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留学生ガイド

ウィニペグ大学
カナダ

マニトバ州

ウィニペグ

ウィニペグはナショナル・ジ
オグラフィック・トラベルに
より、地球上で訪れるべき最
高の場所の1つに選ばれまし
た！

快晴 – 年間平均316日が快晴
で、カナダで最も天気の良い
都市の1つです！

多様性に富み活気に満ちたキ
ャンパス

バンクーバー
ウィニペグ

トロント

ウィニペグの中心部に位置し、同校のキャンパスは多様
な背景と文化を持つ人々が繋がる場所となっています。
歴史的建造物と近代的な施設が混在するキャンパスの近
くには、様々なショッピングや、芸術・文化を楽しめる
場所があるだけでなく、就職の機会も豊富です。

ウィニペグは81万1千人の人口を抱えるカナダで7番目に大き
な都市です。

50を超える学部で400以上の
コースを開講。

素晴らしいアウトドア
マニトバには美しいビーチや
眺めの良い景色があるだけで
なく、素晴らしい野生動物の
繁殖地帯でもあります。

多文化－
マニトバでは100を超える言語が話さ
れています。

*For more information, see U.S. News & World Report’s 2017 rankings, UK Business Insider’s ranking of safest countries, and National Geographic Travel Best Trips 2016.
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400 +

学部課程
uwinnipeg.ca/programs

芸術学部

ビジネスおよび経済学部

理学部

古典
紛争解決学
犯罪学
発達学
障害学
東アジア言語および文化
英語
ドイツ系カナダ人学
歴史
美術史
人権
先住民学
多分野言語学
国際開発学
メノナイト学
近代言語および文学
哲学
政治学
心理学
宗教および文化
修辞法、作文、およびコミュニケーション
社会学
演劇および映画
演劇および映画：ダンスプログラム
都市および都心部研究学
女性および性別学

経営・管理学
専攻分野：
– 会計学
– 共同事業学
– 人事管理学
– 国際ビジネス学
– マーケティング学
経済学
経済および財政学		

人類学
応用コンピューター科学
生物人類学
生化学
生物学
化学
環境研究および科学
地理学
数学
神経科学
物理学
統計学

GUPTA運動および応用健康学部
アスレチックセラピー
運動学（一般）
体育・保健教育

本学では世界で認められる3年間および4
年間、両方の学士号を提供しています。3
年間の学士号は興味のある分野での雇用
への道筋となり、4年間の学士号では修士
課程のための優等課程を完了することが
できます。

その他のプログラム
英語プログラム (ELP)
uwinnipeg.ca/elp

The Collegiate （カレッジ制）
collegiate.uwinnipeg.ca

学部課程への入学に必要な英
語の要件を満たしていない場
合には、ELPを通じてアカデ
ミック/パスウェイ英語プロ
グラムを受講することができ
ます。このプログラムの最高
レベルを終了すると、ウィニ
ペグ大学の学位プログラムに
適用される6単位を取得でき
ます。

批判的思考と共同体意識の環
境を提供するカレッジ制（The
Collegiate）では、9年生から
12年生の高校プログラムを本
大学のキャンパスでも提供し
ており、ウィニペグ大学への
入学と1年目の学業にスムーズ
に移行することができます。

社会人、応用、および継続教育
(PACE)
pace.uwinnipegcourses.ca
PACEはフルタイムのプログ
ラムと、オンラインコースや
プログラム、他団体と提携し
たキャンパス外でのプログラ
ム、および大学での学位取得
への道筋となるプログラムを
提供しているダイナミックで
柔軟な選択プログラムです。

大学院
uwinnipeg.ca/grad-studies
本学では様々な大学院生向け
のプログラムを提供していま
す。多くのプログラムには多
分野からのアプローチが採用
されており、あらゆる学生た
ちと、小規模でのネットワー
ク作りの機会を提供します。

我が家と呼べる場所

学生サービス

uwinnipeg.ca/campus-living

uwinnipeg.ca/student/intl

学生寮に住むことで孤立することなく、自立した生活をすることが
できます。学生寮は、カナダ全土や世界中から来ている他の学生た
ちと出会う場でもあります。生涯にわたる人間関係を築いたり、キ
ャンパスや街中での様々な活動に関わることもできます。

留学生サービス
継続的なサポートと、あらゆる種類のサービ
ス、楽しいイベント、そしてワークショップ
などを利用する拠点となります。

› 1人部屋または2人部屋の寮が利
用可能
› モダンな設備
› 個別の洗面所
› 共同ラウンジや、学習エリア、お
よびランドリー施設へのアクセス

1年目優先
申請プロセスに従った入学資格のあ
る1年目の学生には入寮の優先権が
与えられます。1期だけの学生には
入寮資格がありませんのでご注意く
ださい。

› 食事プランが利用可能

1000
現在、75か国から1000人を超
える留学生がいます。

空港での出迎え
空港から学生寮への送迎を要請できます。
学業アドバイス
アドバイザーが学業計画の作成や登録の支援
を行います。
メンタープログラム
ウィニペグ大学の在校生があなたの担当と
なり、キャンパスでの生活について教えて
くれます。
キャリアサービス
在学中および卒業後も就職カウンセリングを
受けることができます。

学生寮の利用は、世界中から
の留学生と友だちになれる素
晴らしい方法です。

学費および諸費
uwinnipeg.ca/intl-fees

1学年度（9月から4月）の推定の学費および諸費

1学年度（9月から4月）の学生寮オプションおよび料金

申請費（返金不可）：

$120

学費‐5コース（全学部における30単位時間）：

$14,200–$17,000

教科書、文房具など諸経費：

$1,900–$2,100

UWSAトランジットUパス
( 無制限の公共交通機関の利用）：

$270

健康保険（365日間）

$1,145

合計：

$17,635–$20,635

McFeetors Hall（マクフィーターズ・ホール）
家具付き一人部屋（食事プラン込み）

$8,910

Balmoral Houses（バルモラル・ハウス）
家具付き一人部屋

$4,730

注意：
1. 提示金額は1学年度の推定額であり、変更される場合があります。追加費用が必要なプログラムもあります。全ての提示金額はカナダドルです。
2. 5つの6単位時間コース（すなわち30単位時間）が秋/冬学期の最大履修単位数です。
3. 健康保険には基本的な健康保険と範囲拡張の医療保険が含まれています。
4. ホームステイの情報と料金については uwinnipeg.ca/homestay をご覧ください。

奨学金制度
uwinnipeg.ca/intl-awards
世界のリーダーのための学長奨学金
この奨学金はウィニペグ大学のいずれかの学部に初めて入学する留学生（
米国出身の学生を含む）が対象です。申請者はリーダーシップを示す何ら
かの活動に参加し、入学時の成績（または同等）が最低80％を満たしてお
り、いずれかプログラムの1学年目に入学する者でなくてはなりません。
金額： $3,500–$5,000
特別入学奨学金
カナダで就学する留学生、海外でカナダのカリキュラムを学ぶ学生、およ
びアメリカ合衆国からの学生が対象です。12年生時の最終的な入学時の成
績が85％以上で、3月1日までに入学の申請を完了する必要があります。
金額： $1,100–$2,250
コース内での賞
ウィニペグ大学では公正さと平等を大切にしています。留学生はカナダ人
学生と同じ賞を受ける資格があります。ウィニペグ大学で1年間（2学期）
の就学を完了後、留学生は継続学生対象の様々な賞や奨学金に申請するこ
とができます。
金額：最大 $10,000

その他の利点
学びながら働く
キャンパスの内外で共同就労期間やワー
ク・スタディープログラムに参加した
り、雇用機会を活用したりできます。
卒業後
ウィニペグ大学で学部課程を修了した学
生は就労許可を得られる可能性があり、
その場合、卒業後にカナダで就労する機
会が提供されます。
カナダへの移民
マニトバ州推薦プログラムは留学生
の卒業生にカナダの永住権に申請す
るための機会を提供します。詳細は
immigratemanitoba.com をご覧ください。
就労もしくは就学の許可に関する詳細
は、以下の留学生サービスまでお問い合
わせください： iirss@uwinnipeg.ca

申請方法
uwinnipeg.ca/apply

01. 入学要件の確認

03. 申請費用の支払い

05. 申請状況の確認

国ごとの入学要件は以下の大学ウェブサ
イトに掲載されています：
uwinnipeg.ca/intl-req

$120の申請費用は、Paypalまたは
Flywire、または銀行振り込みやクレジッ
トカードなど様々な方法で支払うことが
できます。

入学担当事務局はWebAdvisorのユーザー
名とパスワードが記載されたEメールを
送信します。申請者はWebAdvisorにログ
インして、申請状況の確認や、保留中の
書類の有無を確認することができます。
申請状況に関するEメールは通常、申請
書、申請費用、および全ての必要書類が
提出されてから2週間から4週間で送信さ
れます。

英語能力の証明が免除されている国から
の申請者でない場合は、以下の英語要件
を満たしていることを証明する補足書類
が必要です：
uwinnipeg.ca/language-req
例：
TOEFL：各セクションで19点以上、最低
80点以上（インターネット試験）
IELTS：アカデミックモジュールで最低
6.5のバンドスコア
英語要件を満たしていない場合は、英語
プログラムuwinnipeg.ca/elp を通しての
入学への進路をご検討ください。
02. オンライン申請
uwinnipeg.ca/intl-apply
まず、個人のEメールとパスワードを使っ
てアカウントを作成してください。申請
書が提出された際、確認のEメールが送信
されます。このEメールには入学担当事務
局との全てのコミュニケーションで使用
される学生番号が記載されています。

04. 全ての必要書類の提出
申請書を提出した後、公式書類を求めるE
メールを受け取ります。これらの書類に
は成績証明書の正式なコピー*、英語のレ
ベルの証明書、そして市民権の証明書な
どが含まれます。英語以外で記載の書類
は公式の翻訳が必要になります。
提出を求められる可能性がある書類を
網羅した一覧は uwinnipeg.ca/alreadyapplied をご覧ください。
英語の試験結果は発行団体から送付され
る必要があります。IELTSのような証明可
能な試験の場合はスキャンを提出するこ
とができます。

Winnipeg, Manitoba, Canada
R3B 2E9
P

+1.204.786.9844

F

+1.204.779.3443

E

welcome@uwinnipeg.ca

uwinnipeg.ca/study

秋学期：6月1日
冬学期：10月1日
春学期：3月1日

書類は以下まで郵送もしくは宅配で提出
してください：
Office of Admissions
515 Portage Avenue
Winnipeg, Manitoba R3B 2E9
Canada
*公式書類は事務局から自宅に返送するか、本校に
到着後、事務局で受け取ることができます。

515 Portage Avenue

申請期限

申請後に
質問がある場合は、入学担当事務局まで
お問い合わせください:
（+1 204.786.9159）あるいはEメール
intladmissions@uwinnipeg.ca

