プログラム授業料*

カナダドル

学部授業料（ESL、大学準備コース および大学課程）
例外プログラム:  治水及び排水技術
工学部編入

$6,900/1学期（最大12 単位/4 コース）
追加 1 単位毎に $500 **

●

$19,750/初年度
$19,000/初年度（$500/1単位あたり）

●

$1,725/コース（平均 $6,900/4 コース）

学士号取得後のディプロマプログラム授業料
大学院課程授業料
• 経営学大学院課程 (GCBA)
• 経営学修士(MBA) -３学期間
• 教育学大学院課程 (GCES)
• 教育学修士(MEd)－３学期間

卒業論文かプロジェクトの選択可能。選択するオプションによっては４学
期になる可能性有。

• 環境科学修士(MSc) 2年間
その他諸費用（図書館、
アクティビティ、学生組合費、U-pass 等）
申請料(一度限り、返金不可）

住居費

$2,344/コース（計＄14,000、最大６コー
ス）
$30,571 フルプログラム授業料
$7,900/1学期
$8,760/1学期
$4,325/４学期目
$5,839/1学期
$502/1学期
$100

詳細は truworld.ca/internationalstudents/housing を参照してください。

$3,000/1学期
$150 手配料
$375 敷金
$3,725 平均/1学期
TRU レジデンス & カンファレンス センター（キャンパス内）
家具、エアコン、インターネット、
電話、
ケーブルTV 付。
禁煙、
セキ $500 敷金
$30 寮でのアクティビティ費用/1学期
ュリティ完備。
簡単な掃除サービス有。
スイートは4種類、
共同スイートでも個別部屋有。食事無し。
（最低
滞在期間：2学期間）。
平均 $2,400 /1学期
学生寮マギル （キャンパス内）
家具付き個室、簡単なキッチン設備あり。バスルームは他の学生3 $150 申請料
名との共用となります。食事なし。
$275 敷金
キャンパス外の住居
詳細は tru.ca/services/housing/offcampus を参照してください。
ホームステイプログラム
カナダ人の家庭にホームステイ。
１日３食、
家具付の個室。

その他関連費用(推定):
• 医療保険
• 教科書

$288/1学期
$100–500/1学期
$10,500 平均/1学期

1学期あたりの合計概算費用
（学士課程、学生寮マギル滞在の場合)

* 料金、
期日、
適用方針は、
すべて予告なく変更される場合があります。
一部の専門プログラムでは、
追加履修
費用が必要となる場合があります。
入学許可書に記載されている最新の料金をご確認下さい。** 平均的な
コースは 3 単位認定となります。

英語学習プログラム（ELP）
ESL必須コース
文法、読解、筆記、
スピ
ーキング、
リスニング
の応用能力を磨く。

ESL選択コース
特定のトピックやスキルを
集中的に学べる選択科目。

学科選択コース
TRUの一般教養から選べる
選択科目。

フルタイムで大学学科に進学

フルタイムで大学進学に必要な英語力：TRU ESLレベル５終了、TOEFL PBT 570、TOEFL iBT 88、IELTS ６．５

レベル5 2 ESL必須コース

+ + ESL選択、または学科選択コース３つ

TOEFL PBT:550、TOEFL iBT 80、IELTS6.0でレベル５に入学

レベル4 4 ESL 必須コース

+ ESL選択、または学科選択コース1つ

TOEFL PBT: 530、TOEFL iBT 71、IELTS 5.5でレベル４に入学

レベル3

5 ESL必須コース

レベル2

5 ESL必須コース

レベル1

5 ESL必須コース

TOEFL PBT:500、TOEFL iBT 61、IELTS 5.0でレベル３に入学
TRU 英語実力試験でレベル２に入学

レベル１

入学目安

TOEFL PBT 350, TOEFL iBT 20

プログラム
文科系
人類学、経済学、英文学、環境学、地理
学、歴史学、
ジャーナリズム、現代語学、
哲学、政治学、心理学、社会学、演劇、視
覚芸術
ビジネス
会計学、経営学、経済学、環境経済学と
環境維持開発、財政学、人材管理、情報
技術、国際ビジネス、マーケティング、
新規事業開発、広報活動、サプライチェ
ーン管理
コンピューターサイエンス&テクノロジー
建築工学、
コンピューター情報システ
ム、
ソフトウェアエンジニアリング、
ウェ
ブデザイン＆プログラミング
教育と社会福祉
教育（幼児、小学校、
リーダーシッ
プ、TESL）、ESL、社会福祉
健康科学
看護学、医学部準備課程、呼吸療法
法律
科学と環境
生物学、科学、電子計算学、生態学＆環
境学研究、工学、林学、地質学、園芸学、
数学、物理学、健康科学部準備課程、
統計学
観光
冒険学、料理学、イベント&会議運営、国
際観光開発、
リゾート&ホテル経営、
ス
ポーツイベント運営、観光地開発、観光
体験管理学
技術専門＆テクノロジー
技術経営学、水処理技術
カスタマイズできるトレーニングプログラム

修士学位。大学院課程プログラム。学士学位。学
士号取得後のディプロマプログラム。多彩なサー
ティフィケート、ディプロマプログラム。準学士学
位。第二言語である英語（ESL)プログラム。大学単
位移行可能。大学入学準備。

居心地が良い

フレンドリー低価格

1970

質の高い教育。徹底した留学生サポート体制。世界クラスのレク
リエーション施設。美しく近代的なキャンパス。少人数クラス。柔
軟な単位移行制度。インターンシップ（Coop)プログラム。
スポ
ーツ代表チーム。奨学金制度有。充実したキャンパス寮オプショ
ン。ESL & 大学コースを合わせて学習可能。TOEFL & IELTSスコア
受け入れ可能。英語力テスト有。

年創立

公立

の学位授与機関

夏

秋
冬

春
申し込み締切日

100,000

27ºC

夏季カナダ国内最高
気温

-5ºC から +4ºC
世界クラスの

スキーとスノーボード

1月から4月
冬学期

5月から8月
夏学期

9月 から 12月
秋学期

10月 15日

2月15日

5月 31日

締め切り後でも、
クラスの空き状況によってはお申し込みを検討致します。

THOMPSON RIVERS UNIVERSITY
トンプソン リバース 大学 (TRU)
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安価な
生活費

100+ 学科プログラム
13,000 学生数
17,000 通信教育の学生数
1,750+ 留学生数
85ヶ国以上からの参加

900 McGill Road, Kamloops, BC Canada V2C 0C8
電話:+1 250.828.5252 | Fax:+1 250.371.5513
お問い合わせ:welcome@tru.ca | お申込：iapply@tru.ca
修士課程へのご応募:GradAdmissions@tru.ca
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