
•	 学位、資格免許、修了証および	ESL	プログラム
•	 UBC	ケローナキャンパス	への大学転校プログラム
•	 キャンパス外や卒業後のカナダでの就労許可の資格も
•	 政府公認の学校
•	 カナダで最も温暖な地域
•	 少人数クラス	

申し込み方法
•		オカナガンカレッジ申込書への書き込みが完了したら以下
			に提出	www.okanagan.bc.ca/international	

•		全プログラム、カナダ	$100	の申込金が必要です

•		プログラムで６カ月以上のものについては最寄りのカナダ
			大使館で学習許可書をお取りください	

宿泊
学生さんはオカナガンカレッジのホームステイ・コーディネー
タ推薦の地元の家庭でのホームステイもできます。ホームス
テイは学生さんに英語を学ぶまたとない機会を始め、新しい
環境やカナダの習慣に慣れるのを助けてくれます。ケローナ
キャンパス学生寮、スカハプレースは値段も手ごろで便利な
宿泊を提供します。学生さんがご自身で宿泊をアレンジなさ
ってもけっこうです。.

文化リエゾン
オカナガンカレッジの国際教育スタッフには	様々な言語のネーテ
ィブスピーカーがいます。文化リエゾンは国に落ち着くこと、文化
に慣れることや気にかかることに関してずっとお手伝いします。
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カルガリー

シアトル

50 分 55 分

50 分

アルバータ
プログラムについて更に詳しい情報や、入学に必要なこと、
手続き、料金、スケジュールやコースの説明などをお求めの
方はホームページを見るか、以下にご連絡ください:

Okanagan	College	International	Education
1000	KLO	Road
Kelowna,	British	Columbia		V1Y	4X8	
CANADA

www.okanagan.bc.ca/international
inted@okanagan.bc.ca
www.facebook.com/OCInternationalEd
電話:	(250)	862-5443
ファックス:	(250)	862-5470

オカナガン・カレッジ

オカンガン地域

サーモン・アーム

バーノン

ケローナ

ペンティクトン



学位取得プログラム (4年)

経営管理学(BBA):	専門分野として会計学、財政学、一般
教養、ホスピタリティ&観光事業管理、ヒューマンリソース管
理、マネージメント＆マーケティング	

コンピュータ情報システム:	専門分野としてソフトウェ
ア開発、コンピュータシステムおよびデータベースシステム

準学士号および大学転校プログラム (2年)

準学士号（文系）:	通信、文化相互学習、経済学、英語、環
境学、歴史、近代言語、哲学、政治学、心理学、社会学、女性学

準学士号（理系）:	天文学、生物学、化学、コンピュータ科
学、地球環境学、地理学、数学および統計学、物理学

資格免許プログラム (2年)

•		上級料理法：実践料理訓練と経営管理学を合併したコース
•		経営管理学：会計学、財務学、一般教養、ホスピタリティーおよび
　観光事業管理、ヒューマンリソース管理、マネージメント＆マーケ
　ティング	
•		営業（商業）航空
•		コンピューター情報システムソフトウェア	 開発、コンピュータシ
　ステム
•		刑事裁判・社会正義	
•		工学技術民間、電子工学的、機械、ネットワーク＆電気通信およ
　び水に関する工学技術：オプションで水および排水科学技術ま
　たは環境モニタリング
•		生活科環境管理、異分野提携の環境芸術および環境科学
•		健康及び社会開発：幼児教育、人的開発ワーカー、セラピストアシ
				スタント
•		生物力学：ヘルス	&	フィットネス、保健体育、運動学	&	健康科学
•		国際開発
•		ジャーナリズム研究

•		メディア	&	文化研究

•		著述・出版

	

証明書取得プログラム (18 ケ月以下)

•		行政アシスタント
•		航空機メンテナンスエンジニア
•		自動車点検・修理技術者
•		ビジネス
•		衝突修理技術者
•		料理
•		重作業・業務用ｌ輸送機関メカニック
•		プロ会計士を目指す
•		ファーマシーテクニシャン
•		木工（工房作業）
•		第２言語としての英語を教える	（非常設プログラム）

•	TOEFL:	インターネットベースで79点
•	IELTS:	プログラムによって	アカデミックバージョンで	
			総点が	6.0	または	6.5
•	English	12*	
•	OC	EAP	レベル	4*	
*	最低グレード:	プログラムによって60	-	70%

上級資格免許/更に上の証明書を取れる物:	

•		経営管理学（会計学、金融マーケティング、マネージ
			メント、ホスピタリティーおよび観光業務管理または
			ヒューマンリソース管理）
•	 通信

全プログラムのリストをご覧になるには、学校のホームページ
をご覧ください:	www.okanagan.bc.ca/programs

高校卒業後:

YES	ならば

NO	ならば

オカナガンカレッジから転校できる他の大学：ブリティッシュコロンビア大学、サイモンフレーザー大学、ビクト
リア大学、トムソンリバース大学など

•		オカナガンカレッジの教育アドバイザーが学生さんたちが	 ふさわしいコースを選び、転校がうまくい
			くよう手助けします.

•		UBC	はケローナ市内にキャンパスがあります。オカナガンカレッジでの	EAP	コース達成を達成する
　と、UBC	入学に必要な英語力	(ELAS)	ありと判定されます	
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学術英語 (EAP) 
•		4つの中～上級レベル（読み、書き、スピーキング、リスニング）
•		平均週20時間のクラス内学習
•		プログラム開始は1月、5月、7月および9月
•		レベル	4で最低60%獲得すれば、オカナガンカレッジで	BBA	プログラ
　ムを除くすべての学位および資格免許取得プログラムにおける入学英
　語レベルに達します
•		BBAプログラムは最低70%が要求されます
•		レベル	4	で	70%	以上であれば、ケローナ市内にある	UBC	オカナガ
　ンに入学可能な英語レベル	(ELAS)	に達します
•		上級レベルの学生さんは、EAPと、例えば商業、数学、コンピュータ科
　学、経済学、心理学や人類学といった、他の学位や資格免許取得プロ
　グラムを同時に行うことができます。（一部、前提条件を設けている学
　位や資格免許取得コースがあります。例えば多くの数学コースでは
　Math	12	が必須です）

第2言語としての英語 (ESL) 
初級者レベルが２つ、週20時間（読み、書き、リスニング	およびスピーキ
ング）

学術英語
前出の	ESL	試験は不要

資格免許、学位または
大学転校コース

大学転校

転校オプション

ケローナの	UBC	または	
BC	やカナダにある他の大学

学位、資格免許プログラム

卒業時に学位または資格免許取得

オプション
作業経験
帰国
移民申請

IELTS
TOEFL

English 12
OC EAP

私に入学できるだけの
英語力があるだろうか？
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