LEAP英語学習プログラム
ランガラ進学英語学習（LEAP）

CANADA

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。
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ランガラの大学編入課程
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。
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。

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。

週10～20時間分の宿題が出されます。

統合型の学習アプローチ

1週間のLEAP学習単元の図解モデル

留学生
1

申込み方法
次の入学要件を満たすことが必要です。

3

Eメールで入学許可を受け取ります。

12年間の正式な学校教育の修了
(BC州の12年生相当)
注：英語力の証明に関連する情報をすべて提出してください。

2

4

最初の2セッション分に相当する授業料を支払います。

5

Eメールか郵便で、入学受入証を受け取ります。

6

最寄りのカナダ大使館か査証オフィスで学生ビザを申請します。

次の願書一式を提出してください。
·

申込書 – www.langara.ca/leap

·

学歴証明書類提出：
·

高校の成績証明書と卒業証明書

·

または
短大または大学の成績証明書
注：学歴証明書類は英語版の原本、あるいは翻訳証明付きの英訳版
の原本のみ受け付けます。ファクス、複写、スキャンした書類は一切受
け付けません。

·

英語力を示すテストのスコア（提出可能な場合）

·

申込料155ドル

LEAP 留学生の授業料*
LEAP 留学生:

· 2,988ドル
· 申込料155ドル（一回分、払い戻し不可）
· 最低2セッション分相当の授業料の支払いが必要です（払い
戻し不可、譲渡不可）
* 金額はすべてカナダドルで表示されています。料金は変更する可能性
があります。
すべての学生はプログラム開始時にレベル分けテストを受けます。
授業料払い戻しについては、次のWebサイトを参照してください。
www.langara.ca/leap

ホームステイ
滞在はホームステイをお勧めします（ベッド、机がある個室、3食付）。ホ
ームステイの申込料と申し込み手順については、国際部（International
Education）のWebサイトを参照するか、homestay@langara.caまでEメール
でお問い合わせください。

セッション開始日
2020

2021

1月3日
2月26日
4月29日
6月24日
9月2日
10月28日

1月6日
3月3日
4月28日
6月23日
9月1日
10月27日

セッションの期間
各セッション7週間、毎週20時間の授業

お問い合わせ
International Education, Langara College
100 West 49th Avenue, Vancouver, BC, Canada V5Y 2Z6
Tel: +1.604.323.5023
Fax: +1.604.327.9210
E-mail: international@langara.ca
Webサイト: www.langara.ca/international
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