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Langara College付属語学学校 LEAP
学費・ビザ・滞在費用

28週間

アカデミック英語コース2セッション

アカデミック英語コース4セッション

登録費

$155

$155

教材費
授業料

現地にて
$5,976

現地にて
$11,952

滞在費
学生ビザ申請費
小計CAN$

①小計日本円

（$=85円）

渡航前にかかる費用
プログラム手配費
滞在手配費用
海外通信送金費
ビザ申請サポート
往復航空券（目安）
海外留学保険

小計

個室3食付

$1,185

ホームステイ・4週間

②

14週間

ー
$7,316

ー
$13,292

¥621,860

¥1,129,820

¥100,000
¥35,000
¥11,000
ー
¥100,000
¥70,680

日本円

個室3食付

$1,185

14週間
税込
税込
税込

オススメプラン

¥316,680

税込
税込
税込

オススメプラン

¥372,340

14週間

③渡航後にかかる費用

¥100,000
¥35,000
¥11,000
ー
¥100,000
¥126,340

28週間

28週間

シェアアパート滞在費（目安）

$1,950

目安月$650

$3,900

目安月$650

現地生活費・交通費（目安）

$2,400

目安月＄600

$4,200

目安月＄600

③

小計

CAN$

$4,350

$8,100

全体的な留学費用概算は、上記①＋②＋③の合計を目安としてください
【ご注意事項】上記はあくまでも概算です。最新の学校料金・キャンペーン情報はキャリアエクスチェンジまでお問い合わせください。

こちらの留学プランに興味がある方は・・・・

まずはご相談！
電話･来社での
無料カウンセリング

お見積作成依頼は
お気軽にお申付け
ください

株式会社キャリアエクスチェンジ

プランが決定したら
留学開始の
3ヶ月前を目安に
当社へお申込ください
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ランガラについて

ランガラカレッジは、
カナダの一流大学へ編
入生を送ることで知られる公立コミュニティ
ーカレッジです。当カレッジの提供するプロ
グラムには、学士課程、職業課程、学士後課
程、英語習得課程があり、皆さんを成功軌道
に乗せるお手伝いをしています。
ランガラカレッジのメインキャンパスは、
カナダのバンクーバ
ー市内中心部の公園のような自然豊かな地区に位置していま
す。バンクーバーは、世界で最も美しく住みやすい都市の一つ
として知られています。便利な公共交通機関や自転車専用車線
を使えば、バンクーバー国際空港（YVR）やダウンタウンをはじ
め、
リッチモンド、バーナビー、サレーといった近隣都市への移
動も容易です。

学費も抑えられ、少人数のクラスで勉強でき、教員からも行き
届いた指導が受けられます。
しかもその間、総合大学で受講
するのと同じ単位が取得できるのです。

学生生活について
ランガラカレッジでの学生生活は、教室で授業を受け課題を
こなす以上に豊かに彩られています。ボランティア活動や、校
内外でのアルバイトも可能です。
クラブに入って、社交的、文
化的、学術的な活動に参加するのもよいでしょう。

バンクーバーに住もう
ランガラのホームステイプログラムでは、現地の家族と生活
を共にしながら英語を練習し、
カナダの文化を学ぶことがで
きます。
自分自身で校外の部屋を借りることもできます。

仕事も経験しよう

ランガラからスタートし、カナダで夢をかなえる
ランガラカレッジで受講すれば、学士課程修了の道や、新しい
キャリアに踏み出す道も開けます。
ランガラでまず始めれば、

本科で学習する留学生は、
フルタイムで学業に励みながら、
校内外でアルバイトをすることも可能です。
また、就業体験の
できる職場での Co-op プログラムや、学習分野に関連した
実践もできる体験型学習もあります。

学士号取得課程
（3年目と4年目）
総合大学への編入課程
（1年目と2年目）
ランガラ進学英語プロ
グラム（LEAP）

編入後に学士号を取得する
（3年目と4年目）
キャリアプログラム
（1年間または2年間）

ランガラカレッジのプログラム

ランガラカレッジは、英語の習得、総合大
学への編入、
キャリアの開始といった、各学
生の目標に合わせたプログラムを提供して
います。

ランガラで学位を取得、
または総合大学に編入する
総合大学編入プログラムを履修する学生は、
ランガラカレ
ッジで2年間履修した後、取得した単位を総合大学の単位
へと振り替えます。
ブリティッシュ・コロンビア州（BC）の大
学には、UBC、SFU、University of Victoria などがあります
が、
こうした大学間での単位の振り替えは、BC Council on

英語の習得

Admissions and Transfer が管理しています。学生はこの規

ランガラ進学英語プログラム（LEAP）は、英語を母国語としな

定に基づいて、学位取得のために必要な単位の履修計画が

い学生のための英語集中プログラムです。英語圏の総合大

立てられます。
ランガラカレッジは、Queen’s や University

学やカレッジで、
フルタイムで勉強することを目指す学生を

of Saskatchewan などのカナダの大学とも編入提携をして

対象としています。LEAPを修了した学生は、
ランガラカレッジ

います。
また、BC州以外の北米の大学や他の国々の高等教

の総合大学編入プログラムへの進学ができます。LEAPの開

育機関への単位の振り替えも可能です。
ランガラカレッジで

始時期は、年に6回あります。

学位取得を希望する学生は、経営学、生命情報科学、
レクリ

キャリアに踏み出そう
当カレッジでは、就職に向けた実践的プログラムが多く
開講されています。
ランガラカレッジで2年間のキャリアプ

エーション管理の各分野で学士号を取得することができま
す。
プログラムは、秋（９月）、春（１月）、夏（５月）の各学期か
ら始まります。

ログラムを修了した留学生は、卒業後の就労許可（PostGraduation Work Permit）の申請ができます。キャリアプログ
ラムの中には、入学許可に追加の要件が課されるものもあり
ます。学士後課程は、学士号を持った学生対象のプログラム
で、職業関連の専門的スキルを伸ばしたい学生に最適です。
開始条件については、ホームページをご覧ください。

2017～2018年の実績
93 ヵ国から留学生の受け入れ
年間履修学生数 22,949人
生涯学習プログラム履修学生数 4,059人
留学生 6,000 人以上
正規学習プログラムでは 1,000 以上のクラスを開講
100 以上のプログラムから選択可能

ランガラで英語を学ぶ
カナダ、ブリティッシュ・コロンビア州に

ランガラのESLプログラムは、言語習得に統合的

要求されるアクティビティに参加させることで、

ある美しいバンクーバーに位置するラン

なアプローチを取り入れています。スキルを切り

学生が真のコミュニケーションを図れるようにし

離して教えるのではなく、
「話す」、
「聞く」、
「読

ます。この結果、自然かつ有意義な方法で、言語

む」、
「書く」を組み合わせた総合的なアプロー

を習得できる、ダイナミックな学生主体の学習

える学生を対象に、学士課程、専門課程、

チを取り入れて、さまざまな関連性のある興味深

環境が生まれます。次第に、学生は英語を母国

生涯教育などさまざまなプログラムやコ

いトピックを掘り下げて学習します。内容重視の

語とするカナダ人学生と同じように、授業に取り

カリキュラムを展開し、さまざまな学習スキルが

組めるようになっていきます。

ガラ・カレッジでは、年間2万1000人を超

ースを開講しています。

ESL + 2 + 2
成功への道
4 年次

University
Quality
Alliance

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

3年次

University of
British Columbia
University of Victoria

ランガラまたは
その他の大学で学士課程

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。

年間30単位/10コース

University of
Saskatchewan
2年次

Queen’s University

ランガラの大学編入課程
Simon Fraser University

年間30単位/10コース

LEAP - レベル 8
LEAP - レベル 7
LEAP - レベル 6
LEAP - レベル 5

1年次

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。

ランガラの大学編入課程
年間30単位/10コース

LEAP - レベル 4
LEAP - レベル 3
LEAP - レベル 2
LEAP - レベル 1
LEAP - ベーシック

ESL

LEAP
各セッションは、20時間/週 x 7週間

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。

LEAP - Langara English for Academic Purposes（ランガラ進学英語学習）
基礎レベル (LEAP BASICS - LEAP 2)

進学準備（LEAP 3 – LEAP 8）

Langara English for Academic Purposes（LEAP、ランガラ進学英語学

LEAPプログラムの中級・上級プログラムでは、広範にわたる学問の内容を取

習）は、英語圏の大学やカレッジでフルタイムで勉強することを目指す、

り上げます。毎週、学生はある学科において、コアとなる言語スキルを学習し

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

ます。プログラムが進むにつれ、批判的思考のレベルと、学習戦略の難易度

す。プログラムのすべてのレベルで、アカデミックなスキルの習得が重視

が高くなってきます。

されています。
LEAPの初級、中級レベルでは、バンクーバーやカナダの文化や社会に重
点を置きます。様々なトピック、教材、アクティビティを取り上げて、生きた
言語を学べる環境を提供します。学生は、バンクーバー、カナダそして世
界についての知識を広げながら、スピーキング、リスニング、リーディング、

LEAPは次の点で、学生にユニークな学習の場を提供します。
·

言語と学問のスキル育成を促す

·

学生主体の学習を支援する

·

ランガラのアカデミック、そしてキャンパス コミュニティに溶け込むよう学生を
促す

ライティングのスキルを身につけることができます。
LEAPを無事修了すると、ランガラの大学課程に進学することができま
す。LEAP 8 に在籍する学生は、LEAPコースの他に、大学の単位取得コースを
1コース履修することができます。

統合型の学習アプローチ
LEAP基礎レベルのコアスキル

スピーキング

リスニング

LEAPのセッションは7週間で、年に6回開講されます。授業は週20時間で、毎
クラスメートと意見やアイディアを交換する。
短いプレゼンテーションを行う。

週10～20時間分の宿題が出されます。

自然なテンポで会話についていく。
特別ゲスト スピーカーの話を聞く。

統合型の学習アプローチ
リーディング

ESL向けの短い小説や本の一節などを読む。
語彙を増やす。

ライティング

自分の考えを表すことに自信をつける。
編集スキルを身につける。

文化

カナダの社会を反映する題材を取り上げて学習する。
学外での研修を通して、バンクーバーを探訪する。

LEAP 基礎レベルでは、次のことを習得するよう促します。
·

英語スキルの上達

·

教室の内外での様々なアクティビティを通して、英語を自然かつ有意義な方
法で活用する

·

カナダの社会に関連する題材を取り上げて、カナダの文化について学ぶ

LEAPの講師陣は、第二言語としての英語教授法（TESL）の学位取得者
で、英語教育における経験、異文化への理解、学業の成功を目指す学生
への指導に熱意があるかどうかを見極め、厳正な審査をパスしていま
す。

1週間のLEAP学習単元の図解モデル

