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アメリカ合衆国には世界屈指のカレッ

ジや大学が数多くあります。 中でも

ニュージャージー州は、世界的レベル

の教育関連機関による充実した教育の

機会を手頃な価格で提供しています。 

 
留学生がアメリカで多くのチャンスを

利用できるような、より優れ、より経

済的な教育機関はTCNJをおいて他には

ありません。 アメリカ国内の一流大学

院や雇用者から高い評価を受けているT

CNJを卒業することで、大学院進学やキ

ャリアへの道が開けます。 

 

学生は、教授陣と直接研究プロジェク

トに取り組むことになるので、TCNJで

の学生生活を通じて一味違う実践的な

体験を積むことができます。 また地域

密着型の学習コースなので、教室で学

んだことを周辺地域社会に役立てる実

地体験を積むことができます。 さらに、

優れた国内外のインターンシップを通

じて、他校とは一味違う学生を育成し

ます。 TCNJの学生は、学んだことと周

囲の世界との間のつながりを常に保ち

続けることで、大学院や雇用者から高

い評価を獲得しています。 

 

所在地 

TCNJは、数か所ある大都市圏へのアク

セスが可能である一方、絵のように美

しく安全な郊外のキャンパスという両

方の魅力を兼ね備えた地域にあります。 

ニューヨーク市から60マイル(97キロメ

ートル)、フィラデルフィアから35マイ

ル（56キロメートル）、ニュージャー

ジー州プリンストンから10マイル （16

キロメートル）、ニュージャージー州

の州都（トレントン）から5マイル（8

キロメートル）です。 ワシントンD.C.

へは車でたった3.5時間です。 

 

インターンシップ 

学生の80パーセント以上が、現実世界

での経験を積むため、またキャリアへ

の関心を探求するために、インターン

シップまたは実習科目に参加します。 

職業指導センターからの支援を受けて、

学生達は、平均2つか3つのインターン

シップを終了します。 

 

学部生対象メンター制度 (MUSE) 

毎年ほぼ100人の学部生がおよそ50人の

教職員と緊密に組んで、創造的なプロ

ジェクトを共同研究します。 そこでは、

新しい技術の開発、革新的な作品の作

成、そして査読雑誌への研究結果の発

表を行いますが、専門分野の最先端に

いる教授陣がきめ細かな指導を行いま

す。 
 

 

 

 
 

            施設案内 

• 学部生数 6,200人 

• 7 専門学部 

• 50 学士号プログラム 

• 24 大学院学位 

• 200+ 学生団体 

• キャンパス面積 1,170,000平方メー

トル 

• 39主要建造物 

• 14 学生寮 

• 20+ コンピューターラボ 

• コンサートホールとアートギャラリ

ー 

• 1クラスの平均学生数 22人 

• 学生数：教授陣数＝13:1 
 

７専門学部 

• アーツ・アンド・コミュニケーショ

ン（Arts and Communication） 

• ビジネス（Business）* 

• 教育（Education） 

• エンジニアリング（Engineering）** 

• 人文社会科学（Humanities and Soci

al Sciences） 

• 看護、ヘルス、運動科学（Nursing, 

Health, & Exercise Science） 

• 科学（Science） 
 

*AACSB国際認証取得 

**ABET認証プログラム 

 
 USニューズ＆ワールド・レポート（U.S. News & World 
Report）によると、TCNJは、米国北部ナンバーワンの公

立大学と評価されていますが、その序列はランキング開

始後不動です。 また、トップ10の地方大学で公立大学

は２校だけですが、TCNJはそのうちの1つです。 

 留学生を成功に導きます 

 

 

卒業後の道… 

 

一流大学院へ進学 

コロンビア大学 

ニューヨーク大学 

ペンシルベニア大学 

ニュージャージー大学 

ニュージャージー医科歯科大学 

 

一流企業へ就職 

プライスウォーターハウスクーパース 

バンク・オブ・アメリカ/メリルリンチ 

デロイト 

アーンスト・アンド・ヤング 

ジョンソン・エンド・ジョンソン 

将来を設計するリーダーを育てる大学 

 



入学必要条件          申し込み期日             連絡先 
 

 

TCNJの留学生をサポート  
 

入学初日から留学生にはプログラムや

他の人々へのアクセスがあるため、豊

かな学生生活を体験できます。 

 
 
グローバル・エンゲージメント・セン

ター （The Center for Global Enga

gement） 

iss.pages.tcnj.edu/ 
本センターはTCNJの留学生を支援し、

学生が国際的な経験を積むことができ

るようにお世話します。例えば、留学、

国際インターンシップ、学術研究プロ

ジェクト、教授陣主導の旅行プログラ

ムなどの支援が挙げられます。近年は、

交換留学生数、TCNJの留学生数、そし

て世界中の教授陣や研究者とのコラボ

レーションの数が大幅に増加していま

す。 専門的な訓練を受けた大学職員が、

入国に関する書類作成、オリエンテー

ションや部屋割り、学問上の目標を達

成するためにの正しいコース選びを支

援します。 グローバル・エンゲージメ

ント・センターもまた、カルチャーナ

イトやコミュニケーションとリーダー

シップに関するワークショップを含む

活動について計画案を作成します。 

 

 

 

 

 

第二言語としての英語およびアメリカ

研究所 

Institute for English as a Second  

Language and American Studies (ESL

AS) esl.pages.tcnj.edu 
本集中訓練プログラムは、英語が母語

ではない学生が、アメリカ英語と文化

について知識を身につけながら 大学の
単位を取得する 機会を提供します。 

小人数のグループによる作業、講義、

カルチャーを組み合わせることで、こ

の経験に基づいて学生はTCNJや他のア

メリカの高等教育機関で成功する準備

ができます。 

  

 映画上映や懇親会に加え、参加してい 

る学生は、米国で学部生として成功す

るために必要なスキルを、楽しみなが

ら磨いていきます。 TCNJでは、英語の

文法や構文の規則を指導します。また、

学生の講義ノートの取り方、ディスカ

ッションスキル、プレゼンテーション

スキル、ライティングスキル、そして

文化的に適切な行動を察知し解釈する

能力を養成します。 

   

• 一般的な申込み方法 

    www.commonapp.org 
• 共通テストの結果 

    (SAT もしくはACTのテストスコアが

望ましい) 

• 英語が母語でない場合は、TOEFL もし

くは IELTS スコアの提出が必要です。

* 

• あらゆる種類の成績証明書のオリジナ

ルもしくは認証謄本。外国語による成

績証明書は英訳もしくは承認期間によ

る評価のいずれか、またはその両方が

必要なことがあります。 

• 出願料 

• 留学生  

入学パンフレット 
 
*最低必要条件が満たされない場合、申込者は
カレッジのESLAS受講資格がある場合、 条件付
き入学 の資格を得ることができます(上記参
照)。  

 

 

 

１年生 

• 早期合否決定—１１月15日 

• 秋期入学—２月15日 

• 春期入学—１１月1日 

• ７年間の医学および検眼医プログ

ラム（Seven-year Medical and Op

tometry Program）—12月1日** 

 

**このプログラムを取る予定の学生は、医学

部に入る時までに米国の市民権あるいは永住権

を得なければなりません。  
編入 

• 秋期入学—２月15日 

• 春期入学—11月1日 

 
芸術学部（Art and Music）への申込者の
その他の期日については、オンラインで
ご覧いただけます。 
 

 

 

TCNJについて： 

admissions.pages.tcnj.edu 

アクセスサイト： 

admissions.pages.tcnj.edu/visit 
 

入試担当事務局（Office of Admissi

ons） 

宛先： 留学担当（International Ad

missions） 

P.O. Box 7718 

Ewing, NJ 08628-0718 

+1.609.771.2131 

tcnjinfo@tcnj.edu 
 

問い合わせ先： 

ケヴィン C. フェイ Kevin C. Fay 

入学担当アシスタントディレクター 

+1.609.771.3213 

Kevin.Fay@tcnj.edu 
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