on campus. Write for the student newspaper or our literary journal. Join a theatre group or a 
study group to help with classes. 
同好会に参加し、同じ趣味をもつ学生たちと接点を見つけましょう。音楽からコンピュ

ータ･ゲームまで多数の同好会があります。学生自治会の一員として活躍したり、キャ

ンパス内でアルバイトをしてちょっとした収入を得ることも可能です。近辺のモールで

ショッピングをしたりシアトルのダウンタウンに繰り出してみましょう。英語を話す生

涯の友人を見つけましょう。バスケットボールやバレーボールやサッカーなど、キャン

パスのスポーツに参加しましょう。大学の新聞記者として記事を書いたり、演劇団体や

勉強会に参加してみてはいかがでしょう。 
 
Campus services include athletic facilities, a student lounge and game room, restaurants, 
espresso bars, a bookstore, library, cash machines, and computer labs. You will make new 
friends and get the help you need to succeed in classes and enjoy our campus and our 
community. 
キャンパスの設備には体育館、学生ラウンジ、ゲーム･ルーム、レストラン、エスプレ

ッソスタンド、書店、図書館、ATM（現金自動受払機）、そしてコンピュータ室などが

あります。友達を作ったり、授業についていくための様々なサポートを受けて、共にキ

ャンパスや地域を楽しんで下さい。 
 
Scholarships 
Available fall, winter, and spring quarter for both new and currently enrolled students. 
奨学金 
秋、冬、春学期と新入生と在学生向けの奨学金を給付しています。 

 
Housing 
ハウジング 
 
Residence Hall Dormitory 
Rainier Place 
Live on campus in our new residence hall, Rainier Place. Share an apartment style unit with U.S. 
students or other international students. Each unit features private rooms and bathrooms. Walk to 
class, just minutes away. 
学生寮 
レーニア・プレース 



キャンパス内にある新しい学生寮、レーニア･プレースでの生活。アパートスタイルの

部屋をアメリカ人や留学生とシェア。各ユニットには各自の寝室とシェアするバスルー

ムを完備。クラスまで歩いて数分。 
Features: 
Private bedrooms 
Four-bedroom/two bathroom apartment with cooking and living area 
Bed, study desk, furniture 
Internet, phone, TV connection 
Laundry 
Move-in supplies 
特色： 
寝室が個室 
キッチンとリビング付きの４ベッドルーム/２バスルームのアパート 
ベッド、勉強机等の家具備え付き、 
ケーブルテレビの接続可能 
ランドリー室完備 
入居者向けのアイテム（バスタオル、シーツなど）購入可能 
 
Located right on campus, Rainier Place has: 
Resident advisors live on each floor 
Planned activities where students meet friends, including parties, trips, and study groups 
Room for 181 U.S. and international students 
キャンパス内に建つレーニア･プレースでは： 
各フロアに寮相談係在住 
パーティーや旅行や勉強会を含める友達づくりに役立つイベントを提供 
アメリカ人や留学生が生活できる 181 部屋を完備 
 
 
Homestay and houseshare 
Families are ready to welcome students to share their home as part of a family, or to share their 
house and live independently. Since 1980, families have welcomed international students to our 
community. Within our own program, we stay in close touch with families and students. 
ホームステイやシェアハウス 
家族の一員として受け入れてくれるファミリーや個室を貸し出し独立した生活のできる

ファミリーが皆さんを待っています。1980 以来、地元の多くの家庭が留学生のホスト

ファミリーをしてきました。当大学はホストファミリーや学生たちとコンタクトを取り

続けるよう心がけています。 
 
Homestay 
Make new friends, improve your English, share meals, and experience family life. Families will 
introduce you to American culture and life. 
ホームステイ 
新しい友達をつくったり英語を上達させたり食事を共にして、アメリカの家庭生活を体

験。ホストファミリーがアメリカの文化や生活について教えてくれます。 



 
 
 
 
Houseshare 
Participate in family activities of your choice, live independently in your own room, enjoy meals 
with the family, or on your own. 
シェアハウス 
ホストファミリーとのアクティビティーに希望のときのみ参加したり、自分だけの独立

した生活を送ったり、ファミリーと食事を共にしたり、選択権は色々。 
 
Airport pickup 
Residents of Rainier Place or students participating in our Homestay program are met at the 
airport and brought to campus. Students are also introduced to their homestay families. 
空港出迎えサービス 
レイニア･プレース入居者やホームステイをする方を対象に空港からキャンパスまでの

出迎えサービスを行っています。キャンパスにてホストファミリーとの対面となります。 
 
Easy bus service in our community 
Local buses run consistently throughout the community. There is a bus terminal right on campus. 
乗りやすいバスサービス 
ローカルバスは地域全域を運行しています。大きなバスターミナルがキャンパスにあり

ます。 
 
How to apply 
Apply online! Download an application at Http://international .edcc.edu  
Fax your application to 425.774.0455 
Email your application to iss_desk@edcc.edu 
Mail your application to: 
International Student Services 
Edmonds Community College 
20000 68th Avenue West 
Lynnwood, Washington 98036, U.S.A. 
 
出願方法 
オンラインでのお申し込み！入学願書を http://www.edcc.edu/international/からダウンロ

ード。  
ファックスで出願書類を送付：1-425-774-0455 
E メールで出願書類を送付：iss_desk@edcc.edu 
出願書類を航空便で送付： 
International Student Services 
Edmonds Community College 
20000 68th Avenue West 
Lynnwood, Washington 98036, U.S.A. 
 



 
 
 
 
The TOEFL or any other test is NOT required to enter our college classes. Instead, take our 
English placement test on arrival and enter a college academic program or, if needed, you’ll take 
English classes to get ready for college. 
入学するために TOEFL や英語力を示すテストを受ける必要は一切ありません。新入生

は入学時にプレースメントテスト（英語力判定試験）を受けます。その結果によっては、

集中英語プログラムにて大学レベルのクラスを受講する準備を行います。 
 
Students with TOEFL IBT 55, CBT 157 or PBT 480 or better, IELTS 5.0 overall in each band, 
or Cambridge First Certificate, grades A, B, and C enter directly to a college academic program 
and take college/university transfer classes. 
次のようなスコアを取得した方は始めの学期から正規の学生として大学レベルのクラス

を履修できます：TOEFL （IBT55 点以上、CBT157 点以上、 PBT480 点以上）、IELTS
（全てバンドのスコアが 5.0 点以上）、ケンブリッジ英語検定（A,B,C スコア） 
 
You must be 16 years old or have graduated from high school to apply. 
16 歳以上であること、もしくは高卒であることが出願条件となります。 
 
Get started at Edmonds Community College 
Fall quarter: September 
Winter quarter: January 
Spring quarter: April 
Summer quarter: July 
 
エドモンズ･コミュニティー･カレッジからスタート 
大学の 1 年間は、4 学期制です。 
秋学期：9 月から 
冬学期：1 月から 
春学期：4 月から 
夏学期：7 月から 
 
Edmonds Community College is accredited by and governed by the Washington State Board of 
Community and Technical Colleges. 
エドモンズ･コミュニティー･カレッジは Washington State Board of Community and Technical 
Colleges (アメリカ北西部を管轄する認定組織)に正式に認定されているワシントン州立の公

立大学です。 
 
Edmonds Community College 
International Student Services 
20000 68th Avenue West 
Lynnwood, Washington 98036, U.S.A. 



 
 
 
 
電話: 425.640.1518 
ファックス: 425.774.0455 
Email: iss_desk@edcc.edu 
ホームページ: http://international.edcc.edu 
 
 
Edmonds Community College does not discriminate on the basis of race, color, national origin, 
sex, disability, sexual orientation, or age in it programs and activities. 
エドモンズ･コミュニティー･カレッジでは人種、肌の色、国籍、性別、身体障害、性的

指向、年齢などに対する差別は一切いたしません。 


