| カナダ・BC州カムループス市
カナダドル

学部課程学費 (大学進学準備課程、学部課程)

$7,540/セメスター (上限１２単位/４科目)

プログラム

$9,177/セメスター (１５単位/５科目)

文科系、人文学、社会学

アドベンチャーガイド サーティフィケート

$15,914–21,218/年間 (選択するフィールドコースによる)

建築学 & 工学テクノロジー

$10,503/セメスター (約１８単位)

応用持続的牧場経営

$15,300/１年次

料理（レッド・シール資格)

＄16,027/レベル１、$8,039/レベル２

工学部編入課程

$22,729/１年次

園芸学

$18,025/全額費

ソフトウェア・エンジニアリング

$25,099/1年次

小売食肉処理

$19,500/全額費

上水道&下水道技術管理課程

$21,582/１年次

ESL課程学費

$6,900/セメスター (上限１２単位/４科目)
$8,400/セメスター (１５単位/５科目)

学士号取得後のディプロマ課程学費

$1,885/科目 ($628/単位)
$7,540/セメスター (12単位/4 科目)

2020 大学院課程学費
経営管理大学院課程ディプロマ(GDBA)
(MBA/MEEM/MScEEM 1年次)

$2,334/科目 (最高合計額 $14,000、限度６科目)

経営学修士課程（MBA）
（３セメスター）

$30,571 /全額費

環境経済・経営修士課程（MEEM）
または環境経済・経営科学
修士課程（MScEEM)

$33,630 /全額費

教育学大学院課程サーティフィケート
（GCES, Pre-MEd)

$7,900/セメスター

教育学修士課程（MEd）
（３セメスター）
プロジェクトまたは卒業論文のオプションを選択の場合、
４セメスター目が必要な可能性有。

$8,760/セメスター
$4,325/４セメスター目
（必要な場合）

環境科学修士課程（MSc) (２年/６セメスター）

$5,839/セメスター

看護学修士課程（MN）(２年/６セメスター）

$5,217/セメスター

理学修士
（データサイエンス科）(２年/4セメスター）

$35,700 /全額費

諸費用
（図書館、
アクティビティ、
学生会、
Uパス
〔バス定期〕
等）

$553/セメスター (上限１２単位)

出願料（一回のみ、払い戻し不可）

$100

住居費

詳細は tru.ca/housing を参照のこと

ホームステイプログラム
１日３食つき。家具付きの個室。
カナダ人家庭に滞在。

$3,500/セメスター
（月額約$875）
$150 手配料
$420 保証金

ノースタワー（キャンパス内）
家具・エアコン付、禁煙、
セキュリティ完備、
インターネットアクセス、電話、
ケーブル
TV、簡単なハウスキーピング有。
スイートは４種類あり。共用タイプのスイートには
個室完備。
自炊。最低滞在期間：２セメスター。

$7,730*
（秋・冬セメスター合計）
$500 出願料＆保証金

マギルレジデンス（キャンパス内）
簡易キッチンのある家具付き個室。
バスルームは他の３人と共用。
自炊。

$5,180*（秋・冬セメスター合計）
$500 出願料＆保証金

イーストビレッジ
（キャンパス近辺）
２部屋か４部屋のスイート。
自分の個室からアクセス可能な共用キッチンとリビン
グエリア有。自炊。

$7,065/個室、
４部屋スイート
$8,400/個室、
２部屋スイート
$500 出願料＆保証金

* レジデンスライフ・アクティビティ費（返金不可）含む

* レジデンスライフ・アクティビティ費（返金不可）含む

* 3セメスタ－：2019年8月31日～2020年8月8日。レジデンスラ
イフ・アクティビティ費（返金不可）含む。

その他の費用
（推定額）
• 健康医療費
• 教科書
• TRUSU拡張医療＆歯科保険（trusu.ca）

$75/月
$100–500/セメスター
$248/年間

セメスターあたりの合計額
（推定額）

平均 $13,298/セメスター

学部課程の学費とマギルレジデンスに滞在する場合の費用に基づいて
英語プログラム
（ELP）

英語プログラム
（ELP）
レベル１
5 ESL 科目

レベル２
5 ESL 科目

受講資格 － TRU英語プ
レースメントテストの受験
が必要。受講の推奨資格は
TOEFL iBT20

受講資格 － レベル１の修
了、TRU英語プレースメント
テストの受験が必要

レベル３
5 ESL 科目
受講資格 － IELTS：5.0+。TOEFL
iBT：61+。TOEFL PBT：500–529。
MELAB：69+。CanTEST：3.5+。CAEL：合
計40+。TRU ESLレベル2の修了のいずれか

＊金額、
日付、
規約は予告なしに変更される場合があります。
特別なプログラムによっては追加の費用が掛かる場合があります。
最新の費用についてはお手元に届いた入学許可証をご覧ください。
＊＊通常の科目は３単位です。

各追加単位: $546 (秋/冬セメスター) $628 (夏セメスター)
次は除く：

人類学、
コミュニケーション
（ニュー・メディア & パブ
リック・リレーションズ）、経済学、経済学＆数学、経
済学＆政治学、英文学、地理学 & 環境学、歴史
学、学際的分野、ジャーナリズム、近代言語、数学、
哲学、心理学、社会学、演劇、
ビジュアルアーツ

ビジネス

会計学、経営管理学、経済学、起業、環境経済学＆
環境維持開発 、財政学 、人材管理、国際ビジネ
ス、
リーダーシップ、マネジメント、マーケティング、
サ
プライチェーン･マネジメント

教育＆社会福祉

教育学（幼児教育、初等教育、中等教育
リーダーシップ、STEM、TESL、
ESL)、社会福祉学

健康科学＆看護

看護学、医学部準備課程、呼吸療法

法律＆司法

法務博士、警察＆法学

科学 & コンピューターサイエンス

応用持続的牧場経営 、建築&工学技術、動物生
物学、生物学、細胞分子＆微生物学 、化学生物
学、化学、コンピューターサイエンス、コンピュー
タ－サイエンス＆数学、
データサイエンス、生態学&
環境研究、環境化学、工学、林学、地質学、数学、
物理学、健康科学部 準備課程（カイロプラクティッ
ク、歯科、医学、
自然療法医学、検眼、薬学、
リハビリ
テーションサイエンス、獣医学）、ソフトウェア・エンジ
ニアリング、統計学

アドベンチャー、
料理、
観光

アドベンチャー研究、
料理
（レッド・シール資格)、国際
ツーリズム開発、イノベーション＆企業、フェスティバ
ル&イベント、
リゾート＆ホテル管理、観光体験管理、
スポーツイベント管理、小売食肉処理

技術専門＆テクノロジー

園芸学、計装工学、パワー工学、技術専門基礎、冷
凍＆空調、テクノロジー管理、水処理技術

カスタマイズできる研修プログラム

サマープログラム、
ウィンタープログラム、
訪問留学生プログラム、短期トレーニングプログラム

レベル４
ESL 4 科目 + 学部課程 1 科目
受講資格 － IELTS：5.5+で、5.0以下のバンドスコアが
ないこと。TOEFL iBT：71+。TOEFL PBT：530–549
。MELAB：74+。CanTEST：4.0+で3.5以下のコンポーネ
ントがないこと。CAEL : 全体のスコア50+、
サブテストで
40以下がないこと。TRU ESLレベル３の修了のいずれか

レベル５
ESL 2 科目 +学部課程 3 科目
受講資格 － IELTS：6.0+で5.5以下のバンドスコアが
ないこと。
TOEFL iBT：80+。
TOEFL PBT：550–569。
MELAB：77+。
CanTEST：4.0+で4.0以下のコンポーネ
ントがないこと。
CAEL：全体のスコア60+、
サブテストで
50以下がないこと。
TRU ESLレベル4の修了のいずれか

大学の教養課程への直接入学
入学資格
•
•
•
•

IELTS：6.5+で、6.0以下のバンドスコアがないこと
TOEFL iBT：88+で20以下のセクションがないこと
TOEFL PBT：570+, TWE 4.5+
MELAB: 81+

•
•
•
•

CanTEST：4.5+で4.0以下のコンポーネントがないこと
CAEL：全体で70+、
サブテストで60以下がないこと
PTE: 58+
TRU ESL レベル５の修了

• DAAD/CEFR:

• B2（訪問留学生のみ）:志望者が追加的な英語のサポートが必要かどうか判
定するために、到着後英語プレースメントテストの受験が必要となる。
• C1: 学位課程への入学志望者
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2021 学費 *

140+

学科プログラム数

14,000人
在学生徒数

17,000人
遠隔教育
受講生徒数

3,000人+

世界103カ国余りからの
留学生徒数

カムループス
人口100,000人+
27oC ～ 33oC
晴天の日が BC州で
２番目に多い

修士課程

出願締切

大学院課程サーティフィケート

学士課程 学士号取得後のディプロマ課程
サーティフィケート＆ディプロマ課程
準学士課程
ESL課程 大学間移行可能な単位
大学進学準備課程

１月～４月
セメスター

５月～８月
セメスター

１０月１日

２月1日

-5oC ～ +4oC

ワールドクラスのスキーと
スノボが楽しめる

９月～12月
セメスター

５月1日

オンライン出願は truworld.ca/apply へ。

注意：締切後の入学願書は、席に余裕がある場合のみ受け付けます。競争率の高いプログラムは締切が異なる場合がありますので、
入学審査係に確認して下さい。定員に達したプログラムは、締切前にクローズになる可能性もあります。

Whitehorse
質の高い教育。
徹底した留学生サポート体制。
ワールドクラスのレクリエーション施設。美しいモダンなキャンパス。少人数クラス。
柔軟な単位移行。
インターンシップ (co-op)プログラム。学校代表スポーツチーム。奨学金制度あり。充実したキャンパス内寮施設。

ESLと学部課程のコースを合わせて履修可能。TOEFLとIELTS スコア受け入れ可能。
英語プレースメントテストを受験可能。
Yellowknife

ブリティッシュ
コロンビア州

ウィリアムズレイク

カナダ
アルバータ州
エドモントン

TRU

ビクトリア

カムループス

バンクーバー

バンフ
カルガリー

シアトル

マニトバ州

サスカトゥーン

サスカチェワン州
レジャイナ

ケベック州

プリンスエドワード島州

ニューブランズウィック州

オンタリオ州

ケベック

ウィニペグ

フレデリクトン

オタワ

truworld.ca

Thompson Rivers University, 805 TRU Way, Kamloops, BC, Canada V2C 0C8 | T: +1-250-828-5252 | F: +1-250-371-5513
一般のお問い合わせ先：tru.ca/justask | 学位課程&学士号取得後のプログラムの出願先：iapply@tru.ca | 修士課程の出願先：iGrad@tru.ca
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