
応用英語 
プロジェクトを中心とした楽しい選択科目。パートナーと組に
なり、ポスターセッションに参加します。ポスターセッションは
大学や学会で頻繁に使われる発表方式で、情報を共有する際
に便利な方法の一つです。実際に見学者がポスターセッション
を訪れ質問をするなど、実践的なクラスとなっています。

学習スキル
効率よく学習機会を最大限生かして勉強したい・・・そんな人は
このクラスで現実的な目標設定と効率良く勉強が出来る方略
を学びます。生徒が学習目標を達成出来るよう、実践的な内容
となっています。

英語標準検査テスト　準備クラス
次のテストに向けて精神的、感情的共に強くなれるよう準
備をしましょう。このクラスでは標準検査テストの分析を
し、全ての質問に答えられるようになる方略を学びます。

職場での英会話
就職のチャンスを向上させるには、準備が必要。このクラスでは
個人に合わせた労働市場調査、履歴書とカバーレター作成、
面接準備を含めた就職活動に不可欠なスキルを学びます。

リーダーシップスキル
リーダーシップスキルは、いまやどの業界でも必要とされてい
ます。この選択科目では、基礎的なリーダーシップ理論を学ぶ
と同時に、自分のリーダーシップスタイルを特定し理解を深め
ることができます。  

選択科目は予告なしに変更になる可能性があります。第一希
望の選択科目に登録出来ない場合もあります。

truworld.ca/itc

TRUが選ばれる理由
トンプソンリバーズ大学は、バンクーバーから飛行
機で４５分の距離にあるブリティッシュ・コロンビア
州カムループスに位置しています。カムループスは
安全で家族向けの環境で知られています。カムル
ープスを包み込む自然の美しさと数多くのアウトド
ア・アクティビティを求めて、世界中から生徒が集ま
ってきています。TRUのフレンドリーな環境、きめ細
やかなサポート体制、英語学習の目標達成に役立
つ教授法が在校生から支持されています。

TRUに到着後、下記の選択科目から一つ選ぶ事ができます。
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Language and Culture

Learn it · Speak it · Live it!

世界中を旅したい！生の英語、カナダの文化に触れてみたい！カナダの大学に進学したい！
こんなふうに思っている人には、英語と文化学習一般プログラムがぴったりです。
異文化間コミュニケーションワークショップに参加することにより、文化間の相違点・類似点を学ぶと同時に、異文化間コミュニケ
ーションスキルを身につけることができます。
英語学習のクラスでは、スピーキングとリスニングスキルに重点を置きつつ、全体的な英語能力を高めることができます。
TRUでは、生徒一人一人が自分のニーズに合わせて学習出来るよう、選択科目を用意しています。選択クラスに参加する事により、
新しい友達と楽しみながら英語力向上を望むことができます。



Language and Culture

Learn it · Speak it · Live it!
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リラックスした居心地の良い環境で
勉強できるので、やる気も出てきます。

TRUは学習者中心の環境を提供していま
す。参加者はリスニング、スピーキング、活発
なクラス参加を通じて豊かな教育環境で学
ぶことができます。

常に英語で話そう！クラスルーム、
アクティビティ、ホームステイなど、
チャンスは沢山あります。

For more information and prices please contact:
Thompson Rivers University 
805 TRU Way
Kamloops, BC Canada  V2C 0C8
Email: globaltraining@tru.ca
Telephone: +1.250.377.6103
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料金に含まれるもの：
> ホームステイ料金（食事付き）
> カムループス空港での送迎
>	TRUのキャンパスとカムループスの街についてのオリエンテーション
>	キャンパス内の無料WiFi
>	インストラクターによるクラス内、レクリエーション・アクティビティ中のサポート
>	スケジュールに組まれている文化やレクリエーションのアクティビティにかかる料金
> 留学生アドバイザーによるサポート
参加最低年齢条件：　１６歳

３週間、または４週間の英語と文化学習一般プログラムの詳細は、下記のウェブサイトをご覧下さい。
tru.ca/truworld/students/short-term-training/summer			|			*	料金は予告なしに変更になる可能性があります。

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日
開会式	
9–10	a.m.

オリエンテーション	
10 a.m.–noon

TRUキャンパスツアー	
1–3	p.m.

異文化間
コミュニケーション	
9 a.m.–noon

ダウンタウンシティツアー	
1–3	p.m.

異文化間
コミュニケーション	
9 a.m.–noon
異文化間

コミュニケーション	
1–3 p.m.

英語学習
一日中

英語学習	
9	a.m.–noon

アウトドア・アクティビティ	
1–3	p.m.

カナディアン　アウトドア
アドベンチャー	
9 a.m.–6 p.m.

選択科目	
9	a.m.–noon
インドア

ロッククライミング	
1–4 p.m.

英語学習
一日中

選択科目	
9	a.m.–noon
英語学習	
1–3	p.m.

英語学習
一日中

ソーシャル・パーティー
7–10 p.m.

英語学習
一日中

選択科目	
9	a.m.–noon
英語学習	
1–3	p.m.

ウォータースライド
日帰り旅行	
9 a.m.–4 p.m.

選択科目	
9	a.m.–noon
乗馬	

1–4	p.m.

英語学習
一日中

英語学習	
9	a.m.–noon

先住民のアートクラス	
1–3	p.m.

選択科目	
9	a.m.–noon
ヒップホップ＆
ラインダンス	
1–3 p.m.

英語学習	
一日中

選択科目	
9	a.m.–noon
英語学習	
1–3	p.m.

英語学習	
9	a.m.–noon
閉会式	
1–3	p.m.

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日
開会式	
9–10	a.m.

オリエンテーション	
10 a.m.–noon

TRUキャンパスツアー	
1–3	p.m.

異文化間
コミュニケーション	
9 a.m.–noon

ダウンタウンシティツアー	
1–3	p.m.

異文化間
コミュニケーション	
9 a.m.–noon
異文化間

コミュニケーション	
1–3 p.m.

英語学習	
一日中	

英語学習	
9	a.m.–noon

アウトドア・アクティビティ	
1–3	p.m.

カナディアン　アウトドア
アクティビティ	
9 a.m.–6 p.m.

選択科目	
9	a.m.–noon
インドア・

ロッククライミング	
1–3 p.m.

英語学習	
一日中	

選択科目	
9	a.m.–noon
英語学習		
1–3	p.m.

英語学習	
9	a.m.–noon
乗馬	

1–4	p.m.

英語学習	
9	a.m.–noon
ゴルフ	
1–3	p.m.

選択科目	
9	a.m.–noon

先住民のアートクラス	
1–3	p.m.

ウォータースライド
日帰り旅行	
9 a.m.–4 p.m.	

選択科目	
9	a.m.–noon
英語学習	
1–3	p.m.

英語学習	
9	a.m.–noon
閉会式	
1–3	p.m.

４週間・夏季

３週間・夏季 英語と文化学習一般プログラム
２０１8年８月7日～２4日 		|		プログラム料金：	$2,850カナダドル

英語と文化学習一般プログラム
２０１8年７月3日～２7日  	|			プログラム料金：	$3,200カナダドル
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