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    プリンス・エドワード島大学（University of Prince Edward Island） 

                       担当教員：コリンズ / 伊藤 
概要（提携 2018 年～   ） 

＜所在地＞ 

ホームページ：         

550 University Avenue, Charlottetown, PE, Canada C1A 4P3 
TEL:902-628-4353   www.upei.ca/ 
EAP: http://www.upei.ca/skillsdevelopmentandlearning/elc/english-academic-preparation 

＜沿革＞ 1969 年に設立されたプリンス・エドワード島大学（UPEI）は、カナダ東海岸プリンス・エド

ワード島の州都、シャーロットタウンにある島内唯一の州立大学である。敷地面積は、140 エ

ーカー（東京ドーム 12 個分）におよび、その広大なキャンパスでは、約 4,400 名（内約 21％
は 70 カ国からの留学生）の学生が 6 学部と 2 つのスクールで学んでいる。カナダ大学ランキ

ングでは常に上位にランキングしている。プリンス・エドワード島は L.M.モンゴメリが執筆し

た「赤毛のアン」の舞台としても有名である。 
＜特色＞  

 

 

 

      

      

EAP(大学付属英語コース)概要 
大学付属の EAP プログラムには約 125 人が在籍している(2017.11)。EAP は、毎年 1 月、5 月、

７月、9 月の年 4 回開講されており、1 クラス 15 人程度と少人数制で、全 7 レベルがある。 
＊レベル 1～5(EAP Full-Time)：ビギナーから中級者用のレベルで、期間は約 13～14 週間。 
＊レベル 6～7(Bridging Program)：上級者用レベルで、EAP プログラムと専攻する学部授業 
とのコンビネーションが出来る。EAP のクラスは Critical Reading, Academic Writing,  

Pronunciation, and Oral Communication.に分かれる。(TOEIC740～820) 

授業時間数：セメスターコースは月~金 21 時間/週、サマーコースは月~木 20 時間/週 
EAP 入校日：年 4 回（1 月,5 月,7 月,9 月）1 コース：10~15 週間 
＊Spring 2023：Arrival 5/4  Orientation 5/5  (2 月に online で placement test を受ける) 

Upper Level(6&7) Spring session 5/8~6/29(8wks)＋extra weeks 7/1~7/14(2wks) 
Lower Level(3~5) Spring session 5/8~7/14(10wks) (5 名以上)                 

＊Fall 2023 : Arrival 9/6 Orientation 9/7-8   
Upper Level(6&7) : 9/11~12/8 (14wks) / Lower Level(3~5) :9/11~12/14(15wks) 

  Fall program では SDG コースと地域のコミュニティーでの volunteer 体験ができる。                       
セメスター留学（9 月~2 月：14 週間+6 週間＝20 週間の留学も可） 

＊Winter 2024：1/8～2/16 6 週間 
＜宿泊＞ 大学が直接斡旋するホームステイ（３食付）。カナダの家庭生活を体験しながら、英語や文化に

馴染めるようにサポートしてくれるホストファミリーを UPEI が厳選している。 
＊学内学生寮もある。 

＜生活＞ 

 
 

UPEI のキャンパスはシャーロットタウンのダウンタウンから徒歩 20 分のところにあり、学生

証で無料のバスを利用できる。自然豊かで治安も抜群に良く、地域住民と親しく交流出来る。 
学生の１/５が留学生という環境で、学内で留学生が活動する場が多くあり、また様々なイベン

トが International Relations Officeで企画されている。 

＜条件＞ 英語 2 専攻：2 年生で留学する場合、TOEIC400 点以上、累計 GPA1.5 以上であること。 
3 年生で留学をする場合、TOEIC450 点以上、累計 GPA1.5 以上であること。(申込時) 

＜留学期間＞ 半年留学：2 年次後期、3 年次後期の半年間(実質 4 ヶ月又は 6 ヶ月)。 
3 年次前期の半年間（実質 4 ヶ月） 

＜奨学金制度＞ 麗澤大学海外留学奨学金  

 

http://www.upei.ca/
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１）留学先での費用（概算）
Level 6&7 9/6-
12/9 (15wks)

Level 3-5 9/6-
12/15 (14wks)

Level 3-5
日本円

Application fee waived waived Arrival: 2023.9.6

Tuition $3,275 $3,275 ¥327,500 Orientation 9/7-9/8

Fall Semester international
differential fee

$3,700 $3,700 ¥370,000 Winter Program 6週間延長可
(費用：Tuition +HS＝＄5，980）

Homestay placement fee $350 $350 ¥35,000 non-refundable

Homestay (for 15 weeks） $5,525 $5,525 ¥552,500
12/15-1/7 (休暇中、HSを留守に
し部屋をキープする場合は
＄125/ｗｋ）

other fees*2 $350 $350 ¥35,000

Activities(Approx) $150 UPEI主催のActivityは無料

textbooks ($250-$350) $300 $300 ¥30,000

合計① $13,500 $13,500 ¥1,350,000

２）渡航費用(2022年概算）

Airfare  (～シャーロットタウン) 往復

surcharge

airport tax

handling charge

eTA $7 $7 ¥700

海外旅行保険(4ヶ月) ¥34,480 歯科治療付学研災付帯海外の場合

合計② ¥318,340

留学費用概算　合計①＋② ¥1,668,340

３）麗澤大学への納入金

授業料 ¥415,000

施設費 ¥150,000 期日までに廣池学園経理課へ振り込む。

学友会費　　1学期のみ納入 （第1学期分3/31／第2学期分9/19）

後援会費

合計③ ¥565,000

留学費用概算　合計①＋②＋③ ¥2,233,340

Canadian Alliance of Student Association, World university services, Fitness Centre access, Transit pass

University of Prince Edward Island (EAP)

2023 September -December (4ヶ月）　Fall Program （+6wks)

¥283,160 2022.9.6発　エアカナダ往復の例

*2: Student Union fee, Student Centre fee, Athletic administration fee, Technology fee, Library resource fee,
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１）留学先での費用（概算）
Level 6&7 5/8-

8/23(15wks)
Level 3-5 5/8-

8/11(14wks)
Level 3-5
日本円

Application fee waived waived Arrival: 2023.5.4

Tuition $3,275 $3,275 ¥360,250 5月5日Orientation

Spring/Summer Semester
international differential fee

$3,700 $3,700 ¥407,000

Homestay placement fee $350 $350 ¥38,500 non-refundable

Homestay (for 17 weeks） $5,525 $5,525 ¥607,750

other fees*2 $350 $350 ¥38,500

Activities(Approx) $50-75 UPEI主催のActivityは無料

textbooks ($250-$350) $300 $300 ¥33,000

合計① $13,500 $13,500 ¥1,485,000

２）渡航費用(2022年概算）

Airfare  (～シャーロットタウン) 往復

surcharge

airport tax

handling charge

eTA $7 $7 ¥770

海外旅行保険(4ヶ月) ¥34,480 歯科治療付学研災付帯海外の場合

合計② ¥294,410

留学費用概算　合計①＋② ¥1,779,410

３）麗澤大学への納入金

授業料 ¥415,000

施設費 ¥150,000 期日までに廣池学園経理課へ振り込
む。

学友会費　　1学期のみ納入 ¥6,000 （第1学期分3/31／第2学期分9/19）

後援会費 ¥30,000
合計③ ¥601,000

留学費用概算　合計①＋②＋③ ¥2,380,410

Canadian Alliance of Student Association, World university services, Fitness Centre access, Transit pass

University of Prince Edward Island (EAP)

2023 May - August (4ヶ月）　Spring & Summer Sessions

¥259,160 2022.5.5発　エアカナダ往復の例

*1Spring & Summer sessionの授業は月～木の午前･午後.。Level 3～5のSpecial sessionは5名以上で開講。

*2: Student Union fee, Student Centre fee, Athletic administration fee, Technology fee, Library resource fee,
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プリンス・エドワード島大学  
履修科目、認定科目、単位数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。 

◆EAP Fall Semester時間割 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クラス構成、時間割 

 １クラス約 20人の少人数 

 イラン、中国、メキシコ、ヨルダン、台湾、ベトナム、アルバニアなど...多国籍なクラスメイト 

 

EAPプログラムについて 

University of Prince Edward Island 付属の EAPプログラムで勉強をします。 

麗澤大学では短期の語学留学としていきますが、EAPとは English Academic Preparationの略で 

UPEIの学部生になりたい留学生が大学で学ぶのに十分な語学力を身に着けるためのプログラムです。 

最初のテストで６クラスにレベル分けされ主にWriting、Reading、Communication を学びます。 

 

◆2020年 2月留学の Upper Level冬学期時間割例（EAP+学部授業） 
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