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カリキュラムについて

大学進学
WCC で最初の 2 年間を修了してから大
学で 2 年間学ぶことができます。

MORE

ESLA（第二言語としての
英語教育）
プログラム

職業教育および
技術プログラム

u 文法、
作文、会話、読解の 4 スキルの

ワットコムはバラエティに富んだ職業
教育や技術プログラムを用意してお
り、
カリキュラムを修了した学生の皆
様はそれぞれの分野で働くために必
要な知識やスキルを習得できます。
こ
れらプログラムの期間は1年～2年で、
単独で履修することも、他の学位や資
格と組み合わせて履修することもでき
ます。

集中英語コースが 5 段階

u 大学進学コースでは、
英語 (ESL) を

学習しながら同時にアカデミックコ
ースの受講が可能

Whatcom 留学生の進学先
Arizona State University
Georgia Institute of Technology
Indiana University
Montana State University
Ohio State University
Oregon State University
Pacific Lutheran University
Penn State
Texas State University
University of British Columbia
University of California, Berkeley
University of California, Los Angeles
University of Colorado
University of Michigan
University of Oregon
University of Texas
University of Washington
University of Wisconsin
Washington State University
Western Washington University
その他多数…

ポピュラーな進学分野
ビジネス
数学
コンピューターサイエンス
コミュニケーション
生物学
接客観光
化学
芸術
物理学
工学
その他

>>>

高校修了プログラム
u ひとつのプログラムを修了する費用

と時間で 2 つの資格を取得

u ワシントン州高等学校卒業資格と大

学進学資格を取得

卒業生の声
「ベリンハムでは自分と向き合
い、大きく成長する機会が得ら
れました。米国での暮らしや学
習環境になじみ、
その後より大
きな舞台へと前進できたのも、
その環境によるところが大きか
ったと思います。
」
WCC卒業生 Chun Yan Robin Chan
カリフォルニア大学ロサンゼルス校生徒
香港出身

「ベリンハムは治安もよく、地
域の方々も優しくフレンドリー
に接してくれます。」
WCC卒業生 Warute Phanthumkomol
ワシントン大学生徒
タイ出身

「気を張らずに先生に質問がで
きるようになったのは、WCCに
通っていた頃からです。少人数
クラスのおかげで、
自信を持っ
て発言し、
自分の考えを伝え、
さ
らに積極的に授業に参加できる
ようになりました。」
WCC卒業生 Ribka Tanzil
カリフォルニア大学バークレー校生徒
インドネシア出身
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学生サポート
留学生のための
サポートサービス

WCC では、留学生全員に対し、1 対 1 の
アドバイザーサービスを提供します。
留学生は以下のようなサポートサービ
スを受けられます。

p

WCC の国際
プログラムス
タッフ
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u 入学および留学生ビザ申請サポート
u 空港までの出迎えサービス
u アカデミックな問題や個人的な問題、ビ
ザ関連についてもアドバイス
u オリエンテーション
u ホームステイプログラム
u アパート賃貸サービス
u ピアメンタープログラム
u 無料の個別指導サービス
u インターンシップの機会
u オリエンテーションおよび新しい生活に
関するアドバイス
u ほか多数

u 現地のホスト宅でホームステイ
u カレッジの賃貸アパート
u ウエスタンワシントン大学の学生寮（空きがある場合
のみ）
u キャンパス外の賃貸アパートについての掲示

最高の場所

最高の場所
u ワシントン州ベリンハム
u 公的認定を受けている公立 2 年制カレ
ッジ
u 在学生平均数 7,000 名
u 30 カ国以上の国々から 150 名以上の
留学生
u シアトルまで車で 90 分、バンクーバー
まで車で 60 分
u 大学生 20,000 人を含め、人口約
80,000 人
u Western Washington University のキ
ャンパスがあります
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住居

l

カナダ、バンクーバー

F ワシントン州ベリンハム
l

ワシントン州シアトル

p

N

美しい山と海に囲まれた、安全な街ベリンハム

学生生活

お問い合わせください
充実の学生生活
u プロおよびカレッジスポーツイベント
u シアトル、バンクーバー訪問
u レクリエーションアクティビティの企画
u クラブ、
スポーツ、
コンサート、学生委員会
など
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