
は へ未来
のパスポー
トです。



私たちについて

35年の経験

3カ所のキャンパス

40⼈の熱意あるインストラクター

4�つのアカデミックプログラム

500⼈の⽣徒

1982年に設⽴されたLASC�は、カリフォルニア州の私⽴⾼等教育
局� (BPPE)に加え、⽶国教育省に認められた継続教育および訓練
のための基準認定評議会� (ACCET)の認定を受けています。
LASCはアメリカ合衆国国⼟安全保障省によって確⽴された留学
⽣および交換留学⽣プログラム�(SEVP)�の認証を受けており、アメ
リカで学びたい学⽣にI-20を発⾏することが認められています。
当校職員は外国⼈学⽣援助協会�(NAFSA)の認定を受けています。
さらに、LASC�はサウジアラビア⽂化ミッションの認定ESLプログラ
ム校として指定されています。�

私たち
につい

て、
私たち
の信念
につい

て



第⼆⾔語としての英語ESL

学業⽬的の英語EAP

TOEFL

テスト準備IELTS

カレッジへ
の道

LASCは現在南カリフォルニア州お
よびアメリカ合衆国全⼟のカレッ
ジや⼤学30校以上と提携していま
す。当校のプログラムに⼊学した
⽣徒は、様々な⾼等教育機関に条
件付き⼊学許可を受けることがで
きます。当校の英語プログラムを
修了した⽣ 徒 は、T O E F L や
IELTS試験を免除された、少ない
⼊学要件でカレッジや⼤学に⼊学
することができます。�

当校のESL�プログラムは6つのレベル
に分かれており、国際英語能⼒基準と
ケンブリッジ英検にならい、初⼼者向
けのA1から上級者向けのC1の6段階
に設定されています。当校のカリキュ
ラムは最新情報を取り⼊れており、学
⽣が広く使われている単語や⽂体を
学び、⾼い英会話⼒を⾝につけられる
ようになっています。�

LASC� は最も先進的な語学学校の
1つであると⾃負しています。当校の
カリキュラムの多くはイーラーニン
グに基づいており、⽣徒はスマート
フォンを使って宿題や課題を提出し
たり、クラスでの取り組みを⾏ったり
します。教師は当校の学習管理シス
テムを使って⽣徒の進捗を確認、他
の教師とリソースの共有、最新の学
習教材の活⽤などが可能です。また、
LASCは私⽴の語学学校としては初
めて教室でバーチャルリアリティ設
備を活⽤し、⽣徒が実際の⽣活や⽇
常⽣活で使う英語を練習できる環境
を整えています。�

当校では3カ所にあるキャン
パスに合計40⼈以上の教
員を抱えています。当校の
教員は、合計すると、英語を
⺟国語としない⼈に対する
英語教育経験は50カ国以
上で数⼗年分にも上ります。
当校の教員は全員ELTト
レーニングを受けており、
多くは⾼等教育機関によ
る学位やESL業界におけ
る認定を取得しています。

テスト準備

プログラム

LASCでは、ESL� (第２⾔語としての英語)、学術英語、TOEFL、
IELTS試験準備の�4つのアカデミックプログラムを提供しています。
⽣徒は⽉曜⽇から⽊曜⽇の週に４⽇、午前、午後、夜間から選ん
で授業に出席します。� 当校では冬、春、夏、秋の４半期毎のスケ
ジュールを組んでいますが、どの時期に⼊学されても構いません。�

ケンブリッジベー
スカリキュラム�

教室で使⽤さ
れるテクノロジー

当校の
教員



あなたは
どのタイプの
⽣徒すか？

適⽤する⽅法

¹⼝座明細は６ヶ⽉以内のものであること。扶養者が¹⼈増えるごとに、さら
に$6,000の残⾼が必要。

²I-20�の有効期限は¹年。�

F1学⽣
アメリカ国外の学⽣で、アメリカで勉強するために必要なF1学⽣ビザを
取得するのにI-20が必要な学⽣

   1   オンライン願書に⼊⼒

   2 必要書類をアップロードする
  • パスポートのコピー

1
  • 最低額�$20,000 �の預⾦額のある⼝座明細

2
  • 銀⾏残⾼証明書

   3 費⽤の⽀払い
 $150�申請料
� $60�I-20�郵送料�(発送先による)�

   4 ⼊学許可書と�I-20を待つ�
 願書を提出したら、当校の⼊学担当者から2営業⽇以内
 にeメールで連絡します。郵送先によって異なりますが、
 I-20が届くまでには3-5営業⽇かかります。�

   5 SEVIS費⽤の⽀払い�

観光客
観光ビザで⼊国した学⽣で、アメリカ在留中にクラスにパートタイム
で参加したい⼈�

   1   オンライン願書に⼊⼒

   2 必要書類をアップロードする
  • パスポートのコピー
  • ビザのコピー

   3 費⽤の⽀払い
� $150�申請料

地元の学⽣
アメリカ市⺠や永住権を持つ学⽣

   1 オンライン願書に⼊⼒

   2 必要書類をアップロードする
  • アメリカパスポート、永住権カード、運転免許証のコピー

   3 費⽤の⽀払い
 $150�申請料

F1�編⼊⽣
すでにアメリカにおり、別の学校で発⾏された有効なF1ビザとI-
20を持っている学⽣

  1     オンライン願書に⼊⼒

  2 必要書類をアップロードする
  • パスポートのコピー
  • ビザのコピー
  • 現�I-20のコピー
  • I-94のコピー
  • 最低額�$20,000�の預⾦額のある⼝座明細*
  • 銀⾏残⾼証明書
  • 編⼊希望申請フォーム

  3 費⽤の⽀払い

 $150�申請料

資格変更
アメリカに別のビザで在留しており、F1に変更するためにI-20を取
得したい学⽣�

  1     オンライン願書に⼊⼒

  2 必要書類をアップロードする
  • パスポートのコピー
  • ビザのコピー
  • I-94のコピー
  • 最低額�$20,000�の預⾦額のある⼝座明細*
  • 銀⾏残⾼証明書

  3 費⽤の⽀払い
 $300�申請料

�����4 ⼊学許可書と�I-20を待つ�
 申請してから3-5営業⽇でI-20の引き渡し準備ができます。

�����5 SEVIS�料⾦を⽀払う



⽣活し、
学び、
楽しむ。
最⾼のロケーション

お問い合わせ

IRV INE CAMPUS (MAIN) LOS ANGELES CAMPUS 
17320 Red Hill Ave. Suite 300

Irvine, CA 92614
Phone : (949) 756-0321

Fax : (949) 756-0344

3530 Wilshire Blvd. Suite 190
Los Angeles, CA 90010

Phone : (213) 384-4123
Fax : (213) 384-4013

ROWLAND HEIGHTS CAMPUS 
19119 E. Colima Rd. Suite 201

Rowland Heights, CA 91748
Phone : (626) 810-2003

Fax : (626) 810-2073

INFO@LASCUSA.COMWWW.LASCUSA.COM

LASC�は太陽が降り注ぐ南カリフォルニア州に3つのキャンパス
を持っています。当校のキャンパスはカリフォルニア州でも有数
の観光地から数分の⽴地にあり、�アメニティ、住宅、娯楽施設は数
え切れません。世界的なサーフィンの聖地ハンチントンビーチで
サーフィンを習うこともできます。ディズニーランドに⾏ったり、ロデ
オドライブで買い物をしたり、ハリウッド⼤通りに散りばめられたハ
リウッドスターたちの星を⾒て歩いたり、パシフィックコーストハイ
ウェイをドライブして景⾊を楽しむのもいいでしょう。LASCでは、⽣
徒たちに教室から⾶び出してカリフォルニア州をできるだけ楽しむ
ことを進めています。当校では、⽣徒たちに⾃分たちが置かれた環
境で⽣活／交流ができるだけの英語を⾝につけることです。さあ、冒
険を始めませんか？�

当校の⼊学担当者は、⼊学を考えている学⽣に対しても、すでに当校で
学んでいる⽣徒に対しても最善のサポートを提供しています。⼊学⼿続
きについて丁寧に説明し、必要書類の確認、アメリカでの⽣活を始める
に当たってのアドバイスなど、⼼を込めてサポートさせていただきます。�
また、空港への迎えから⼊国⼿続きまで、必要であれば、お問い合わせ
くださいませ。さらにホームステイサービス、運転免許証の申請、旅⾏の
⼿配などもお気軽にご相談ください。各国⾔語を話す担当者を�
www.lascusa.com�で検索してください。

気軽にお問
い合わせください

http://www.lascusa.com


IRVINE

17320 Red Hill Ave. Suite 300

Irvine, CA 92614

LOS ANGELES

3530 Wilshire Blvd. Suite 190

Los Angeles, CA 90010

ROWLAND HEIGHTS

19119 E. Colima Rd. Suite 201

Rowland Heights, CA 91748

WWW.LASCUSA.COM
INFO@LASCUSA.COM
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