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ランガラがあなたの出発点  
カナダ有数の大学編入校であるランガラは学生を成功に導く術
を熟知しています。当カレッジのコースは国内でもトップクラスの
レベルを誇り、学士号取得の近道です。学生生活をランガラでス
タートすることは、学費を抑え、少人数の授業が受講でき、かつ講
師の行き届いた指導を受けられる上、カナダの一流大学と同じ単
位を取得できるのです。

カナダ国内の他大学との提携により、編入手続きが更に速くスム
ーズになりました。これらの大学は、名声が高く、多様な学部提携
を擁し、留学生のサポートも充実しています。ランガラカレッジの
学生たちは、これらの大学以外のカナダ、アメリカにある世界一流
の大学への編入も可能です。

ランガラカレッジでは学生一人一人を世界中から歓迎します。
ランガラについて
ランガラカレッジはカナダではトップクラスの大学編入学校とし
て知られる公立の高等教育機関です。当カレッジには学生にアカ
デミックでプロフェッショナルな輝かしい未来を歩んでもらうため
に学部・学科、ディプロマ、ポスト・ディグリー（学位修了者対象）プ
ログラムやESLプログラムを提供しています。

当カレッジのキャンパスは世界で最も美しく、住み良い都市の一
つとして挙げられるバンクーバー市内に位置しています。バンクー
バー国際空港とダウンタウンのちょうど中間地点にあるため、見ど
ころ豊富な市内の散策にも出かけやすい絶好の場所にあります。

インターナショナル　エデュケーション （国際部）
ランガラカレッジでは海外各地から留学生を受け入れており、す
ばらしい学生生活を過ごしてもらえるよう優れたサービスとサポ
ートプログラムを用意しています。当部では学生一人一人が個性
を活かし、目標に辿りつけるように徹底的にサポートしています。
スタッフは世界中から募った専任スタッフで、当カレッジでの留
学生の学生生活のニーズに対応できるように教育されています。	

ランガラカレッジの特色：
1.	 カナダ最大規模の大学編入準備プログラムを提供し,	編入実
績も豊富

2.	 カナダの美しい都市バンクーバーの中心に位置する

3.	 留学生に特化した様々な支援やサービス

4.	 少人数制の授業で各学生への気配りが行き届く

5.	 総合大学に比べて学費が安い

6.	 年３回入学可能。毎学期幅広い選択肢から授業選択可能

7.	 優れたアカデミック英語プログラムをキャンパス内で開講

8.	 カナダ屈指の評判を持つ、ホームステイプログラム

9.	 受賞歴に輝く教員

10.	キャンパス外での就労許可及び卒業後の就労許可を申請可能

注：ランガラから編入する際には、編入先となる志望大学
が示す入学条件を満たす必要があります。



アカデミック　オプション
大学進学、キャリア、ESLおよびポスト・ディグリープログラム

ランガラでは学部・学科、キャリアおよび進学英語学習 (ESL) の各プログラムを提供
しており、学生の学術的スキルの強化と目標とする資格の早期取得をお手伝いして
います。

学生はLEAP (ESL)プログラムを経て、大学進学プログラムで2年学習後、大学3年次
に編入し総合大学で学士号を取得する、ESL+2+2の進路を選ぶことが出来ます。ま
た大学に編入せず、ランガラに残って当カレッジの学士号を取得するか、キャリア関
連のディプロマを取得することも可能です。

ESL +2 +2
ランガラではカナダ国内での学士号取得を目
指す学生が、まず英語力を養う必要のある学
生を対象にしたプログラムを用意しています。
学生は、当

カレッジのLEAP	ESLプログラムを経てカレッ
ジで1年次および2年次の大学課程を履修しま
す。大学過程の2年次終了後にカナダの一流
大学に編入するか、ランガラで学士号を取得
するかを選択します。

LEAP – ランガラ進学英語学習
LEAP（ランガラ進学英語学習）は、英語圏の大学やカレッ
ジで勉強する事を目指す、英語を母国語としない学生の
ために設けられた、英語集中プログラムです。LEAPの初
級から中級レベルではバンクーバー、カナダ、そして世界
に関する知識を深めながら、話す、聞く、読む、書くスキル
の向上に取り組みます。	

LEAPの中級および上級レベルでは学生の英語力、批判
的思考力、そして学習戦略の向上を目的とした総合的な
学習法を導入しています。LEAPの修了後はランガラの大
学編入プログラムに進むことができます。

ランガラカレッジで3年次と4年
次の学習を修了し学士号を取得
することも可能、または、カナダ
もしくは他の国の大学で後半2
年間の学習を修了し学士号を取
得することも可能です。

ランガラまたは
その他の大学で学士課程

年間30単位/10コース

最初2年間はランガラの大学教
養課程で、学位、ディプロマ、認
定証の取得を目指します

LEAP ＝ Langara English for 
Academic Purposes（ランガラ進
学英語学習）ESLのレベルは、クラ
ス分けテストで決定します。

ランガラまたは
その他の大学で学士課程

年間30単位/10コース

ランガラの大学編入課程
年間30単位/10コース

ランガラの大学編入課程
年間30単位/10コース

LEAP
各セッションは、20時間/週 x 7週間

3年次

4 年次

2年次

1年次

ESL



ポスト・ディグリー　プログラム　（学位修了者対象プログ
ラム）
ポスト・ディグリー　プログラム（学士修了者対象プログラム）は、
既に学士号を保持し、かつ専門的資格やスキルを更に身につけ
たいと希望する学生のためにデザインされています。このプログ
ラムでは、実地での応用に役立つ専門資格が身につき、雇用のチ
ャンスを高めます。　カナダに来て集中的に専門性を深めたいと
いう留学生にも、こうしたプログラムは有用でしょう。

ポスト・ディグリー　プログラムは、正規学習課程または生涯学習
課程で開講されています。開講分野は以下の通りです：

	· 文芸
	· ビジネス
	· 理工
	· 人文・社会科学
	· 保健衛生

大学編入プログラム
大学編入プログラムは、カレッジで2年間大学過程を勉強した後、
総合大学に編入して2年間で学士号を取得することを可能にしま
す。大学編入する場合、編入先の大学はランガラで取得した単位
の移行を認めます。

ランガラには留学生も学べる1000以上の大学編入コース、30以
上のディプロマ課程、サーティフィケート課程、準学士課程、学士
課程があります。	

 
キャリアプログラム
キャリアプログラムランガラでは、卒業後就職を目的とする学生
が実践的なスキルを身につけられる、2年間のディプロマプログラ
ムおよび1年のサーティフィケートプログラムも開講しています。
　Co-op	(企業研修)オプションも、多くのプログラムで利用するこ
とができます。

学士課程プログラム
ランガラでは学士号を取得できる学士課程プログラム：ビジネス
経営学	(BBA）、レクリエーション管理学	(BRM),	および舞台芸術学	
(BPA)があります。	BBAプログラムは留学生に非常に人気があり、
仕事で成功のカギとなる有益なスキルを習得できます。	

ホームスティ
ランガラホームスティプログラムは、留学生に現地の一般
家庭で生活し、英会話を習得し、かつカナダの文化につい
て学ぶ機会を提供しています。このプログラムはカナダで
最良のプログラムとして評価されています。ホストファミリ
ーは家庭生活における留学生との交流意欲や異文化を学
ぶことへの関心の高さを基準に厳選されます。	



ランガラプラスプログラム
学門とキャリアの両方で優位に立つには、高い成績平均点	(GPA)	
を取得するだけでは十分ではありません。幅広い豊かな経験が必
要です。Langara	PLUSではこの目標をサポートし、留学生がカナ
ダでより素晴らしい学生生活を過ごせるように応援します。このプ
ログラムはランガラに在学中にさらなる経験、スキル向上、知識
習得を目指す学生のために特別に設置されました。

Langara	PLUS	にはスタディースキルワークショップ、ソーシャル
イベント、レクリエーションアクティビティ、ライフスタイルワーク
ショップの4つのカテゴリーがあります。Langara	PLUSの修了時、
留学生には「ステートメント・オブ・アチーブメント」(修了証)	が与
えられます。この修了証は大学進学申請時の補足資料として役立
ちます。

学生は、イベント、遠足、キャンパス内でのボランティア活動など
を行う有名な	International	Educationボランティアプログラム	
(IEVP)	に参加することができます。

申込方法：
当カレッジのInternational	EducationホームページのFuture	
Students	ページに掲載してる申込に関するお知らせとフォ
ームをご確認ください。

 
推定学費*
以下は留学生がランガラで12ヶ月間大学編入プログラムを受
けた場合の費用を試算したものです	(通貨はカナダドル)。

	· 授業料	(10クラス/30単位)：＄17,700
	· 教科書および教材費：＄1,500	(推定)
	· 医療保険費：＄694
	· 学生の手数料:	$480
	· 交通費	(U-Pass):＄492
	· ランガラのホームステイプログラムを利用した際の宿泊
費	(オプション)：手配料	＄400	および1カ月宿泊費	＄850		
(年間合計	＄10,600)
	· その他費用:	約	＄1,000

 

合計金額	=	＄32,466	カナダドル
	
*諸費用はカナダドルで表示されており、変更されることがあります。

		最新の費用に関してはwww.langara.ca	でご確認ください。
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連絡先
ランガラ カレッジ （Langara College） 
国際教育部（International	Education	Department）	
100	West	49th	Avenue		
Vancouver,	BC,	Canada	V5Y	2Z6

Tel:	1.604.323.5023		Fax:	1.604.327.9210	
international@langara.ca	
www.langara.ca/international
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