
2023.3.27 

ランガラ・カレッジ（Langara College）  担当教員：佐藤良子                     

 ＜所在地＞         100 West 49th Avenue, Vancouver, British Columbia, CANADA V5Y 2Z6 
ホームページ http://www.langara.bc.ca/ 
＜沿革＞ ランガラ・カレッジは、1965 年に創立された公立校で、フルタイムの学生約 10,000 名、世界

65 ヶ国余からの留学生約 2,500 名を含む 23,000 名以上の学生が 4 年間の学士課程、専門課程、

生涯教育で学んでいる。留学生専用デスク、カフェテリア、図書館、ジム、コンピュータラボ、

ドクターオフィスなど設備が整っている。 

＜特色＞  

 

 

 

4 年制大学への編入コースはカナダ最大で、特に名門ブリティシュコロンビア大学に多く

の学生が編入している。ランガラ進学英語学習（LEAP: Langara English for Academic 

Purpose）プログラムでは宿題や課題が多く、短期集中で英語力を高め、その後の大学やビ

ジネス、日常的に英語が必要となる場面で即戦力となる知識と語学力を身につけることが

できる。 

◆LEAP プログラム：1 セッション 7 週間。週 20 時間。毎週 10～20 時間分の宿題有。 

・基礎レベル（LEAP BASICS～LEAP2）：カナダの文化や社会に重点を置き上級コースへ進む

ために必要なアカデミック英語基礎力を身につける。 

・進学準備レベル（LEAP3～LEAP8）：大学の本課程コースを受講するのに必要なアカデミック

英語力に重点を置き、論文用のライティングやプレゼン方法、クリティカルシンキングなど

北米の大学で重要視される教養と思考力を同時に習得。 

◆LEAP Plus:申し込めば、LEAP プログラムスタッフが用意する様々なワークショップやイベン

トに参加することができる。内容は多岐にわたり、1)ライフスタイルワークショップ、2)レク

リエーションアクティビティ、3)スタディスキルワークショップ、4)ソーシャル＆カルチャー

イベントなどがあり選べる。設けられた条件をクリアすると終了証書が発行される。 

＜宿泊＞ ホームステイ、学生宿舎 

＜生活＞ 

 

 

ブリティッシュコロンビア州に位置するバンクーバーは治安の良い街として有名で、世界

で最も住みやすい都市ランキングの上位に選ばれる。また、訛りのない標準英語が話され

るため世界に通用する英語を習得するのに最適な環境。キャンパスはダウンタウンにほど

近い住宅街に位置し、緑あふれる美しい公園のよう。地下鉄で通えるので、交通の便もよ

く、理想的な環境である。 

＜条件＞  申込時に GPA 累計 1.5 以上であり、TOEIC500 点以上であることが必須。  

 ＜2 年次後期に留学する場合＞留学時の必修科目については、各学部・学科で異なる。

各自確認の上渡航すること。「道徳科学 B」および「外国語Ⅳ」については、下表のと

おり。 
 
 
 

 

＜留学期間＞ 2、3年次第 2学期、もしくは 3年次第 1学期から 4ヶ月、6 ヶ月 

＜奨学金制度＞ 麗澤大学海外留学奨学金 

 

道徳科学B　帰国後に履修

国際学科 外国語Ⅳ（現地で履修できなかった場合）帰国後に履修

GB学科 道徳科学B　帰国後に履修

外国語学部

国際学部

http://www.langara.bc.ca/
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$1= 100

１）留学先での費用・他 1セッション
JPY 4ヵ月

（2セッション)
JPY 6ヶ月
(3セッション)

支払い方法

Langara College LEAP申込金 $155.00 ¥15,500 ¥15,500 JAN Linkに期日までに振り込む

Langara College授業料
2セッション$6,335/3セッション＄9，502.50

$3,167.50 ¥633,500 ¥950,250
LEAP session  2023. 8/26金到着
①9/5-10/20 (7wks)
②10/30-12/15 (7wks)
③1/8-2/23  (7wks)

現地サポート（空港片道送迎、LEAP申込代行、生
活オリエンテーション）　返金不可

$350.00 ¥35,000 ¥35,000

学校入学手続き代行費用 $400.00 ¥40,000 ¥40,000

ホームステイ申込金(返金不可） $550.00 ¥55,000 ¥55,000 HS申込＆支払い期日7/1，
8/26入居

ホームステイアドミン費用＄150/＄300 ¥15,000 ¥30,000

ホームステイ滞在費
$1300/月

$2,600.00 ¥520,000 ¥780,000
初月と最終月分は前払い
2023.8月6日分と10月以降の中月
分はホストへ直接支払う。

現地金融機関受け取り手数料 $35.00 ¥3,500 ¥3,500

合計① ¥1,317,500 ¥1,909,250

２）渡航費用・他(概算）

航空運賃 （JL成田-バンクーバー）
往復の例　6ヶ月：2020年2月出発往復の例

成田空港施設使用料、海外空港税

航空保険料・燃油特別付加運賃

取扱料金、海外運送機関手配

学研災付帯海外留学保険 ¥34,460 ¥53,460 拡充プラン歯科付の例

電子渡航許可申請費用 $7 ¥700 ¥700

合計② ¥247,450 ¥266,450

留学費用概算　合計①＋② ¥1,564,950 ¥2,175,700

３）麗澤大学への納入金

授業料 ¥415,000 ¥415,000

施設費 ¥145,000 ¥145,000 期日までに廣池学園経理課へ振込
む。

学友会費　　1学期のみ納入
※8月出発者は不要

（第1学期分3/31・第2学期分9/19）

後援会費　 1学期のみ納入
※8月出発者は不要

合計③ ¥560,000 ¥560,000

留学費用概算　合計①＋②＋③ ¥2,124,950 ¥2,735,700

留学費用(概算)　2023年秋学期の例

¥212,290 ¥212,290 ※各自旅行会社に支払う。

ランガラ・カレッジ
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履修科目と単位認定(例)                               

＜認定科目は個人によって異なるので以下の例は参考として見ること＞ 
 

◆2018 年 8 月～2 月留学の認定例 ＜英語・英米文化専攻 3 年生 2 学期留学 副専攻：英語教育＞ 
 

ランガラ・カレッジ 麗澤大学 

履修科目 
時数 
(分) 

時間 
（分） 

認定科目・区分 
単位

数 

LEAP Level 2,3,4 
Listening 
Speaking 
Reading 
Writing 

25200 

 
 
 
 
 
 
 
 
21600 

Reading Workshop A 上演・必修 １ 
Speak. for Academic Purpose A 上演・必修 １ 
海外留学上級演習 A 上演 １ 
海外留学上級演習 B 上演 １ 
海外留学上級演習 C 上演・外 1 
海外留学上級演習 D 上演・外 1 
海外留学上級研究 A 上専・ゼミ B 2 
海外留学上級研究 B～F 上専 10 
海外留学上級研究 G 自由選択 2 
海外留学上級研究 H 自由選択 2 
海外留学上級演習 E 自由選択 1 
海外留学上級演習 F 自由選択 1 

 合計  24単位 
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