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質の高いアカデミックプログラム

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。

2 +2 =

年間を
WCC で

年間を
大学で

学士号取得
少ない学費

Whatcom 留学生の進学先
Art Institute of Chicago
Central Washington University
Eastern Washington University
Indiana University
Montana State University
Penn State
University of British Columbia
University of Idaho
University of California, Berkeley
University of California, Los Angeles
University of Colorado
University of Massachusetts, Amherst
University of Michigan
University of Nevada, Las Vegas
University of Oregon
University of Puget Sound
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
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WCC イングリッシュグラ
ンゲージインスティチュ
ート

プロフェッショナルテク
ニカルプログラム

u 文法、
作文、会話、読解の 4 スキルの

経営管理、業務管理、接客観光経営
管理、看護 (正看護師)、看護補佐、医
療補佐、物理療法補佐、
コンピュータ
ー情報システム (ネットワーク管理、
情報セキュリティー、テクニカルサポ
ート)、などの資格や証明書の取得

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

1～2 年のプログラム

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

卒業生の言葉
“Whatcom を選んだこ
とは、米国留学後に行っ
た選択の中で最良のも
ののひとつでした。講師
に直接相談することが
簡単な点が非常に気に
入りました。本当のアメ
リカ文化を体験できる
町を探していたのですが、ベリンハム
は、
まさにそれにかなった町です。”
Katie Baek, WCC 卒業生
University of Washington 在籍
コミュニケーション専攻 (韓国出身)

WCC で取得した単位は、大学
やコミュニティカレッジで認定
されます。Whatcom の授業料
は、同等の単位を大学より安い
費用でとることができます。

“WCC は、米国の学風に備えるのに
非常に役立ちました。国際プログラム
のスタッフの方々は、勉学の難しい点
を処理する手助けをしてくれました
し、国際プログラムのオフィスは、雰
囲気があたたく、いつでも歓迎してく
れる家族的な環境で、
スタッフ全員が
学生のことを親身になってサポートし
てくれます。”
Anthony Chan, WCC 卒業生
University of Michigan 在籍
建築専攻 (香港出身)
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個人に合わせたサポートサービス

WCC の国際
プログラムス
タッフ
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留学生向けのアドバイス

住居のサポート

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。

u

キャンパス内ホームステイプログラムコ
ーディネーター

u

キャンパス外住居の紹介・斡旋

国際プログラムオフィスの学生支援サ
ービス

u

WWU ドミトリーの入居支援 (空き部屋が
ある場合に限る)

u

徒歩通学圏内に 500 以上のアパート

u

入学および留学生ビザ申請サポート

u
u

空港までの出迎えサービス
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

ホームステイプログラム

u
u

大学進学のアドバイス イ
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

最高の場所

最高の場所

l

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
u30 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
uWestern Washington University の
キャンパスがあります
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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
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ベリンハムは、安全で交通の便が良く、
山と水に囲まれた美しい町です。

充実の学生生活
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、ビクトリアへ
の旅行

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

お問い合わせください
Whatcom Community College
International Programs
237 W. Kellogg Road
Bellingham, Washington 98226
U.S.A
TEL:
+1.360.383.3240
Email: international@whatcom.ctc.edu
www.whatcom.ctc.edu/international

COMMUNITY COLLEGE
WCC is an equal opportunity institution.

