
グランドバレーで、あなたはアメリカで最も小さな大きな大学の一員
になれます。約25,000人の学生の一人として、一流大学のリソースを
楽しむことができます。世界のどこでも自信を持って前へ進める力を身
に付けられるように個人的なサポートも受けることができます。 

グランドバレーの教育は、思索家として、問題解決者として、そして人間
として、あなたが成長できるよう力を注ぎます。そして、卒業するときに
は、知識、実世界での経験、すべてを連携させるためのツールを獲得し
ています。 

それがレイカー効果です。どうか、自分で探検し、体験してみてください。

グランドバレー州立大学

500社以上
の企業がキャンパスで採用活動

24,677名
の学部生と大学院生 

8,412名
の学生が、インターンシップ、生協、 

実習、教育実習に参加

26名
が平均クラスサイズ

95%
の新規卒業者が就職するか、 

さらに高位を目指して研究活動 

に入っている

なぜグランドバレーを選ぶのか?

グランドラピッズは、米国で最も住みやすい場
所の一つに挙げられました。 
̶  USニューズ & ワールド・レポート  
（住むのに最適な場所125、2019年）

グランドラピッズには17の多国籍企業があり
ます。

中西部で最高の大学の1つに選ばれました。
̶  ザ・プリンストン・レビュー （2019ベスト 
カレッジ：地域別）

「アメリカのトップカレッジ」の1つに選ばれ
ました。
̶ フォーブス・マガジン (2018)

シードマンカレッジ・オブ・ビジネスは、全米有
数のビジネススクールに選ばれました。 
̶ ザ・プリンストン・レビュー (2019)

工学部は、国内で最高の学部工学プログラム
の1つとしてランク付けされました。 
̶ USニューズ & ワールド・レポート (2019)

8つの大学院プログラムが国内最高プログラ
ムに選ばれました 
̶  USニューズ & ワールド・レポート、最高の大学院 

(2019)

「最もお金に見合った価値ある大学」の一つ
に選ばれました。 
̶ マネー・マガジン (2018)

グランドバレー州立大学
はミシガン州アレンデー
ルにあり、ミシガン州デト
ロイトからわずか2時間
半、イリノイ州シカゴから

3時間です。



プログラム一覧

あなたの情熱にアピールするプログラムの詳細については、 gvsu.edu/acadprograms をご覧く
ださい。

入学要件
グランドバレーは、入学申し込みを
お待ちしております。必要な書類は
以下のとおりです。

• 国際出願と出願料30ドル

• 在籍したすべての中学校・高等
学校および大学の成績証明書お
よび学位証明書の原本

• 英語能力要件
 - TOEFL: 80

 - IELTS: 6.5

 - PTE: 53

 - ELS 112の修了（学部および選
択大学院プログラム）

• 英語を母国語とする人は入学の
ためにSATまたはACTを取得す
る必要があります

• 銀行ステートメント付きの財務
確認書

大学院志願者向け
上記の要件に加えて、一部の大
学院プログラムには追加の入学
要件があります。大学院入学要
件の完全なリストは、gvsu.edu/
gradapplicantsreq/にあります。

グランドバレー州立大学は、積極的な行動、機会均等の
機関です。8/19
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学部
会計学、経営学士
広告と広報、文学士、理学士
アライドヘルスサイエンス、理学士 
人類学、文学士、理学士
アート - スタジオアート、文学士、. 
美術学士、理学士
美術教育、文学士、理学士
美術史、文学士
行動神経科学、文学士、理学士
生化学、理学士  
生物学、文学士、理学士
生物医学工学、理工学士
生物医学、理学士
ビジネス経済学、経営学士 
ビジネス、一般、経営学士
心血管超音波検査、理学士
細胞および分子生物学、理学士
化学、理学士
古典、文学士
コミュニケーション科学と障害、理学士
コミュニケーション研究、文学士、理学士
教育のための総合的な科学と芸術,  
文学士, 理学士
コンピューター工学、理工学士
コンピュータサイエンス、理学士
刑事司法、文学士.、理学士
サイバーセキュリティ、理学士
ダンス、文学士
診断医療超音波検査、理学士
地球科学、理学士
経済学、文学士、理学士
教育 – 教師認定
電気工学、理工学士
英語、文学士
起業家精神、経営学士
環境と持続可能性に関する研究、 
文学士、理学士
運動科学、理学士
映画とビデオ、文学士、理学士
財政学、経営学士
フランス語、文学士
地理学、文学士、理学士
地質学、理学士
地質学–化学、理学士
ドイツ語、文学士
グローバル研究と社会的インパクト、 
文学士、理学士
健康コミュニケーション、文学士、理学士
健康情報管理、理学士
歴史学、文学士、理学士
ホスピタリティおよびツーリズム管理、 
理学士
人事管理、経営学士
情報システム、理学士
情報技術、理学士
統合科学（初級）、理学士 
統合科学（中級）、理学士
統合研究、文学士、理学士
学際工学、理工学士

国際ビジネス、経営学士
国際関係学、文学士
法学研究、文学士、理学士
経営学、経営学士
経営学、一般、経営学士
マーケティング。経営学士
数学、文学士、理学士
機械工学、理工学士
医学研究室科学、理学士 
微生物学、理学士
マルチメディアジャーナリズム、 
文学士、理学士
音楽、音学士、
音楽教育、音楽教育士 
天然資源管理、理学士
看護学、看護学士
労働安全衛生管理、理学士
オペレーションマネジメント、経営学士
哲学、文学士
写真、文学士、理学士
体育額、理学士
物理学、理学士
政治学、文学士、理学士
歯科研究
プリロー研究
医学前研究
プレファーマシー研究
前獣医学
製品設計および製造エンジニアリング、 
理工学士
心理学、文学士、理学士
公共および非営利管理、文学士、理学士
放射線療法、理学士
レクリエーション療法、理学士
宗教学、文学士、理学士
社会研究（グループ）、文学士、理学士
ソーシャルワーク、ソーシャルワーク学士
社会学、文学士、理学士
スペイン語、文学士
スポーツ管理、理学士
統計学、文学士、理学士
サプライチェーンマネジメント、 
経営学士
劇場、文学士、理学士
女性、性別、セクシュアリティ研究、 
文学士、理学士
ライティング、文学士、理学士

大学院
会計学、文理学修士
応用言語学、文学修士
アスレチックトレーニング、修士
オーディオロジー、修士2020年秋
生物学、理学修士 
生物医学、理学修士士 
生物統計学、理学修士 
経営管理、経営学修士
細胞および分子生物学、M.S。、理学修士 
臨床栄養学、理学修士 

通信、理学修士
コンピューター情報システム、理学修士
刑事司法、理学修士
サイバーセキュリティ、理学修士
データサイエンスおよび分析、理学修士
教育、教育リーダーシップ、教育学修士
教育、教育技術、教育学修士
教育、高等教育、教育学修士 
教育、指導、カリキュラム、教育学修士 
教育、リテラシー研究、教育学修士
教育、スクールカウンセリング、教育学修士
教育、特別教育、教育学修士
教育、リーダーシップ、教育学修士
エンジニアリング。理工学修士 
 統合学、理工学士／理工学修士
 生物医学工学
 電気工学およびコンピューター工学
 製造オペレーション
 機械工学
 製品設計および製造エンジニアリング
英語、文学修士
健康管理、健康管理修士
健康情報科学およびバイオ情報科学、 
理学修士 
医療線量測定、理学修士
看護、修士
作業療法、理学修士
作業療法、作業療法修士  

2020年冬
慈善および非営利リーダーシップ、修士
理学療法、修士
医師アシスタント研究、修士
行政、修士
公衆衛生、修士
学校心理学、理学修士および心理学修士
社会イノベーション、文学修士
ソーシャルワーク、修士
音声言語病理学、理学修士
課税、修士

ウェブサイト: gvsu.edu/international
Email: global@gvsu.edu
Skype ID: gvsu.international

グランドバレー州立大学は、136の異なる学部および大学院プログラムを提供しています。大学は、
ノースセントラル・アソシエーション・オブ・カレッジアンドスクールズの委員会である高等教育委
員会の認定を受けています。これは、米国で最高の認定です。

年間費用見積

* 授業料と部屋代の金額は2019～2020年のものであり、グランドバレー評
議会によって変更される場合があります。

学部 大学院

授業料 $19,250* $13,250*

部屋代および食事代 $9,250* $9,250*

合計 $28,500 $22,500

大学での経費は学生によって異なりますが、この表はグランドバレーで学
ぶ年間費用の概算を示しています。

グランドバレー州立大学のカレッジ、学校、学科の中には、一部のコースで単位時間
あたりの追加授業料が課されるところがあります。


