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ようこそ
バンウェスト
カレッジへ

バンウェストカレッジは、バンクー
バーとケロウナにキャンパスを構え
る、1988年創立の私立カレッジで
す。ブリティッシュコロンビア州 高
等教育省 (Ministry of Advanced 
Education) の管轄下である PTIB 
(Private Training Institutions 
Branch) より正式な認定を受けて
います。この認定は、質の高い教育
とトレーニングプログラムの提供
と、スチューデントプロテクション
を保証するものです。

REAL EXPERIENCE! REAL RESULTS!

バンウェストが選ばれる理由

Accreditations and Professional Bodies

International Association  
of Language Centres

To be a leader in the delivery of quality education and training that ensures our 

students achieve their learning objectives in a safe, inclusive environment that 

promotes global citizenship.

Our Mission

バンウェストは、質・生
徒満足度・結果ともに、
高い評価を得ています。

キャリアカレッジプログラ
ム・ESLプログラム

ともに、生徒の目標達成を
サポートします。

生徒は、学習の進捗度合
に合わせて、個別のサポ
ートが受けられます。

確かな質と品質管理 成功への近道 個々へのサポート

多文化共生の職場への雇
用に必要な知識とスキル
を習得するに適したキャ
リアプログラムを提供し

ています。

全講師が、講師としての
十分な知識と経験、資格

を持っています。

バンウェストは、州政府
管轄下にある専門機関 

(PTIB)の厳格な規定をク
リアし、認定を受けてい

ます。

専門的な
トレーニング 質の高い講師陣 認定校
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BRITISH COLUMBIA

WASHINGTON

Vancouver Campus

Kelowna Campus

Tri-Cities Campus
(Washington State University)

Seattle

バンクーバー ⇔ ケロウナ (390 km)

バンクーバー ⇔ シアトル (229 km)

シアトル ⇔ トライシティズ (325 km)

4時間

2.5時間

3.5時間

50分

40分

45分

USA

「世界で最も住みやすい街」の一つと
して知られているバンクーバー。近代
的な大都市でありながら、海や山の美
しい自然が魅力です。様々な文化を背
景に持つおそよ200万人が暮らす、マ
ルチカルチャーな街です。

ショッピングエリア、娯楽施設、イベント
など活気溢れ、大都市の雰囲気もある一
方、人々はとてもフレンドリーで昔ながら
の小さな街の魅力もある地域です。オカナ
ガン湖が広がり、山々に囲まれたケロウナ
は、年間を通してアウトドアアクティビテ
ィーを楽しむことができます。

ダウンタウンにあるバンクーバ
ー校は、隣に公園や教会のある
静かな界隈にありながら、ショ
ッピング通りや映画館も数ブロ
ック内にある便利なロケーショ
ンです。公共交通機関も近くに
あり、通学にも便利です。

オカナガンの中心部に位置す
るケロウナ校は、明るく現代
的な校舎で、徒歩数分の距離
にバス停やオカナガン湖があ
ります。

世界で最も住みやすい街

バンクーバーキャンパス ケロウナキャンパス

カナダのリゾート地

ラウンジ、パティオ ラウンジ

17教室 9教室

コンピューター室 コンピューター室

高速インターネット 高速インターネット

バンクーバー ケロウナ

バンクーバー市内

610,000人

バンクーバー広域

2,400,000人
人口

天気

冬の気温

1 - 3 度
夏の気温

20 - 23 度

ケロウナ市内

127,500人

ケロウナ広域

180,000人
人口

天気

冬の気温

-7 - 3 度
夏の気温

20 - 29 度
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キャリアカレッジプログラム

滞在方法と宿泊設備

PROFESSIONAL CUSTOMER SERVICE CO-OP CERTIFICATE
顧客や取引先との関係構築に必須のカスタマーサービスス
キルを学び、多様な場面での効果的なコミュニケーション
力習得を目指します。
８ヵ月（授業４ヵ月＋Co-op ４ヵ月）

*各プログラムの詳細は別紙をご覧ください。

キャリアトレーニング
専門的なトレーニング: コースでは、各分野に精通した専門家からのトレーニングが受けられます。少人数クラスは、専門家の指導
やアドバイスを直接受ける最高の場となります。

有給Co-op保証: バンウェストはCo-opコーディネーターが常勤し、生徒のCo-op就業先の手配をフルサポートしています。
就業先での経験は、現実社会で求められる即戦力をつけるための素晴らしい経験となります。

ホームステイ
ホームステイは英語上達の近道であり、カナダの文化に触れる
こともできる素晴らしい経験です。バンウェストでは、安全で
居心地の良いホストファミリーをご紹介します。

ケロウナ学生寮
学生寮での滞在は、各国からの生徒に出会い、共に学ぶ空間を
共有できる機会となります。バンウェストの生徒のみ、４週間
以上から滞在可能です。

お部屋タイプ:
1人部屋（3食付）
1人部屋（朝晩２食付）
シェアルーム（3食付）

お部屋タイプ:
1人部屋（専用バスルーム）
1人部屋（共有バスルーム）
シェアルーム（共有バスルーム）

COMMERCE & MARKETING CO-OP DIPLOMA
ビジネスの基本原理に焦点をあて、マーケティング分野に
おける実践的な力を身につけます。

26ヵ月（授業12ヵ月＋Co-op 12ヵ月）

Homestay  Family

Kelowna Student Residence -
Shared Room

Kelowna Student Residence

We support students from start to finish; from speaking their first words in English to career training and 

Canadian work placement. Our focus on student success is evidenced through consistently high student 

survey satisfaction rates.

BUSINESS MANAGEMENT CO-OP DIPLOMA
優れたリーダーや管理職に必要な専門知識とともに実用
的な技術や戦略を学びます。

15ヵ月（授業８ヵ月＋Co-op 6ヵ月）

CROSS-CULTURAL BUSINESS COMMUNICATION
英語を主要言語とする仕事でグローバルに活躍するため
に必要な基礎知識を学びます。

サーティフィケート:２ヵ月
ディプロマ:６ヵ月



Vancouver
#200-1016 Nelson Street
Vancouver, BC
Canada  V6E 1H8

+1.604.731.5256

vancouver@vanwest.com

Kelowna
#104-532 Leon Avenue
Kelowna, BC
Canada  V1Y 6J6

+1.250.762.5256

kelowna@vanwest.com

vanwest.com


