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　今日の競争の激しい世界では、若い人々にとってはチャンスもありますが、同時に、チャレ
ンジもあります。21世紀の世界で成功するには、学業だけでなく、グローバルな物の見方、自分
で考える力、知的好奇心が必要です。このような能力を身につけるのは容易なことではありま
せん。その点で、留学は大変価値のある投資です。
　カナダは世界各地から集まった様々な人々が暮らす国であり、カナダ留学は、多文化社会
での生活をじかに体験し、視野を広げることができる素晴らしい機会です。地球で最もダイ
ナミックな風景のいくつかを楽しみながら、世界中から集まる留学生と親しくなれることもす
ばらしい経験の一つです。
　2009年、日本とカナダは、外交関係80周年をお祝いいたしました。日本人留学生は日本とカ
ナダの親善大使として、両国の関係をより強い友情と絆で結んでくれるでしょう。
　在日カナダ大使館は、日本の学生の皆様が、カナダへの留学を実現し、将来の夢を叶えられ
るよう応援しております。

在日カナダ大使館参事官

カナダ教育連盟会長　CEA Chairman

在日カナダ大使館
参事官（広報）

クリスティーン・ナカムラ

カナダ教育連盟会長
ブライアン・ペンデルトン博士

　この度カナダ教育連盟（CEA）では、前回も皆様よりご好評を賜りました「スタディ・イン・カ
ナダ」を再度編成し、皆様にお届けできる運びとなりました。今回8回目となりますこのパンフ
レット内では、カナダ国内でトップレベルの教育水準を誇る主要なCEA加盟校のご案内をさ
せていただいております。それらカナダ国内で高い評価を受けている学校の詳細情報（所在
地、各種コースの内容、アクティビティ、滞在方法など）を載せてこのパンフレットが、今後皆
様がカナダでの語学研修、異文化体験の旅、あるいは短・長期滞在をご検討される際に何ら
かのお役に立てれば幸いに存じます。
　私どもカナダ教育連盟の加盟校はカナダ国内に広く点在し、その評価はカナダ国内でも
トップレベルを維持しています。世界的に認知された高い教育水準と治安の良さ、物価の低
さなどを考えた場合、カナダは理想的な留学先と言えるでしょう。スタディー・ツアーでカナダ
を訪れた方々は、その学習環境と周囲の暖かい環境に深い感銘を受け、今後益々の努力を
誓って母国へお帰りになることでしょう。
　近年、カナダ留学をされる人々の間では「英語」あるいは「フランス語」といった、語学のみの
習得を目的としたものから、スポーツ、音楽、芸術、コンピュータ、メディア、あるいは環境学な

どと語学を組み合わせた、「英語プラス○○」、「フランス語プラス○○」といったプログラムへと趣向が変わりつつあります。
カナダには、これらの科目における優れた指導者が数多く存在しており、きっと皆様のご満足いただけるプログラムを見つ
けることができるものと存じます。
　国際教育に熱心に取り組んでおられるカナダ教育連盟の加盟校と多数の教育者に代わりまして、近い将来、私どもの加盟
校に皆様方をお迎えできます日を心よりお待ち申し上げております。

2

メッセージ
Messages



カナダ教育連盟は、教育水準の高いカナダ教育のさらなる進歩、活
性化を目的とし、1996年1月、カナダ人教育関係者によって設立され
ました。東京大学で政治経済学博士号を取得したジェイムス・イエ
ロリーズを総代表に、ブリティッシュ・コロンビア州から正式認可を
受けた非営利団体です。なお、加盟校には、総合大学を始めとし、大
学・カレッジの学位を取得できるユニバーシティ・カレッジ、専門分
野の研究やキャリア・トレーニングに重点を置いたコミュニティ・カ
レッジ、語学学校や高校など、いずれもその優れた教育内容に定評
がある80校以上があります。

カナダ教育連盟
CEA: Canadian Education Alliance

カナダ教育連盟
CEA: Canadian Education Alliance

安心
修学旅行、大学・高校・専門学校・企業などの研修旅行の企画・手配
を行います。年々多様化するニーズに対応した修学旅行や研修旅
行をサポート致します。その学校の機構やご希望に応じたプログラ
ムの企画から学校の選定、手配まで全てお任せ下さい。

団体プログラム

カナダは、英語とフランス語を公用語とし、治安面や物価面におい
て最も安全で経済的な国と言えます。また、教育に関しても大学や
カレッジの高等教育機関の安定した評価だけにとどまらず、コン
ピューター・サイエンスや医学分野などの専門分野でも世界的に高
い評価を受けています。国際人を目指す人たちの留学に最も適した
国といえます。弊連盟では、皆様に積極的にカナダの教育を紹介し、
個人留学から研修旅行まで幅広く支援しております。

カナダの魅力

協定・姉妹校提携、大学・短大・高校間協定などのお手伝いも行い
ます。

学校間の提携

語学留学、高校留学、大学留学、専門留学、ワーキングホリデー、短
期・長期を問わず、学校選びからビザ申請手続きまで、細かなカウン
セリングを通じて、その留学が安心して実り多いものになるようお
手伝いしています。カウンセラーはカナダ留学経験者で、自身の経
験から、留学希望者のニーズに応え適切なアドバイスを致します。

多様な留学をサポート

カナダ教育連盟東京オフィスはカナダ大使館から徒歩5分という立地
条件で、カナダと日本の橋渡し役として留学サポートを提供していま
す。カナダの国や留学に関する情報を、様々な形で得ることが可能です。
学生ビザの手配や、カナダからの情報提供、学校入学手続きだけでな
く、毎年たくさんの教育機関関係者達を招いてオフィスで学校説明会を
開き、カナダの国や学校を直接知って頂く素晴らしい機会も設けていま
す。是非お気軽にオフィスまでご相談にお越し下さい。

カナダ教育連盟バンクーバー本部では日本ではなかなか手に入らない
最新情報を随時提供することが可能です。日本人スタッフが常駐する
本部は、バンクーバーの中心部カナダプレイス内に位置しており、日本
からの留学生がカナダに到着後も安心して留学生活が送れるよう、あら
ゆる面でのサポートを行っています。個人留学の方やスタディ・ツアー
の方ならどなたでも連絡することができ、困ったことや緊急事態の発生
時にもすばやく対応いたします。その他にも、カナダにすでに留学中の
人の、学校変更の相談や手続き、ビザ延長のお手伝いなど生活していく
上で起こるあらゆる問題にも対応しています。

関西オフィスは、西日本全域にお住まいの皆様を中心に、さまざまな留
学サポートをご提供しております。留学の成功の秘訣は、「何でも相談で
きる人が身近にいること」です。出発前に「100」ある不安を、出来る限り
「0」に近づけていけるように、どんなことでもカウンセラーにご相談下さ
い。皆さんに常に身近に感じてもらえるようなカウンセリングを心がけ、
留学生活が一生の宝物になるように、バックアップしていきます。

名古屋オフィスは、在名古屋カナダ領事館や名古屋国際センターの協
力のもと、東海エリアにお住まいの皆様に、きめ細やかな留学サポート
を提供しています。カナダ留学への夢を現実へ一歩ずつ近づけるため
に、数多くの情報を発信していきますので、短期・長期に関わらず、カナ
ダ留学にご興味がありましたら、是非一度お問い合わせ下さい。

代表事務所

東京オフィス　カナダ教育連盟
〒107-0052
東京都港区赤坂7-4-7　Chez Ireneビル2F
電話番号：03-3224-0946　ファックス：03-3224-0916
メール：cea@gol.com

関西オフィス　カナダ教育連盟
〒650-0002
兵庫県神戸市中央区北野町4-14-5KITANO101 
電話番号：078-230-6307
メール：cea.kobe@gol.com

名古屋オフィス　カナダ教育連盟
〒468-0051
愛知県名古屋市天白区植田3丁目810
ステーションビルアサトク2階
電話番号：050-5534-8983　ファックス：052-804-6644
メール：cea.nagoya@gol.com

バンクーバー本部
Canadian Education Alliance
Executive Office Centre,
Suite 404-999 Canada Place
Vancouver, B.C. Canada V6C 3E1
Tel: +1-604-641-1311
Fax: +1-604-641-1314
E-mail: ceainfo@telus.net
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カナダ教育連盟による
無料留学相談

カナダ教育連盟では、カナダ留学希望者を対象に初回のみ無料でカウンセリン
グを行っております。一回のカウンセリングの所要時間は約３０分、カウンセリ
ングは予約制となっておりますので事前にご連絡くださいませ。カウンセリン
グにお越しいただく際には、前もって以下の3点についての情報をお知らせ頂け
れば幸いでございます（分かる範囲で結構です）。
頂いた情報を基に、事前の調査を進め、カウンセリング時には最適な留学スタイ
ルをご紹介させて頂きます。

お近くに事務所が無い場合は、ご連絡頂ければお電話でもご質問承ります。
どうぞお気軽にご連絡下さいませ！！

1. 希望する留学先（例：バンクーバー、トロントなど）
2. 留学期間および予算
3. 現在の英語力（例：TOEFL、TOEICなど）

神戸クラブ
Kobe Club

東急ハンズ
Tokyu Hands

カナダ教育連盟関西オフィス
CEA Kansai Office

カナダ教育連盟関西オフィス
CEA Kansai Office

Kitano Street 北野通り

Ijinkan Street(Yamamoto Street) 異人館通り（山本通り）

Pearl Street パールストリート

Yamate Kans
en 山手幹線

Ikuta Shinmichi 生田新道 Sannnomiy
a Stn. 地下鉄

三宮駅
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赤坂郵便局

青山
ツインタワー

カナダ大使館

高橋是清公園
草月会館

至 赤坂

至 四谷

カンボジア
大使館

am/pm

至 乃木坂駅至 西麻布

ドイツ
文化センター

青山
通り（

246
号線
）

カナダ教育連盟

東京メトロ
青山一町目駅
（A4出口）

東京オフィス 関西オフィス

Tel : 03-3224-0946
Fax : 03-3224-0916
Email: cea@gol.com

〒107-0052
東京都港区赤坂7-4-7 Chez Irene ビル 2F

Tel : 078-230-6307
Email: cea.kobe@gol.com

〒650-0002
兵庫県神戸市中央区北野町4-14-5
 KITANO101



ブリティッシュ
コロンビア州
British
Columbia

アルバータ州
Alberta

サスカチュワン州
Saskatchewan

マニトバ州
Manitoba

オンタリオ州
Ontario

ケベック州
Quebec

Canada
カナダ

Universities
Capilano University 6
Trinity Western University 7
University of Victoria 8
Vancouver Island University 9
Algoma University 10

Community / Technology Colleges
Camosun College 11
College of the Rockies 12
Culture Works 13
St. Lawrence College 14
Medicine Hat College 15

Language Schools
ILAC 26
Vancouver English Centre 27
VanWest College 28
English School of Canada 29
College Platon 30

High Schools
Coquitlam School District 16
Cowichan Valley School District 17
Delta School District 18
Greater Victoria School District 19
Richmond School District 20

Calgary Catholic School 22
Calgary Board of Education 21

Edmonton Public Schools 23
Red Deer Catholic Regional Schools 24
Western School Division 25
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ノバスコシア州
Nova
Scotia

ニューファンドランド州
Newfoundland

ニュー
ブランズウィック州
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プリンス
エドワード
アイランド州
Prince
Edward
Island
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Newfoundland
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ブランズウィック州
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Brunswick
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アイランド州
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Island

●東京オフィス：〒107-0052　東京都港区赤坂 7-4-7 Chez Irene ビル 2F　TEL.03-3224-0946
●関西オフィス：〒650-0002　兵庫県神戸市中央区北野町 4-14-5 KITANO101　TEL.078-230-6307
●名古屋オフィス：〒468-0051　愛知県名古屋市天白区植田 3丁目 810ステーションビルアサトク 2階　TEL.050-5534-8983



CAPILANO  UNIVERSITY
●所在地：ノース・バンクーバー（ブリティッシュ・コロンビア州）　●教育機関の種類：大学

学校詳細：

Capilano University
2055 Purcell Way 
North Vancouver, 
B.C. V7J 3H5 
Tel : +1-604-986-1911 
Fax : +1-604-984-4985
Website: http://www.capilanou.ca

ESLプログラムは大学での履修に備えた英語力の習得を目的と
し、中級レベルから大学準備レベルまで7つのレベルを用意してい
ます。少人数制のクラスで、修士号とESLの教授資格を持つ質の高
い教師陣が授業を担当しています。

留学生のための英語コース (ESL)創立1968年のキャピラノ公立大学は各学期に7000人の学生を受
け入れており、また40カ国を超える国から500人以上の留学生が学
んでいます。質の高い講師陣およびプログラムに定評があり、学士
号コース、大学編入コース、 準学士コース、職業専門コース、留学
生のための英語コース（ESL）等様々なコースを揃えています。少
人数制のクラスで、個人にケアの行き届いたリラックスした雰囲
気の中で学ぶことができるので、より効率的に学ぶことができま
す。キャピラノ大学の単位はカナダ全域で広く認められているの
で、カナダおよび海外の大学への単位の移行を簡単に行うことが
できます。

応用行動学分析学、経営管理学、幼児教育学、ジャズ学、ミュージッ
クセラピー、ツーリズム管理学などを用意しています。

学士号コース

高校卒業後の2年フルタイムと同等のプログラムで750以上のコー
スから選択することができます。これらのプログラムは近郊にあ
るブリティッシュコロンビア大学、サイモンフレーザー大学などリ
サーチ系大学で学位を取得することを目的としている学生、また
文系および理系の分野で2年の準学士号を取得することを目的と
している学生に最適です。準学士号を取得するにはフルタイムで
大学の1年次および2年次レベルの科目（合計60単位）を修了するこ
とが必要です。

準学士コースおよび大学編入コース

キャピラノ大学では将来の就職に有利になるディプロマや修了証
書を取得することができます。またこれらのディプロマや修了証
書の延長として学士号を取得することも可能です。プログラムは
各分野の最前線で利用する最新の技術やスキルを学ぶことがで
きるよう常に新しい情報を取り入れています。コースにはアニ
メーション、イラストレーション、デザイン、スタジオアート、ミュー
ジカルシアター、フィルムプロダクション、ツーリズムなどが用意
されています。

職業専門コース

キャピラノ大学は自然にあふれるノースバンクーバーにメイン
キャンパスを構え、バンクーバーからも車で20分程度と、とても便
利です。多くの学生はキャンパスに近いアパートまたはホームス
テイ先に滞在しています。 

カナダの3大都市であるバンクーバーは2010年の冬季オリンピッ
クの開催都市でもあります。常に世界で最も住みよい都市として
人気があるバンクーバーはブリティッシュコロンビア州の南西沿
いに位置し、気温も氷点下になることは稀で、穏やかな気候に恵ま
れています。環太平洋の恵まれた位置にあることから人口300万の
バンクーバーでは海・山でのアウトドア活動とレストラン、劇場、博
物館、ショッピングなどを満喫できる現代的な都市生活の両方を
楽しむことができます。

ロケーション

キャピラノ大学では留学生センター、オリエンテーション、学生へ
のアドバイス、カウンセリング、個人指導サービスなど多岐にわた
るサービスを用意しています。キャンパスには各賞に輝く図書館
と多数の書籍を誇る書店があります。広々とした日当たりのよい
カフェは学生の集い場としても最適です。スポーツコンプレック
スでは様々なスポーツを他の大学の学生と共に楽しむこともでき
ます。

留学生センターでは留学生活を大学での学習と課外アクティビ
ティーの両面からサポートしています。また学生ビザ、カナダの移
民に関する法律、医療保険、オリエンテーション、ホームステイに
関する情報も提供しています。

キャンパスの施設

キャピラノ大学の学生は一学期の履修期間終了後に奨学金制度
に申し込むことができます。

授業費の援助
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TRINITY WESTERN UNIVERSITY
●所在地：ラングレー（ブリティッシュ・コロンビア州）　●教育機関の種類：大学

1 9 6 2年に創立されたトリニ
ティー・ウェスタン大学はカナダ
でトップクラスの大学として高
い評価を受けており、質の高い
教育、活気のある学習環境、国際
色豊かなキャンパスとして定評
があります。少人数（1クラス平均
17人）クラス、留学生への奨学金
制度、さらに安心して学生生活
が送れる学生寮やホームステイ
などが用意されており、学業およ
びプライベート両面で、充実した
カナダ生活を送るための必要条
件がすべて揃っています。

学校詳細：

Trinity Western University

7600 Glover Road, Langley, B.C.

Canada V2Y 1Y1

Tel : +1-604-888-7511

Fax : +1-604-513-2061

Website: http://www.twu.ca/

美しい自然と都会的な生活がバランス良く楽しめる、ブリティッ
シュ・コロンビア州のラングレーに位置しています。清潔で安心し
て暮らせるラングレーは、2010年冬季オリンピックの開催都市バ
ンクーバーから45分、シアトルからも2時間半程度という、便利な
場所にあります。

ロケーション

トリニティー・ウェスタン大学はカナダ大学協会公認の大学で、ブ
リティッシュ・コロンビア州政府からも公認を受けているので、世
界中のほとんどの大学やカレッジへの編入が認められています。

大学編入プログラム

留学生はキャンパス近郊で簡単なアルバイトをする機会がありま
す。またインターンシッププログラムも充実しており、卒業後も希
望であればカナダで最長3年間まで働くことができます。さらに留
学生は年間6000ドルまでの奨学金制度も利用することもできま
す。 

奨学金制度とアルバイト

トリニティー・ウェスタン大学はカナダの大学・カレッジ53校を対
象としたマクリーン全国人気大学調査結果で、「豊かな学生生活を
送れる大学」のトップにランキングされました。また「グローブ・ア
ンド・メール・カナダ大学レポート」の「質の高い教育を提供する大
学」部門で、最高ランクを３年連続で受賞した唯一の大学です。

人気ランキング

英語を母国語としない学生には大学入学準備コースが用意され
ています。また英語コースを履修することを条件に学士号プログ
ラムに入学することもできます。

英語を母国語としない学生のための英語コースと条件付入学

経営管理学 (MBA); カウンセリング心理学 (MA);
総合人類学 (MA); リーダーシップ学 (MA); 言語学 (MA); 英語を
母国語としない学生へ英語を教える英語教授学 (MA); 看護学 
(MSc)

修士および博士課程

ビザ、医療保険、銀行、交通、編入プログラムなど留学生からのあら
ゆる細かい相談にのっています。

留学生サポート

・ 医師と正看護師が常勤
・ 集いの場として最適のカフェテリア
・ キャリア・生活相談室。
・ 共同学習システム（16分野が用意されています）
・ カウンセリングセンター

学生へのサービス

ESL短期プログラム、夏季・冬季プログラムが用意されています。
これらのコースを通じてカナダでの思い出深い学生生活を経験
し、世界中から集まった学生と親しくなることができます。

短期プログラム

キャンパス内の学生寮での滞在またはホームステイプログラムか
ら選択できます。 カナダ人のホストファミリーは安全で清潔な生
活環境、一日3食の食事、ファミリーによっては大学への送り迎え
を提供しています。学生寮での生活を希望する学生は英語を母国
語する学生がルームメートとなるので、英語力の上達に一段と磨
きがかかります。またキャンパス内でバラエティーに富んだ食事
を取ることができます。

滞在施設

応用言語学、応用数学およびコンピューター・サイエンス、アート、
聖書学、生物学、バイオテクノロジー、ビジネス、化学、キリス
ト教文化学、コミュニケーション学、演劇学、教育学、英語学、
環境学、ヨーロッパ学、美術、一般学、地理学、史学、人体学、福祉学、
人類学、文化宗教学、国際学、言語学、数学、現代言語学、音楽、
応用自然科学、看護学、哲学、政治学、心理学、宗教学、社会学、
スポーツ・レジャー管理学、TESOL、舞台学

学士号プログラム (BA, B.Sc., BBA, B.Ed., BHK)
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カナダ教育連盟
Email : cea@gol.com
U R L : www.ceacanada.org
携帯サイト: http://m.ceacanada.org

●東京オフィス：〒107-0052　東京都港区赤坂 7-4-7 Chez Irene ビル 2F　TEL.03-3224-0946
●関西オフィス：〒650-0002　兵庫県神戸市中央区北野町 4-14-5 KITANO101　TEL.078-230-6307
●名古屋オフィス：〒468-0051　愛知県名古屋市天白区植田 3丁目 810ステーションビルアサトク 2階　TEL.050-5534-8983

UNIVERSITY OF VICTORIA
●所在地：ビクトリア（ブリティッシュ・コロンビア州）　●教育機関の種類：大学

ビクトリア大学はカナダの西海岸沿いにある美しいブリティッ
シュコロンビア州の首都にキャンパスを構えています。ビクトリア
はバンクーバーアイランドにあるフレンドリーかつ安全な都市
で、カナダでも最も穏やかな気候を楽しめます。息を呑むような美
しい自然とアウトドア・アクティビティー、充実したショッピング
とナイトライフを満喫できるビクトリアはカナダで最も思い出に
残る都市になることでしょう。

学校詳細：
English Language Centre , Division of Continuing Studies
University of Victoria 
PO Box 3030 STN CSC
Victoria BC
Canada v8W 3N6
Tel : +1-250-721-8469
Fax : +1-250-721-8774
Website : www.uvcs.uvic.ca/elc

12週間の英語集中コースおよび9月から5月の短期コースに参加す
る学生に用意されています。ホームステイプログラム担当スタッ
フはホストファミリーと各学生のマッチングを慎重に行い、快適
でフレンドリーな生活環境を提供できるよう留意しています。 空
港での出迎え、家具つきの寝室での滞在費および食費は毎月の
ホームステイ料金に含まれています。

ホームステイプログラム

毎年12学部で1万9000人の学生を受け入れているビクトリア大学
は、2007年および2008年の2年連続で、カナダ最高の総合大学とし
て選ばれました。ビーチ、また市街地から10分という公園のように
美しいキャンパスは快適な学生生活に最適です。

ビクトリア大学について

5月から8月の夏期短期コースに参加する学生に用意されていま
す。家具つきの一人部屋で寮費には食費も含まれています。夏期に
キャンパスの寮に滞在している学生は、希望すれば「カルチャー・
アシスタント」によるイブニングおよび週末のアクティビティーに
も参加することができます。

キャンパス内の寮生活
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特徴

ビクトリア大学イングリッシュ・ラ
ンゲージ・センターは過去38年にわ
たって質の高い英語教育を提供し
てきました。センターはビクトリア
大学の美しいキャンパス内に位置
し、快適な学習環境で学習しつつ、
センターのスタッフや教師にも気
軽に連絡をすることができます。セ
ンターの学生はビクトリア大学の
コンピューターと図書館施設をい
つでも利用できます。またコン
ピューターを駆使したランゲージ・
ラボやスタディーセンターで教師
や他の学生、ボランティアとともに
英語力に磨きをかけることができ
ます。
センターは1年に3回、大学準備レベルからインターンシップレベ
ルまでの12週間の集中コースを提供しています。その他にも3週間
から6週間の短期プログラムでは年間を通じて毎月学生を受け入
れていて、夏期には「言語と文化」という特別のコースも組まれて
います。
プログラムの特徴は以下の通りです。
　・ 一クラス平均15人、最大18人までのクラス
　・ 資格を持った教師による1週間20-30時間の授業
　・ フレンドリーな「カルチャー・アシスタント」による社会文化活動
　・ コース修了証書および成績表の発行
　・ ホームステイプログラムと充実した寮生活

ビクトリア大学では学生が快適な学生生活を送れるように、様々
なサービスを提供しています。
　・ 無料でインターネットにアクセスできるコンピュータールーム 
　・ 図書館・ギャラリー
　・ スポーツ・レクレーションセンター（プール有）
　・ 映画館
　・ カフェテリア、カフェ、レストラン、パブ
　・ 医療機関
　・ 薬局
　・ 旅行代理店…その他にも盛りだくさん！

（参加者の声）

「インターンシップ・プログラムはカナダの実際の仕事場を経験
し、日常会話力を伸ばすのにぴったりでした。スタッフは全員と
てもフレンドリーでカナダ人の友達もたくさんできました」
 Chiaki Matsumotoさん

「素晴らしい出会いがありました！英語を学ぶのに最高の学校
です！多くのことを学びました」
 Akiko Tanakaさん

「プログラムの最初から最後までとても楽しめました。英語力も
かなり伸びたと思います。なによりも世界中からの留学生と出
会い、親しくなれたことが嬉しかったです」
 Ayumi Sugawaraさん

　・ 質の高さと高い名声: ESLプログラムにおける38年の実績
　・ 最先端の施設: 学問、スポーツ、コンピューターなどあらゆる
　　分野での最先端の施設
　・ 無料で参加できるアクティビティーと地元観光地への日帰旅行 
　・ 充実したインターンシップ・プログラムと学位取得コース
　・ カナダで最も気候の穏やかな美しい都市
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VANCOUVER ISLAND UNIVERSITY
●所在地：ナナイモ（ブリティッシュ・コロンビア州）　●教育機関の種類：大学

バンクーバー・アイランド大学は110エーカーの広々としたメ
インキャンパスをベンソン山中腹に構え、ナナイモ
(www.tourismnanaimo.com)の街、ジョージ海峡、さらにブリ
ティッシュ・コロンビア州全域に及ぶ海沿いの山々を眺望する
ことができます。ナナイモとセントラル・バンクーバー・アイラ
ンド地方は、以前盛んであった鉱山業、漁業、森林業から、近年、
サービス業、レクレーション、ツーリズム、IT関連ビジネスに焦
点を移したことから人口が急遽17万5千人まで膨れ上がりまし
た。バンクーバー・アイランドは魅力的なスキー場、神秘的な森
林、ビーチに恵まれ、さらにカナダで最も穏やかな気候を楽しむ
ことができるので、充実したアウトドア活動を楽しむことがで
きます。バンクーバー・アイランドはアイルランドの半分ほど、
また台湾と同程度の面積です。バンクーバー・シティーから飛行
機で15分、フェリーで1時間半と、交通もとても便利です。人口
100万人（州都ビクトリアを含む）のバンクーバー・アイランド
は、自然豊かな生活と都会生活の両方を楽しめる世界でも最高
のライフスタイルを提供しています。

学校詳細：
Vancouver Island University
International Education
Vancouver Island University
900 Fifth Street
Nanaimo, B.C. V9R 5S5
CANADA
Tel : +1-250-740-6316
Fax : +1-250-740-6471
Website:www.viu.ca.

バンクーバー・アイランド大学は1936年に創立された公立大学で
す。1万人以上の学生、50カ国から1000人の留学生が学士・修士・博
士課程、ディプロマおよびサーティフィケートコースで学んでい
ます。294名収容の講堂、最新設備の整った図書館、最新のマネー
ジメントセンター、ジムとフィットネスセンター、アート・スタジオ、
サイエンス・ラボ、リサーチセンター、新設の国際教育センター、自
然博物館、 ナナイモアートギャラリーなどが揃い、快適な学生生
活を送ることができます。キャンパスのコミュニティー意識が「ア
ルペンスタイル」の400室のアパート、個室の学生寮によって、一層
高まっています (http://viuresidences.ca/)。 また大学によって直
接運営されているホームステイプログラムも留学生に大人気で
す。 (http://www.viu.ca/international/housing.asp#homestaypeerstay)  
キャンパスの大部分で無線インターネットを利用することがで
き、新設のテクノロジー・メディアセンターでは最先端の設備を利
用した学習環境が整っています。

(http://www.viu.ca/esl/index.asp)
大学入学を目指す、世界中から集まった留学生に質の高い英語プ
ログラムを提供しています。

英語プログラム

(http://www.viu.ca/calendar/index.asp)
下記５分野で学士コース、ディプロマコース、証明書コースが用意
されています。
ビジネス、ツーリズム、ホスピタリティ
科学技術
芸術、デザイン、パフォーマンス
人類学、社会科学
教養学

学士・修士・博士号課程、ディプロマ、
サーティフィケートコース 
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マネージメント学部 : 会計学、経済
学、金融、ホスピタリティー・マネージ
メント、人事管理学、国際ビジネス、経
営管理学、マーケティング、スポーツ・
レクレーションマネージメント、ツー
リズムマネージメント
経営管理学では経営学修士号と国際
ビジネス科学修士号の合併コースが
用意されています。
人類社会科学部 : 人類学、創作学、犯
罪学、デジタル・メディア学、経済学、
英語学、地理学、国際研究学、グラ
フィック・デザイン、史学、言語文化
学、一般教養、メディア・スタディー、
哲学、体育学、政治科学、心理学、社会
学、女性学
言語文化学では修士課程コースが用
意されています。

人類社会科学部 : 人類学、創作学、犯罪学、デジタル・メディア学、
経済学、英語学、地理学、国際研究学、グラフィック・デザイン、史
学、言語文化学、一般教養、メディア・スタディー、哲学、体育学、政
治科学、心理学、社会学、女性学
言語文化学では修士課程コースが用意されています。
アートデザイン・パフォーミングアーツ学部 : グラフィック・デザ
イン、インテリアデザイン、ビジュアルアーツ、クラシックミュー
ジック、ジャズ、シアター
サイエンス・テクノロジー学部 : 生物学、薬品学、コンピューター
サイエンス、地学、漁業水産学、地理学、数学、自然資源保護学、心
理学
大学編入プログラム : エンジニアリング、物理学

教養学部 : 教育学士号、幼児教育ディプロマ

エンジニアリング学部 : 森林資源学、GISアプリケーション、グ
リーンビルディング（「緑の建築」）、 園芸学、IT、資源管理オフィ
サー。
GISの分野ではアドバンスディプロマコースが用意されています。

マクリーンカナダ大学ガイドにおいてバンクーバー・アイランド大
学はブリティッシュ・コロンビア州でトップクラスの大学としてラ
ンク付けされました。さらに全国人気大学調査によりカナダでトッ
プの大学の一校として紹介されています。詳細に関しては、公式
ホームページ www.viu.ca.をご参照ください。
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ALGOMA  UNIVERSITY

Ontario

●所在地：スーセントマリー（オンタリオ州）　●教育機関の種類：大学・語学学校

アルゴマ大学では文系・理系の幅広い分野での学士号コースを提
供しています。在籍数1200人という小規模な大学なので、コミュニ
ティーとしての意識が強く、フレンドリーな雰囲気を醸し出してい
ます。アルゴマ大学のキャンパスは多様な文化を背景に持つ学生
が集まっていて、お互いから学ぶことをモットーとしています。留
学生は全学生数の12％をしめ、国際的な環境の中で学生生活を送
ることができます。 

アルゴマ大学はオンタリオ州、五大湖の中心地スーセントマリー
に位置しています。人口およそ7万5000人のスーセントマリーは物
価も安く、安全な都市です。第一級のアウトドアスポーツや目を見
張るほどの美しい自然を楽しめると同時に、洗練された文化、安全
な生活環境も楽しむことができる最高のライフスタイルを体験す
ることができます。

学校詳細：
Algoma University
1520 Queen Street East,
 Sault Ste. Marie, Ontario,
 Canada,P6A 2G4
Tel : +1-705-949-2301 内線 .4217
Fax : +1-705-949-6583
Website: http://www.algomau.ca

※ SPELL は英語を母国語としない学生が英語を学ぶための準備
コースです。SPELL は文法、会話、アカデミック・ライティング、リ
スニング、リーディングなどをカバーします。SPELLには5つのレ
ベルがあり、12週間のコースです。学生によって履修するレベルの
数は変わってきます。

アルゴマ大学への入学資格は国によって変わるため、留学生の願
書は、学生別に対応されます。通常、留学生は母国の大学に入学で
きる適切な学力を証明することが必要です。留学生の国別必要書
類に関しては下記のサイトをご参照ください。
http://www.algomau.ca/international. 

アルゴマ大学では、経営管理学、心理学、コンピューターサイエン
ス、法倫理学他多岐にわたるプログラムを用意しています。またア
ルゴマ大学はアバティー・ダンディー・コンピューターゲーム・テク
ノロジー・プログラム修士号の北アメリカの母体でもあります。

スーセントマリーは世界保健機構（WHO）より国際的に安全な都
市として認定されています。近郊の地方都市間とを結ぶフライト
も毎日就航しているので「ザ・スー」（スーセントマリーの愛称）から
も気軽に旅行することができます。 

英語を母国語としない学生は、英語力を証明する必要があり、下記
の英語力が必須になります。
　・ TOEFL ： 550点 （コンピューターベース： 213点、 インターネットベース： 80）
　・ IELTS ： 6.0
　・ MELAB ： 90%
　・ CanTEST ： 4.50
　・ CAEL ： 60
若しくは
　・アルゴマ大学にてSPELL（Sault Program for English
　  Language Learning）を70％以上のスコアで修了※

アルゴマ大学には寮とタウンハウス式の住居が用意されていま
す。すべての部屋はプライベートな一人部屋で、インターネットも
2008年の秋から利用できるようになりました。キャンパス内の住
居はあらゆるキャンパスの施設に近いのでとても便利です。アド
バイザーが常勤しているので、安全で楽しい学生生活を送ること
ができます。

宿泊施設

キャンパス近郊にも下宿式住居、アパート、貸家など学生生活に適
した賃貸物件が数多くあります。アルゴマ大学ではキャンパス近
郊の賃貸物件情報を提供し、学生の家探しのお手伝いをしていま
す。

オフ・キャンパス・リビング

ホームステイは留学生がカナダのファミリーと生活を共にすること
ができる絶好の機会です。

その他詳細は公式ホームページ www.algomau.caをご参照くださ
い。

ホームステイ

キャンパス内またはキャンパス近隣での住居、およびホームステ
イプログラムの3つのオプションから選ぶことができます。

住居に関するオプション
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お問い
合わせ

カナダ教育連盟
Email : cea@gol.com
U R L : www.ceacanada.org
携帯サイト: http://m.ceacanada.org

●東京オフィス：〒107-0052　東京都港区赤坂 7-4-7 Chez Irene ビル 2F　TEL.03-3224-0946
●関西オフィス：〒650-0002　兵庫県神戸市中央区北野町 4-14-5 KITANO101　TEL.078-230-6307
●名古屋オフィス：〒468-0051　愛知県名古屋市天白区植田 3丁目 810ステーションビルアサトク 2階　TEL.050-5534-8983

CAMOSUN  COLLEGE
●所在地：ビクトリア（ブリティッシュ・コロンビア州）　●教育機関の種類：コミュニティー・カレッジ

学校詳細：
Interurban Campus: 4461 Interurban Road
Campus Centre 2nd floor

Lansdowne Campus: 3100 Foul Bay Rd
Dawson Building 2nd floor

Tel : +1-250-370-3681
Fax : +1-250-370-3689
Website: http://camosun.ca/

カモソンカレッジの学生はカナダでも指折りの質の高い教育とき
め細かいサービスを手ごろな授業料で楽しむことができます。ま
た少人数制のクラスなので (約25‒45人程度) 教師からきめの細か
い指導を受けることができます。 

キャリアにつながるスキルを向上させるという教育の本質を追及
したカモソンカレッジのプログラムは、就職先の企業から高い評
価を受けており、多くの学生がカレッジ卒業後すぐに就職先を決
定しています。留学生は卒業後3年間就労につくことが認められて
います。
カナダで最も美しい都市の一つと言われるビクトリアは、1年を通
して快適な留学生活が楽しめます。

カモソンカレッジの特徴

カレッジは観光客に人気のブリティッシュ・コロンビア州の州都、
バンクーバーからフェリーで1時間半程度のビクトリアに位置し
ています。この美しい街では ハイキング、カヤック、スノーボード、
ウォータースキー、ヨット、乗馬、マウンテンバイクなど数々のアウ
トドアスポーツ、さらにライブ、アート、カルチャーなどが楽しめま
す。

ロケーション
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カモソンカレッジは質の高い教育と学生へのきめ細やかなサービ
スで定評のある、ブリティッシュ・コロンビア州政府公認の学校で
す。現在8600人のフルタイムの学生を含む1万2500人の学生 が2つ
のキャンパスで学んでいます。

カモソンカレッジ・インターナショナルでは質の高いサービスを誇
りとしており、どんな質問にも答えてくれる、頼りがいあるスタッ
フが入学へのサポート、アドバイス、登録、カウンセリング、大学で
のレポートの書き方、ホームステイの紹介やビクトリアの生活情
報の提供など、様々な面から留学生活をサポートしています。 現
在、50カ国を超える国から650人の留学生が学んでいます。

プログラムには1) ESL 2) 大学編入プログラム 3) 応用学士号、準
学士号、ディプロマ、証明書プログラムなど３つのコースが用意さ
れています。 

カモソンカレッジについて

カモソンカレッジの40％を超える留学生がブリティッシュ・コロン
ビア州の大学に編入し学位を取得しています。ほとんどの学生が
近郊のビクトリア大学を編入先の大学として選択しており、ブリ
ティッシュ・コロンビア州で最も多い学生がカモソンカレッジから
ビクトリア大学へ編入しています。

大学編入コース (UT)

カモソンカレッジのＥＳＬプログラムは英語力の上達を目指す学
生を、年間を通じて指導しています。クラスは初級から上級まで6
つのレベルに分かれていて、学生一人一人にケアが行き届くよう
に気を配られています。1学期制14週間のクラスの入学時期はそれ
ぞれ5月、7月、9月、1月となっています。 レベルは到着後に行われる
英語テストまたはIELTS、TOEFLスコアによって決定されます。 

申し込みに関しては www.camosun.ca/international/をご参照い
ただくかinted@camosun.bc.ca まで願書をご依頼ください。

英語クラス (ESL)

カモソンカレッジでは幅広い分野で150以上のプログラムを提供
しています。応用コミュニケーション、ビジュアル・アート、ビジネ
ス（経営、マーケティング、旅行管理、会計）、健康および福祉サービ
ス（児童教育、臨床看護）、環境技術、電子工学、コンピューター技術
などが学べるディプロマや証明書キャリアプログラム、さらに職
業訓練コース、大学入学準備コース、大学編入コース、応用学位
コース、準学士コースも用意されています。

ディプロマプログラムでは選択制で「コープ教育」（有給インター
ンシッププログラム）が用意されています。この人気のプログラム
ではカレッジで身につけた知識やスキルを、実際の職場でお給料
をもらいながら、実践に生かすことができます。多くの留学生もこ
のプログラムを利用しています。

応用学士、準学士、ディプロマ、証明書プログラム

British
Columbia



お問い
合わせ

カナダ教育連盟
Email : cea@gol.com
U R L : www.ceacanada.org
携帯サイト: http://m.ceacanada.org

●東京オフィス：〒107-0052　東京都港区赤坂 7-4-7 Chez Irene ビル 2F　TEL.03-3224-0946
●関西オフィス：〒650-0002　兵庫県神戸市中央区北野町 4-14-5 KITANO101　TEL.078-230-6307
●名古屋オフィス：〒468-0051　愛知県名古屋市天白区植田 3丁目 810ステーションビルアサトク 2階　TEL.050-5534-8983

COLLEGE OF THE ROCKIES
●所在地：クランブルック（ブリティッシュ・コロンビア州）　●教育機関の種類：コミュニティー・カレッジ

学校詳細：
College of the Rockies

2700 College Way, Box 8500,

Cranbrook B.C. V1C 5L7

Tel : +1-250-489-8248

Fax : +1-250-489-8254

Website: http://www.cotr.bc.ca/

・ TOEFLiBT スコア80以上またはIELTS スコア6以上の学生は
　無条件での入学、また一学期に５科目のフルタイムプログラム
　に入学が可能
・ カナダの高校を優秀な成績で卒業した学生、またはロッキー・カ
　レッジで英語コースを修了し、大学コースへの直接入学に必要
　な英語力を持つと認められた学生
・ TOEFLスコアのない学生およびTOEFLのスコアがiBT 80以下
　の学生は条件付入学が可能
・ 条件付で入学が認められた学生は英語力アセスメントテストを
　受け、テストの結果次第で英語コース受講の有無を判断

必要な英語力

英語を母国語としない学生は多彩な英語コースに参加することが
できます。コースのスケジュールは月曜日から金曜日の午前と午
後の合計22時間です。スケジュールはレベルによって変わります。
コースは文法、ライティング、リーディング、リスニング、そしてス
ピーキングが含まれます。クラスはリラックスした中で行われ、教
師は学生がより多くの発言のチャンスがあるよう気を配っていま
す。上級レベルの学生はカナダ人の学生と同席しクラスの聴講ま
たはコース単位を取得することもできます(レベルによって参加で
きるコースの数は変わってきます)。英語コースを修了した学生は
カレッジにて高校および大学レベルの英語コースを受講すること
もできます。

英語コース (ESL)

・ 壮大な自然に恵まれた最高の立地条件 ・ 安い物価と手頃な授
業料 ・ 教師からのきめ細かいケア ・ 地元の学生が大多数 ・ こぢ
んまりとしていて、安全、清潔、フレンドリーでのんびりした街での
学生生活 ・ 市街地に近い便利なロケーションと最先端の設備 ・ 
少人数の留学生を預かるケアの行き届いたホームステイファミ
リー ・ キャンパス内の現代的な宿泊施設が一年を通じて利用可
能 ・ 英語コース開始時期は柔軟に対応 ・ 英語コースに在籍しな
がら大学および専門課程の単位取得が可能 ・ 英語のみに囲まれ
た学習環境で、英語の上達にスピードアップ。

ロッキー・カレッジの特徴

ロッキー・カレッジはブリティッシュ・コロンビア州より公式認可を
受けた公立教育機関会員であり、大部分のプログラムやコースはブ
リティッシュ・コロンビア州の公立大学と同様のカリキュラムなの
で、他の大学機関にも簡単に単位を移行することができます。

他大学への編入
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公立コミュニティー・カレッジのロッキー・カレッジは、カナダのブ
リティッシュ・コロンビア州南東部に位置しています。ロッキー・マ
ウンテンの壮大な自然に恵まれているので、世界的にもアウトド
ア・アクティビティーのメッカとして有名で、温泉地や壮大な森
林、スキー場やスノーボーディング場などを混み合うことなく楽
しむことができます。ロッキー・カレッジがメインキャンパスを構
える人口2万人のクランブルックは、こぢんまりとしていて、安全で
物価も安く、アメリカから車で1時間、風光明媚なバンフからも車
で3時間と、とても便利な場所にあります。さらにクランブルックの
空港にはバンクーバーからのフライトが毎日就航（およそ90分の
フライト）しています。現在ロッキー・カレッジには2000人以上の地
元の学生および100人以上の留学生が在籍しています。

インターネットに無料でアクセスできるコンピューター・ルーム、
ランゲージ・ラボ、図書館、室内ロック・クライミング、ジム、運動場、
エクササイズ・ルーム、山歩きのできる小道、カフェテリア、書店、
キャンパス内の宿泊施設（年間を通して利用できます）、レクレー
ション・コーディネーター、留学生アドバイザー・ホームステイコー
ディネーター

施設とサービス

・ 英語コース：英語力アセスメントテストの結果で適切なレベルに
　振り分けられます
・ カレッジ準備コース：高校卒業同等レベル。ブリティッシュ・コロ
　ンビア州の卒業証明書を発行
・ 大学編入コース/準学士コース：全学部での第一および二年次の
　学士/準学士コース。ブリティッシュ・コロンビア州のすべての大
　学への単位移行が可能
・ 経営管理学修了証明書およびディプロマ：他大学への単位移行
　が可能
・ ツーリズム・マネージメント・ディプロマ：他大学への単位移行が
　可能
・ アドベンチャー・ツーリズム・ビジネス・オペレーション
・ シェフ・トレーニング：10ヶ月コース。英語コース受講条件付の場
　合もあり
・ ビジネス管理修了書
・ 幼児教育修了書
この他にも多くのプログラムが用意されています。すべてのコー
ス内容に関しては公式ホームページwww.cotr.bc.ca をご参照く
ださい。
※ 18歳以上が条件
※ 英語を母国語としない学生に関しては条件付入学もあり

留学生に人気のプログラム

British
Columbia

ブリティッシュ・コロンビア州の大学編入システムに関してはブリ
ティッシュ・コロンビア州の大学編入ガイドhttp://www.bccat.bc.ca
をご参照ください。



お問い
合わせ

カナダ教育連盟
Email : cea@gol.com
U R L : www.ceacanada.org
携帯サイト: http://m.ceacanada.org

●東京オフィス：〒107-0052　東京都港区赤坂 7-4-7 Chez Irene ビル 2F　TEL.03-3224-0946
●関西オフィス：〒650-0002　兵庫県神戸市中央区北野町 4-14-5 KITANO101　TEL.078-230-6307
●名古屋オフィス：〒468-0051　愛知県名古屋市天白区植田 3丁目 810ステーションビルアサトク 2階　TEL.050-5534-8983

CULTURE WORKS
●所在地：ロンドン（オンタリオ州）　●教育機関の種類：コミュニティー・カレッジ（大学入学準備コース）

学校詳細：
CultureWorks ESL
King's University College
266 Epworth Avenue
London, ON Canada 
N6A 2M3

CultureWorks ESL [Oshawa]
2000 Simcoe Street North, (Room 1145, Simcoe Building)
Oshawa, ON Canada 
L1H 7K4

Tel : +1-519-679-2648
Fax : +1-519-679-3238
Website: http://www.culture-works.com/

オンタリオ工科大学は、人口15万人、トロントの東から30分ほどの
小さな街のオンタリオ州、オシャワに位置しています。学生数7千
人ほどと、こぢんまりとした大学ですが、カナダで最も新しい大学
のうちの一つで、科学と工学の分野に特に力をいれており、核工
学、自動車工学、ITセキュリティー、ゲーム開発など特殊な分野で
高い評価を受けています。

カルチャーワークスとオンタリオ工科大学

ウェスタン・オンタリオ大学は人口33万人、トロント南東から2時間
程のオンタリオ州、ロンドンに位置しています。学生数3万人の
ウェスタン・オンタリオ大学はカナダで最も大きい大学の一つで、
ビジネスから、リベラル・アーツ、工学、科学と幅広い分野でのコー
スを提供しています。ウェスタン・オンタリオ大学はメインキャン
パス、キングスキャンパス、ブレシアキャンパス、ハロンキャンパス
など４つのキャンパスを構えています。

カルチャーワークスとウェスタン・オンタリオ大学
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カルチャーワークスは英語を母国語としない学生のための英語
コース（ESL）で、カナダで定評のある2校の大学に併設されていま
す。コースは短期ESLコース、および学士号および修士・博士号
コースへの条件付入学としてのESLコースの二つに分かれていま
す。 

12週間のコースは中級から上級まで、4レベルに分かれています。
入学当初にレベル分けテストを行い、受講するコースのレベルが
決定されます。昇級にはテストで80％のスコアを達成することが
条件です。

コースは1月、4月、7月、10月の1年に4回の受け入れを行っていま
す。

コースにはライティング、文法、リーディング、会話、発音、リスニン
グ、カナダ学などが含まれています。カルチャーワークスESLプロ
グラムでは、学生が英語の基礎を学ぶだけでなく、カナダ学のコー
スを通して、西洋文化と大学での学習環境により親しみを感じる
ことができるよう工夫を凝らしています。さらに、コースではオン
タリオ南西部への郊外学習を用意しており、アクティビティーや
ゲストによるスピーチ、地元の住民と触れあいを通してカナダと
いう国およびカナダ人に関しての理解を深めることができます。

コースの最上級レベルを修了した学生は、提携大学のウェスタン・
オンタリオ大学、オンタリオ工科大学の学士号、修士号、博士号の
コースに入学することもできます。

カルチャーワークスの学生はカナダ入国直後から受講生として認
められているので、キャンパス内のシャトルバスサービス、コン
ピューター・ラボ、図書館、ジムなど、あらゆるサービスや施設を利
用することができます。さらに大学寮への申し込み、カナダ人の
ファミリーと生活を共にすることができるホームステイプログラ
ムへの申し込みも可能です。

Ontario
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カナダ教育連盟
Email : cea@gol.com
U R L : www.ceacanada.org
携帯サイト: http://m.ceacanada.org

●東京オフィス：〒107-0052　東京都港区赤坂 7-4-7 Chez Irene ビル 2F　TEL.03-3224-0946
●関西オフィス：〒650-0002　兵庫県神戸市中央区北野町 4-14-5 KITANO101　TEL.078-230-6307
●名古屋オフィス：〒468-0051　愛知県名古屋市天白区植田 3丁目 810ステーションビルアサトク 2階　TEL.050-5534-8983

ST. LAWRENCE COLLEGE

Ontario

●所在地：キングストン（オンタリオ州）　●教育機関の種類：コミュニティー・カレッジ

学校詳細：

3つのフレンドリーなキャンパスがあるブロックビル、コーン
ウォール、キングストンはのどかな街です。これは学生にとって断
然有利。世界トップクラスの教育を大きな街の喧騒に邪魔される
ことなく受けることができます。学生はやる気にあふれ、結束が固
く、学ぶことに情熱をもち、目的達成を常に目標としているチーム
の一員であることを誇りにしています。

少ないこと、小さいことが有利

セント・ローレンス・カレッジでは学生第一主義をモットーとし、学
生の要望に応じた、実践的なプログラムを提供することに日々努
めています。学生の成功があってはじめてカレッジとしての成功
があると信じています。セント・ローレンス・カレッジの学習環境、
質の高い講師陣、将来のキャリアを考慮してデザインされたプロ
グラムはオンタリオのコミュニティーカレッジの中でもトップク
ラスにランクされ、在校生からも常に予想を上回るポジティブな
声が届いています。

強い信頼感

セント・ローレンス・カレッジの卒業生92.3％が卒業後6ヶ月以内に
就職先が決まっています。また95.7％の雇用者がセント・ローレン
ス・カレッジ卒業生のキャリアに備えた教育の質に満足していると
答えています。

高校卒業後の教育はキャリアにおいて重要なスタート地点です。
経済的負担をできるだけ軽くし、この教育への投資が将来のキャ
リアを通して充分に報われる、またよりよい人生を送るための糧
となることがとても重要です。セント・ローレンス・カレッジでは学
生が目標としている結果を達成し、さらにその目標達成のための
学生の努力を精一杯サポートしていきます。

万全なサポート体制
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美しいセント・ローレンス川沿いの街のブロックビル、コーン
ウォール、キングストンにキャンパスを構えるセント・ローレンス・
カレッジは、常にオンタリオ州トップクラスのコミュニティーカ
レッジとしてランク付けされています。カレッジでは規定概念に
とらわれない柔軟なアイディア、国際色豊かな文化、様々な体験を
通して、今後ますますグローバル化が進むであろう国際社会で活
躍できる人材を育てることを目標としています。オンタリオ州南東
地域は物価が安く、質の高いライフスタイルを楽しむことができ、
また歴史的背景を持つと同時に、生き生きとした芸術や文化に触
れることができる魅力的な地域です。さらにアウトドアレクレー
ションなども近郊にあるモントリオール、オタワ、トロント、アメリ
カなどで存分に楽しめます。

高校在学中または高校卒業後の学生（成人学生：高校卒業資格の
有無に関わらず19歳以上の学生）またはセント・ローレンス・カレッ
ジでのフルタイムの学習を考えている留学生は、最高の教育機関
を見つけたといえるでしょう。将来のキャリアにつながるやりがい
のある学習環境を探している学生にもセント・ローレンス・カレッ
ジはふさわしい選択です。新しく設けられた経営学、行動心理学、
看護学を含む80以上のプログラムと、最先端の設備を備えた広大
なオンタリオ東部の3つのキャンパスでの学生生活は、未来の夢を
実現させる第一歩です。何千人もの学生がビジネス、健康科学、専
門職業およびインターンコース、コミュニティーサービス、コン
ピューター・エンジニアリング　テクノロジー、応用美術と音楽、
警察法と司法、ホスピタリティー、調理など幅広い分野でのキャリ
アを目指して学んでいます。

プログラム概要

セント・ローレンス・カレッジは何が学生にやる気を起こさせるの
かをしっかりと理解し、それによって学ぶことへの情熱を刺激し、
成功へと導く手助けをします。

セント・ローレンス・カレッジを選ぶ理由
教科書の上だけの教育だけでなく、
よりよい人生を送るための第一歩。

International Admissions
St. Lawrence College
100 Portsmouth Avenue
Kingston, Ontario
K7L 5A6, Canada
Tel : +1-613-544-5400
Fax : +1-613-545-3943
Website: http://www.stlawrencecollege.ca/
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MEDICINE HAT COLLEGE
●所在地：メディスン・ハット（アルバータ州）　●教育機関の種類：ユニバーシティ・カレッジ

学校詳細：
Medicine Hat College
299 College Drive SE 
Medicine Hat AB Canada
T1A-3Y6
Tel : +1 (403) 529-3811
Toll Free: +1 (866) 282-8394
Fax : +1 (403) 504-3517
Website: http://www.mhc.ab.ca

Brooks Campus Medicine Hat College
200 Horticultural Station Road
Brooks, AB
T1R 1E5
Tel : +1 (403) 362-1677
Fax : +1 (403) 362-1474
Website: http://www.mhc.ab.ca

留学生はホームステイプログラムを利用できます。月550カナダド
ルのホームステイ料金には1日3食の食事代も含まれます。ホスト
ファミリーのアレンジはメディスン・ハットのスタッフが直接責任
を持って行うので、学生は宿泊施設探しに関して何も心配するこ
とはありません。ホームステイを通じてカナダ文化に触れることは
英語を上達させる絶好の機会です。また、留学生は学生寮を利用
することもできます。寮費は学期によって異なり、年によって変
わってきます。寮はカレッジから徒歩圏内にあり、年間を通じて利
用することができます。しっかりと管理された現代的な冷暖房完
備の部屋で、無料の洗濯機や乾燥機、25インチのテレビ、料理用コ
ンロ、冷蔵庫、電子レンジ、冷凍庫、大き目のシングルベッド、机、椅
子、ランプなど家具つきなので快適な生活が送れます。公共料金と
ケーブル料金は寮費に含まれています。詳細に関しては
http://www.mhc.ab.ca/international/accommodations.php をご
参照ください。

留学生はカナダ人の学生も利用しているインターネットラボ、ウェ
イト・トレーニングルーム、フィットネス・センター、カフェテリア、
オーディオ・ビジュアルルーム、ベラ・ブラッケン図書館、学習室、ラ
ウンジ、サッカーフィールド、テニスコートなどの施設を利用する
こ と が で き ま す 。詳 細 に 関 し て は ホ ー ム ペ ー ジ
http://www.mhc.ab.ca/international/default.php をご参照くだ
さい。

宿泊施設

ESLプログラムは英語圏での留学を希望する学生に最適です。学
生の便宜を考慮して、学期中の毎週月曜日に学生を受け入れてい
ます。またアルバータ州でも、もっとも手ごろな授業料（教材費込
み）で提供されているプログラムの一つです。

英語（ＥＳＬ）プログラム

このプログラムは5つのレベルに分かれていて、1週間25時間、最高
15名までの小人数制のクラスなので学生一人一人にケアが行き届
きます。すべての教師は適切な資格を持ち、英語教育に献身的で、
学生が大学入学に必要な英語力を身に付けることが出来るよう努
めています。カルチャーアクティビティーも毎週企画されていま
す。

メディスン・ハット・カレッジはアルバータ州の南東、人口6万人
のメディスン・ハット市にキャンパスを構えています。カナダで
最も日照時間が長く、犯罪率も低く、心の安らぐ自然に恵まれた
街として定評があります。冬は温暖で、夏も気温は上がりますが
乾燥しているので年間を通して過ごしやすい気候です。カルガ
リーから車で2時間、山岳地まで3時間、街の中心にはサウス・サ
スカチュワン川がゆったりと流れ、渓谷には誰でも利用できる
散歩道があります。メディスン・ハットに関しての詳細は
http://www.medicinehat.ca/ をご参照ください。

メディスン・ハット

メディスン・ハット・カレッジは街の中心にキャンパスを構えてい
ます。公共交通機関が発達しているので、移動にもとても便利で
す。キャンパスは現在2500人の学生が在籍しており、ますます増
え続けています。増加を続ける学生数に合わせて次々と新しい施
設も設立されました。メディスン・ハット・カレッジはアルバータ
州で一人当たりの教師につく学生数が最も少ないことで定評が
あります。ディプロマ、大学編入コース、学位コース、応用学位
コース（特別な分野に焦点を当てた4年制学士コース）など30以上
のコースから選ぶことができます。現在最も人気のある応用学位
コースはビジュアル・コミュニケーションとエコツーリズムです。

メディスン・ハット・カレッジ
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COQUITLAM SCHOOL DISTRICT
●所在地：コキットラム（ブリティッシュ・コロンビア州）　●教育機関の種類：公立高校

学校詳細：

Coquitlam School District International Education, 

1100 Winslow Avenue, 

Coquitlam, B.C. Canada V3J 2G3 

Tel : +1-604 936 5769 

Fax : +1-604 939 6427  

Website: http://www.sd43.bc.ca/

幼稚園から12年生までの1年間プログラム
● 教育委員会で最も人気のプログラムです。

長期間プログラム

● 高校 ‒ 2月開講(合計5ヶ月)
● 中学校と小学校 ‒ 1月開講

半年プログラム

ＥＳＬ集中コース
● 教育委員会管轄の学校で、カナダ人の生徒と共に学びます。
● 9月から6月までの各1ヶ月のプログラム
● 最長6ヶ月

短期プログラム

夏期: 7月と8月
● 1週間ごとのプログラム
● 1週間から8週間まで選択することができます。
● グループで参加する生徒には希望にあわせたプログラムの組
み立ても可能です。

夏期英語集中プログラム・文化体験プログラム

8. 奨学金を受け優秀な学業成績を納め、また質の高いトレーニン
　グを受けたＥＳＬ専門教師が授業を担当しています。
9. 高校卒業証明書はカナダとアメリカのすべての大学で認められ
　ています。
10. サイモン・フレーザー大学、ダグラス・カレッジ、ブリティッシュ・
　 コロンビア大学も近くにキャンパスを構えています。

留学生は教育委員会管轄の小学校、中学校、高校すべての学年で
ＥＳＬ集中プログラムに参加できます。学生は英語を母国語とし
ない学生のための英語クラスでじっくりと英語を学び、カナダの
教育システムに通用するスキルを身につけます。このコースでは
読解力、文法、語彙、作文、口頭でのコミュニケーションスキルなど
を集中的に学びます。すべての教師は大学卒業資格およびブリ
ティッシュ・コロンビア州教育委員会公認資格を保持し、質の高い
トレーニングを受けています。

ＥＳＬ集中コース

1. ブリティッシュ・コロンビア州教育省より、州で最高の教育委員
　会の一つとして常に高い評価を受けています
2. 最新のテクノロジーと設備を整えた最先端の学校施設を誇りと
　しています。
3. 太平洋とフレーザー川に囲まれた、自然に恵まれ、安全で豊かな
　環境を提供。バンクーバーとウィスラーにも近くて便利です。
4. カナダ最大の国際教育プログラムで、質の高い教育、および奨学
　金制度で55年の実績を誇ります。
5. ブリティッシュ・コロンビア州で3番目に大きな教育委員会で3
　万人におよぶ学生が66の学校に在籍しています。
6. ドクター・チャールズ・ベスト、センテニアル、テリー・フォックス、
　グレンイーグル、ヘリテージ・ウッズ、パインツリー、ポート・ムー
　ディー、リバーサイドの8校の高校を管轄しています。
7. 幅広い教育およびキャリアプログラムを提供しています。ＥＳＬ
　クラスも幼稚園から5年生（小学校）、6年生から8年生（中学校）、9
　年生から12年生（高校）までと充実しています。

コキットラムについて
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British
Columbia

カナダ人学生と留学生さらにその家族はこの国際教育プログラム
に参加することによって、お互いの文化的背景や様々な経験を共
有し、強い信頼関係を築いていきます。多様な文化、そしてグロー
バルな視点に立った学習環境によって、より豊かな学生生活を送
ることができるでしょう。教育委員会では各種言語クラス、アカデ
ミックプログラムなど様々なコースを世界中から集まった学生に
用意しています。コキットラム教育委員会ではブリティッシュ・コ
ロンビア州政府公認の資格を保持した教師が質の高い教育プロ
グラムを提供し、また学生には最新のテクノロジーを駆使した最
先端の施設が用意されています。

コキットラム教育委員会はブリティッシュ・コロンビア州に所在す
る60の教育委員会の中で3番目に大きい教育委員会、さらにコキッ
トラム地区では最大の公共機関です。教育委員会では4000人以上
の正規およびパートタイムの職員が勤務、3万人以上の学生が66校
の管轄の学校で学んでいます。コキットラム教育委員会は5歳から
18歳までのすべての学年の生徒を受け入れています。

コキットラム教育委員会の国際教育プログラムは、留学生が英語
力を伸ばしながら知性を磨き、さらに将来のキャリアへのきっか
けとなる機会を見出すことができる素晴らしい教育環境を提供し
ています。留学生はブリティッシュ・コロンビア州の美しい街コ
キットラムでカナダ文化を存分に吸収し、価値ある体験をすると
同時に、英語力を上達させ、生涯にわたって付き合える国際的な友
情を築きあげていきます。

グローバル市民を導く未来の指導者の育成

コキットラム教育委員会
 国際教育プログラム
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COWICHAN VALLEY SCHOOL
●所在地：ダンカン（ブリティッシュ・コロンビア州）　●教育機関の種類：公立高校

学校詳細：

Cowichan Valley International Student Program  

2652 James Street, Duncan BC V9L 2X2

Tel : +1-250-746-0744

Fax : +1-250-746-0757

Website: http://www.sd79.bc.ca/

レーク・カウチン・スクール 
6年生から12年生までの400人の学生が第一級のＥＳＬクラスで学
んでいます。少人数制のクラスなので、学生一人一人にきめ細かい
ケアが行き届きます。また80人を超えるカナダ人の学生も在籍し
ているので友情を育むには最高の機会です。

シュメイナス・セカンダリースクール 
絵のように美しいナナイモとダンカンの間にある町で8年生から
12年生までの合計400人の学生が学んでいます。この学校ではす
べての学生が舞台芸術とスポーツプログラムに参加し、また少人
数で個々への配慮が行き届いたクラスでの学校生活を楽しんでい
ます。

フランシス・ケルシー・セカンダリースクール
ビクトリアのダウンタウンから30分ほどに位置するこの学校では
9年生から12年生までの1000人を超える学生が質の高い教育、舞
台芸術、スポーツプログラムを楽しんでいます。また自分でコース
を作り上げることができるユニークなプログラムがあり、興味の
ある分野をより深く学ぶことができる機会を提供しています。

カウチンセカンダリースクール 
ダンカンの中心地に位置しているこの学校では、10年生から12年
生までの960人を超える学生が第一級のスポーツ、映画制作プログ
ラムを学んでいます。この学校では質の高い教育、速い進度で学べ
るクラス、フランス語集中プログラムが用意されています。

中学校  
ジョージ・ボナー、マウント・プレボスト、レイク・カウチン、クアミ
チンの中学校4校で6年生から9年生までの学生が学んでいます。

学校について
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カウチンバレーはバンクーバーアイランドのビクトリアとナナイ
モに挟まれた、小さな町が点在するのどかな田園地帯です。バン
クーバーへは美しい風景を楽しみながらフェリーで簡単に行くこ
とができ、とても便利です。カナダの他の都市と比べ年間平均気温
が高く、夏はすごしやすく、雨も少なく、冬は穏やかで雪もほとん
ど降りません。ワイン用の葡萄の木や果樹園、胡椒の木などカウチ
ンバレー特有の植物をはじめとして、美しい緑に囲まれています。
乗馬、セーリング、ボート、サッカー、バレーボール、フィールドホッ
ケー、アイスホッケー、バスケットボールなど様々なスポーツから
演劇や音楽のプログラムまでバランスのよいアクティビティーを
楽しめます。

カウチンバレーについて また入学時期も柔軟に対応でき、高校卒業後の進路選択や願書の
提出などもお手伝いします。

すべての学生は教育委員会公認のホームステイプログラムを利用
しています。カナダで最も長い歴史を持つホームステイプログラ
ムの一つで、常勤のホームステイプログラム担当者が学生のニー
ズを常に把握しています。

ブリティッシュ・コロンビア州の公立学校区の中でも、なくてはな
らない存在で、世界でも指折りの質のよい教育を提供しています。
管轄している、高校4校、中学校4校、小学校21校では合計8500人の
学生が学んでいます。

学業、スポーツ、舞台芸術(特に映画制作、演劇、音楽の分野)のプロ
グラムは国内でも高い評価を受けています。最新のコンピュー
タープログラムと設備によって、学生は最先端の知識を学ぶため
の基礎を築きあげることができます。

カウチンバレー教育委員会について

留学生の受け入れには19年の実績を誇っています。ベルギー、ブラ
ジル、中国、ドイツ、香港、日本、韓国、マカオ、メキシコ、スペイン、ス
イス、タイ、台湾、トルコなど様々な国からの留学生が学んでいま
す。 
ＥＳＬの教師は特別なトレーニングを受けており、毎日学生と触
れ合いを大切にしています。短期、長期、またそれぞれのグループ
のニーズにあったプログラムを提供しています。

国際プログラムについて

British
Columbia
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DELTA SCHOOL DISTRICT
●所在地：デルタ（ブリティッシュ・コロンビア州）　●教育機関の種類：公立高校

学校詳細：

Delta School District

4585 Harvest Drive

Delta, BC, Canada, V4K 5B4

Tel : +1-604-952-5366

Fax : +1-604-952-5379

Web: www.GoDelta.ca

1. 英語を母国語とする住民がほとんど。 95% がネイティブ (日本
　人留学生はほとんどいません)
2. バンクーバーから30分、空港から20分と、とても便利.
3. バンクーバー地方で最も犯罪率が低い町。
4. 住民のほとんどが高学歴保持者 (95%が大卒)
5. 教育委員会の運営による快適な住居
6. 柔軟なスケジュール (締め切り期日がありません)
7. 雨の少ない快適な気候。

デルタで学ぶ理由
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デルタ教育委員会はデルタ、ラドナー、トワッセンにある33校の学
校を管轄しています。バンクーバーから30分ほどのデルタはアメ
リカ国境近くの海沿いの町で、美しいビーチと豊かな自然に恵ま
れています。デルタはバンクーバー地方でも最も犯罪率が低い町
で、また住民の収入レベルもカナダ平均より30％ほど高く、多くの
住民が高い学歴を持っています。デルタではバンクーバーの3倍の
日照時間を楽しむことができ、この穏やかな気候が快適な生活環
境を作り出しています。移民も少なく、95％が英語を母国語とする
カナダ人なので、英語を学ぶには理想的な環境といえるでしょう。

デルタ教育委員会

British
Columbia

デルタには、学生数600人の小さな学校から1650人の大きな学校ま
で、様々なサイズの7校の高校があります。それぞれの学校には留
学生コーディネータが常勤し、留学生のあらゆる相談に乗ってい
ます。デルタでは1万8000人のカナダ人学生、18カ国から集まった
250人の留学生が学んでいます。日本人留学生の数はそれぞれの
学校で5人以下です。デルタで教える教師は95％が大学卒業の資
格を持ち、教育業界での受賞経験のある教師もいます。学業だけ
でなく、ゴルフ、野球、ホッケー、サッカーなどスポーツの分野でも
優れており、世界的に名を知られたコーチが初心者および上級者
の指導に当たっています。

ホームステイプログラムもホームステイ斡旋会社ではなく、デルタ
教育委員会のスタッフによって運営されているので、ステイ先に
不満足な場合でも、無料かつ簡単にホームステイ先を変更できま
す。ホームステイファミリーの審査は犯罪歴のチェック、家庭環境
のチェックなどが厳重に行われます。それぞれの都市にホームス
テイコーディネーターが常勤し、学生のサポート・監督を行いま
す。

コースは短期、1年、夏期コースから選択することができます。入学
時期は毎月の初めに柔軟に対応できます。空港送迎、後見人システ
ムも無料で提供しています。
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GREATER VICTORIA SCHOOL DISTRICT
●所在地：ビクトリア（ブリティッシュ・コロンビア州）　●教育機関の種類：公立高校

学校詳細：

Victoria International High School Programs

2nd Floor, 923 Topaz Avenue

Victoria, British Columbia V8T 2M2 Canada

Tel : +1-250-592-6871

Fax : +1-250-592-6327

Website: www.studyinvictoria.com

教育委員会では高校7校、中学校10校、小学校29校を管轄していま
す。すべての学校が快適で最先端の技術を備えた施設を整えてい
て、さらにテニス、ボート、サイクリング、バスケットボール、陸上競
技、ゴルフ、ラグビー、シアター、ダンス、管弦楽、合唱、演劇、メディ
アスタディー、ボーカル・ジャズ、考古学、環境学スタディーエクス
カージョンなど、数々のアクティビティーが用意されています。

学校施設

ブリティッシュ・コロンビア州の州都、ビクトリアは安全でのどか
な街です。年間を通じて穏やかな気候で、美しい風景、充実したア
ウトドア・アクティビティーを楽しめることで世界中にその名を知
られています。カナダ西岸のバンクーバーアイランドの南端に位
置するビクトリアの国際空港では海外からの直行便も数多く就航
し、またバンクーバーやワシントン州シアトルからもフェリーで短
時間と、とても便利です。

ビクトリアでは夏は25℃以上なることは稀で、冬も氷点下になる
ことは少ないという、カナダでも最も穏やか気候を楽しめます。冬
期の平均降雨量は5cmで夏期は2.5cm以下というカナダで最も平
均日照時間が長い街の一つとしても知られています。ビクトリア
には2校の著名な大学およびカレッジ、世界でも指折りの博物館、
交響楽団、オペラ団、数多くのスポーツ施設があります。またセミ・
プロ級のホッケー、野球、ラクロスチーム、オリンピック級のラグ
ビー、フィールドホッケー、ボート、ソフトボール、野球などスポー
ツも盛んです。新設された7000人収容できるスポーツ・エンターテ
イメントセンターもあり盛大なコンサート、スポーツ、エンターテ
イメント関連の行事が目白押しです。

ビクトリアの穏やかな気候と手つかずの自然は世界中からの観光
客の人気の的です。キャンプ、ハイキング、ゴルフ、鯨観察ツアー、
釣りなどのアウトドア・アクティビティーを一年中楽しめます。清
潔で落ち着いていて、フレンドリーかつ安全なビクトリアはカナ
ダ文化を体験しつつ、学生生活を送ることができる最適な街です。

ロケーション

ホームステイプログラムは安全で快適な学生生活を保証します。
ホームステイプログラムでは、留学生に協力的で安定したカナダ
人ファミリーを紹介し、滞在中のサポートも常に怠りません。ホー
ムステイはカナダ独特の生活習慣を学びつつ、英語力を上達させ
る絶好の機会です。ホームステイを通じて留学生はカナダ社会に
スムーズに、自信を持って溶け込むことができるのです。

ホームステイ

常勤の留学生アドバイザー、様々な文化の背景を持つホームステ
イプログラム担当官、プロフェッショナルで経験豊富なスタッフ
が留学を総合的にサポートします。

留学生へのサポート
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ビクトリア教育委員会インターナショナル・ハイスクールプログラ
ムにようこそ。このプログラムは質の高い教育を世界各国からの
留学生に提供することで長年にわたり実績を残してきました。留
学生は安全で美しくフレンドリーな学習環境の中で、英語力を磨
き西洋文化を学びつつ、人生プランを作り上げていきます。

ビクトリア教育委員会

アカデミック・ハイスクール・プログラム
教育委員会が管轄する7校の高校いずれか1校で、カナダ人の学生
と同じ教室で授業を受けます。学生はブリティッシュ・コロンビア
州教育委員会によって規定された卒業資格条件を満たす必要が
あります。また英語、社会、数学、科学、体育（9年生および10年生）の
必須科目、および選択科目を修了する必要があります。成績が優秀
な学生は特別に組まれたコースを受講することもできます。これ
らのコースを完了するとカナダのカレッジや大学の２年次に直接
入学することが認められます。またカレッジや大学の単位を取得
することも可能です。

ハイスクール・ブリッジ・プログラム
ハイスクール・ブリッジ・プログラムは留学生がカナダの公立学校
生活にスムーズに移行できるようサポートする革新的なアカデ
ミックプログラムです。ブリティッシュ・コロンビア州の公立学校
カリキュラムに沿っていて、数学、社会（歴史）、科学、体育、英語な
どの必須科目、英語を母国語としない学生のための英語から通常
レベルの英語への移行クラスなどを用意しています。ブリッジ・プ
ログラムを無事修了すると、ビクトリア教育委員会管轄の学校に
入学することができます。

ビクトリアESL夏季プログラム
英語を学ぶと同時に、文化、スポーツ、観光旅行などを他の留学生
と共に楽しんでもらえるプログラム。11歳から18歳の生徒を対象
とした1週間6日のプログラムは、7月と8月に開催されます。6週間
のプログラムのうち、どの月曜日からでも参加でき、2週間から6週
間のプログラムまで希望に合わせて自由に組み立てられます。

短期ハイスクールプログラム
カナダの高校生活を母国での学習を中断することなく短期間で楽
しむことができます。英語のサポートを受けながら、カナダ人の生
徒と同じ教室で授業を受けます。新しい友達作りや英語力の上達
には最適なプログラムです。 

グループＥＳＬ・スタディーツアー・プログラム
希望に応じて組み立てることのできる1週間から4週間のＥＳＬア
クティビティープログラムで、1年を通してグループで参加の生徒
に提供しています。

プログラム概要

British
Columbia
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RICHMOND SCHOOL DISTRICT
●所在地：リッチモンド（ブリティッシュ・コロンビア州）　●教育機関の種類：公立高校

学校詳細：
Richmond School District
7811 Granville Avenue
Richmond, BC
Canada V6Y 3E3
Tel : +1-604-668-6000
Fax : +1-604-668-6006
Website: www.sd38.bc.ca
Website: http://isp.sd38.bc.ca, (留学生用 )

また市立図書館には、30万冊以上の書籍のほか3000もの定期刊行
物が置かれており、コンピューターからも閲覧することができま
す。最新のコンピューター設備のほか、リッチモンドの学校には貿
易・技術実習室、サイエンス・ラボ、演劇場などの学習施設が完備さ
れています。

クラスの人数は、教科によって異なりますが一クラス30名程度で
す。ESLは最大でも22名までです。国際留学生プログラム（ISP）を
提供している学校は、全て校内に図書館があります。

施設

リッチモンド学校区では、様々な課外活動が行われています。例え
ば、芸術、演劇、陸上競技などがあり、多くの学生が個人の興味のあ
るものに参加しています。また、多くの学生が競技大会やコンクー
ルにも参加しています。リッチモンドは海や山などの自然に隣接
しているので、スキー、スノーボード、セーリング、サイクリング、ハ
イキング、釣り、ゴルフなどを多くのレクリエーションを楽しむこ
とができます。地元のスポーツセンターでは、スケート、水泳、バス
ケットボール、バレーボール、ラケット競技などを楽しめます。その
他にも、学校のコーディネーターによってアクティビティーが計画
されます。また、6‐8週間に1度、リッチモンド学区に通う全ての留
学生を対象としたグループ・アクティビティーなどもあります。

課外活動

リッチモンド学校区では、希望に応じて学区公認のホームステイを
利用することが可能です。費用は2009年9月～2010年2月は月々850
カナダドル、2010年2月～2010年6月は月々900カナダドル、ホームス
テイ先では個室を提供されます。カナダ人家庭で生活することは、
英語の上達や異文化を体験する最適な環境といえます。ホスト
ファミリーは留学生受け入れに際して厳しい審査を受けています。

滞在方法

リッチモンド学区では、ジュニアゴルファーを対象に、サマー／ア
カデミックイヤー・ゴルフプログラムを開催しています。このプロ
グラムではゴルフに真剣に取り組んでいる生徒を対象に、論理的
かつ科学的なアプローチに基づきゴルフの技術と知識を身につけ
たい生徒のためのプログラムです。
卓球プログラムでは、競技の知識を高めハイレベルな技術を習得
したい生徒を直接サポートします。サッカーアカデミーでは優れ
た学習環境の中で質の高いサッカートレーニングを行います。素
晴らしいコーチのもとで練習を重ね、ハイレベルな選手たちとプ
レイしたい生徒のためのプログラムです。
これらのプログラムでは、学生プレーヤーがスポーツに打ち込み
ながら学業も両立できるように配慮されています。これらのプロ
グラムで学んだ多くの生徒が優秀なコーチの指導を受け、国内外
で素晴らしい成績を残しています。

スポーツアカデミー
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リッチモンド市はバンクーバー市の南側に隣接する人口約19万人
の近代都市で世界中の様々な国からやってきた人たちが生活して
います。バンクーバー国際空港があるため、航空産業や関連産業が
発達しています。また、国際的なイベントが頻繁に開催され、2010
年冬季オリンピックの共催地でもあります。リッチモンド学区はブ
リティッシュ・コロンビア州政府の管轄下にある公立学校区です。
州内でも高水準の学力を満たしており、多くの卒業生はカナダ国
内のみならず世界中の一流大学へ進学しています。また、学生たち
は州統一テストでも好成績を修めており、大学進学時に奨学金を
受ける生徒も少なくありません。

リッチモンド学校区では、高水準のカリキュラム及び以下の内容
も提供しています。
・ 安全で親しみやすい生活環境
・ 英語環境の中での学習
・ カナダ人生徒と共に学ぶ機会
・ 学校関係者やホストファミリーに
　よるきめ細かいサポートやケア
・ スポーツや音楽活動を始め様々な
　クラブ活動への参加
・ 高水準の教育
・ カレッジや大学への進学プログラム

リッチモンド市

リッチモンド学校区では、世界各国からの留学生にもカナダ人生
徒と同様に、政府認可の教育を提供しています。ブリティッシュ・
コロンビア州の高校卒業生には短大、大学の両方に進学する資格
が与えられます。リッチモンド学校区の国際留学生プログラム
(ISP)ではアカデミックな分野のみならず、技術分野やビジネス分
野における教科も学習できる環境があります。グレード12の卒業
資格を得るためには、州の定めた単位を取得しなければなりませ
ん。しかし、20歳までに卒業単位が取得できなかった場合でも、バ
ンクーバー周辺のユニバーシティ・カレッジで単位を取得するこ
とも可能です。国際留学生プログラム（ISP）への入学が認められた
生徒は、まず英語力のレベルチェックを受け、レベルに合ったESL
クラス（英語準備クラス）に振り分けられます。ESL以外の授業は、
州で定められた必修科目と、各生徒が興味のある選択科目を履修
します。ESL以外の国語、数学、生物、科学、物理、地理、歴史、コン
ピューター、体育などの授業は、カナダ人の生徒と同じクラスに参
加します。生徒の興味の対象によって取得する選択科目は、外国
語、IT、ビジネス、演劇、ダンス、音楽、家庭科、技術などがあります。
生徒によっては国際バカロレアプログラムやアドバンストプレイ
スメント(AP)コースに参加する資格を得ることができます。
リッチモンド学区のウェブサイトでは‘Our Schools’の項目に行く
と各学校のプログラム・プラニング・ガイドがPDFファイルでご覧
いただけます。ガイドには、卒業要件や各学校で開講しているプロ
グラムについて書かれています。

カリキュラムの概要

British
Columbia
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CALGARY BOARD OF EDUCATION
●所在地：カルガリー（アルバータ州）　●教育機関の種類：公立高校

学校詳細：
Calgary Board of Education
Main Floor, 515 Macleod Trail S.E. 
Calgary, Alberta T2G 2L9 
Canada
Tel : +1-403-294-8525
Fax : +1-403-294-8299
Website: http://www.cbe.ab.ca/

留学に必要な書類は以下の通りです。
・ 留学生用願書
・ 申込金250ドル（返金不可）
・ 現在の学校の担任教師または校長からの推薦状
・ 過去2年間の成績証明書（原本）
・ 必要に応じて保護者およびカルガリー滞在中の後見人からの
　レター2通。

15歳から19歳の学生に関してはカルガリー教育委員会の国際部
がホームステイをアレンジします。この際は法的な後見人が必要
です。後見人はホームステイの家族に依頼することもできます。

カルガリー教育委員会ではホームステイ先ファミリーを厳密に
審査します。すべてのホームステイファミリーは、犯罪暦がない
かどうか、学習に適した個室があるかどうか、留学生の受け入れ
に積極的かどうか、留学生を家族行事に意欲的に参加させる意
図があるかどうかなど、厳しい面接過程を通して最終的な決定
が行われます。

留学生のホームステイ生活が始まるとコーディネーターが常に
サポートを提供します。また緊急時に備えて留学生と保護者は
ホームステイコーディネーターに24時間いつでも連絡をとるこ
とができるので安心して留学生活を送ることができます。

カルガリーはカナダアルバータ州の最大都市で100万人以上の
人々が住んでいます。有名なロッキー・マウンテンやバンフから
も車で1時間と、とても便利です。この地域の気候は変わりやす
く、またチヌック風（冬期に吹く暖かい風）の影響で穏やかな冬を
過ごすことができます。

カルガリー教育委員会は高い学力水準に定評があります。国際テ
ストでもアルバータは数学、読解、科学の分野でトップ、またカナ
ダだけに限らず、すべての英語圏でのトップレベルの学力水準を
誇りとしています。

カルガリー教育委員会は、ボウネス、クレセント・ハイ、セントラ
ル・メモリアル、ドクター・イー・ピー・スカーレット、アーネスト・
マニング、ヘンリー・ワイズ・ウッド、ロード・ビーバー・ブルック、
クリーン・エリザベスの8校の高校で留学生を受け入れています。
小学生もカルガリー教育委員会の学校に入学できますが、カルガ
リー滞在中、保護者の方または直近の親戚の方と住んでいること
が条件になります。

カルガリー教育委員会のすべての学校では幅広い分野での必修
および選択コース、また留学生のための英語コースが用意されて
います。また、すべての高校で留学生のあらゆる相談にのるコー
ディネーターが常勤しています。さらにカルガリー教育委員会の
学校は、開館時間の長い図書館、最先端のコンピューター、ラン
ゲージ、デジタルラボなど優れた施設が整っています。課外活動
も盛んで、チームスポーツからアート、ダンス、サービスクラブな
どを楽しむことができます。
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合わせ

カナダ教育連盟
Email : cea@gol.com
U R L : www.ceacanada.org
携帯サイト: http://m.ceacanada.org

●東京オフィス：〒107-0052　東京都港区赤坂 7-4-7 Chez Irene ビル 2F　TEL.03-3224-0946
●関西オフィス：〒650-0002　兵庫県神戸市中央区北野町 4-14-5 KITANO101　TEL.078-230-6307
●名古屋オフィス：〒468-0051　愛知県名古屋市天白区植田 3丁目 810ステーションビルアサトク 2階　TEL.050-5534-8983

学校詳細：

Calgary Catholic School
1000 - 5 Avenue S.W.
Calgary, Alberta Canada
T2P 4T9
Tel : +1-403-500-2404
Fax : +1-403-500-2932
janet.small@cssd.ab.ca
Website: www.cssd.ab.ca

ロッキーマウンテンのふもとに位置するカナダ西部アルバータ州
の最大都市カルガリーは、美しい自然に恵まれていて、フレンド
リーで様々な国籍の人が生活を共にする、活気ある国際的都市と
しての定評があります。アルバータには、はっきりとした四季があ
り、息を呑むような美しいロッキーマウンテンでの様々なアウトド
ア・アクティビティーは、住民だけでなく、世界中から集まった旅行
者に1年を通じて人気があります。

カルガリーカトリック教育委員会は公的基金で設立されたカト
リック教育委員会です。学生が生涯学ぶことに興味を持ち、それぞ
れが持つ可能性を100％達成できることを目的とした質の高いカ
トリック教育を目指しています。アルバータ州で毎年行われる学
業テストでは、カルガリーカトリック教育委員会管轄学校の学生
が、常に国際的なテストおよび州のテストで優れた成績をあげて
います。

カルガリーカトリック教育委員会は104校（うち10校が高校）の学
校を管轄しています。学期は9月に始まり6月に終了します。すべて
の学校で、飛び級制度、国際バカロレア、現代言語、キャリアテクノ
ロジー学をはじめとして数多くのコースやプログラムが用意され
ています。さらにコンピューターと科学実験室、ジムや屋外スポー
ツ場、レクレーション施設、アートスタジオ、バンド練習室、図書館
の他、学生のニーズにあわせた様々な最新設備も整っています。

留学を申し込む場合は以下の書類が必要です
　・ 留学生用願書
　・ ＄250の申し込み料金（返金不可）
　・ 推薦状
　・ 最新の成績表（原本）
　・ パスポート（写真のページ）
　・ 出生証明書
またお持ちであれば下記の書類も提出してください
　・ 洗礼を受けた証明書
　・ 後見人に関する書類

13歳から19歳の学生にはホームステイプログラムが紹介されま
す。通常法的後見人が必要ですが、ホストファミリーに依頼するこ
とも可能です。学生はバス・トイレつきの個室を提供されます。ホ
ストファミリーは教育委員会とホームステイ担当官の厳しい審査
を受けている質の高いホストファミリーなので安心した学生生活
が送れます。
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CALGARY CATHOLIC SCHOOL
●所在地：カルガリー（アルバータ州）　●教育機関の種類：公立高校

Alberta



お問い
合わせ

カナダ教育連盟
Email : cea@gol.com
U R L : www.ceacanada.org
携帯サイト: http://m.ceacanada.org

●東京オフィス：〒107-0052　東京都港区赤坂 7-4-7 Chez Irene ビル 2F　TEL.03-3224-0946
●関西オフィス：〒650-0002　兵庫県神戸市中央区北野町 4-14-5 KITANO101　TEL.078-230-6307
●名古屋オフィス：〒468-0051　愛知県名古屋市天白区植田 3丁目 810ステーションビルアサトク 2階　TEL.050-5534-8983

EDMONTON PUBLIC SCHOOLS
●所在地：エドモントン（アルバータ州）　●教育機関の種類：公立高校
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学校詳細：

Edmonton Public Schools Centre for Education
One Kingsway
Edmonton, AB  T5H 4G9
Tel : +1-780-429-8249
Fax : +1-780-425-6405
Weblite: http://internationalprograms.epsb.ca

州規定カリキュラムの履修必須科目は、英語、社会、数学、生物学、
化学, 物理、美術、工学ですが、さらにアルバータ州の指定条件に
見合う科目を選択し、個別のプログラムを設定することもできま
す。エドモントン公立学校区の12年生を卒業した学生はカナダま
たは世界各国の教育機関、カレッジ、大学に入学する資格が認めら
れます。

プログラムの概要

ホームステイプログラムはエドモントン公立学校区で学んでいる
学生に用意されています。母国と全く異なる教育システムや生活
習慣に戸惑う留学生にきめ細かい気配りができるホストファミ
リーが紹介されています。18歳以下の学生の場合、カナダ留学中の
後見人をたてることが必要です。18歳以上の学生は通常の賃貸ア
パートに住むこともできますが、ホームステイをすることをお勧め
します。

ホームステイプログラム

ESLプログラムはフレンドリーでやる気のある学習環境の中で英
語力を伸ばしたいという学生に最適です。

英語を母国語としない学生のための英語コース（ESL）

成績優秀な学生には国際バカロレアと飛び級制度が用意されて
います。通常、大学レベルのクラスを受講し、このクラスの取得単
位は「特別単位」として世界中の高等教育機関への入学の単位と
して認められます。

国際バカロレアと飛び級制度

エドモントン公立学校区はカナダ、アルバータ州の州都エドモン
トンの高校12校を管轄しています。エドモントン公立学校区のす
べての学校には最先端の施設が整っており、優秀な教師、カウンセ
ラー、スタッフの指導のもと、質の高い教育プログラムを提供して
います。また、教師、アドバイザー、多国語を話せるカウンセラーが
常に学生からの相談に応じているので、充実した学生生活を送る
ことができます。留学生プログラムはカナダ人の学生と同様の州
規定カリキュラムと英語を母国語としない学生のための英語プロ
グラム（ESL）が用意されています。

留学生プログラムは10年の実績を誇り、毎年世界各国から350人以
上の留学生を受け入れています。この充実したプログラムでは、活
気があり、やる気のあふれる学習環境の中で学生が日々学んでい
くことを目標としています。留学生はカナダ最先端の教育システ
ムを通して、世界に通用する英語力を磨くことができるのです。

緊急事態に備えた預け金 (利用がなかった際は全額返金) $700
※注意事項：2010年/2011年のみに適応　以降は必要なし

年間費用
留学生の年間費用には下記のものが含まれます。
留学生プログラム願書 $250
年間授業料 $11,000
健康保険料 $400
バス定期券代 (月々43ドル、10か月分) $430
ホームステイ登録料金 $750

年間費用

ホームステイ料金 (月々700ドル、10か月分) $7,000
※注意事項：2010年/2011年のみに適応　以降は7500ドル (月々750ドル、10ヶ月分)

合計 $20,530

リーディング、ライティング、リスニング、スピーキングを通したコ
ミュニケーションスキルの上達に力を入れており、学生が英語の
基本原則に慣れ親しむことができるよう気を配っています。学生
の学習速度に合わせた個人的なプログラムを設定することも可能
です。
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合わせ

カナダ教育連盟
Email : cea@gol.com
U R L : www.ceacanada.org
携帯サイト: http://m.ceacanada.org

●東京オフィス：〒107-0052　東京都港区赤坂 7-4-7 Chez Irene ビル 2F　TEL.03-3224-0946
●関西オフィス：〒650-0002　兵庫県神戸市中央区北野町 4-14-5 KITANO101　TEL.078-230-6307
●名古屋オフィス：〒468-0051　愛知県名古屋市天白区植田 3丁目 810ステーションビルアサトク 2階　TEL.050-5534-8983

RED DEER CATHOLIC REGIONAL SCHOOLS
●所在地：レッドディア（アルバータ州）　●教育機関の種類：公立高校
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多国籍の文化を暖かく受け入れるカナダは、国連から世界で最も
住みやすい国の一つとして評価を受けています。

カナダについて

州都エドモントンとオリンピック開催都市カルガリーの間に位置
する人口9万人の街レッドディアは、フレンドリーで、安心して暮
らせる、活気に満ち溢れた街で、世界でも指折りのレクレーション
施設や様々な文化体験を楽しむことができます。またアルバータ
州中心の緑の美しい地域にあり、カルガリー国際空港および美し
いロッキーマウンテンにも車で簡単に行くことができます。

レッドディアについて

アルバータ州には通常の公立学校とキリスト教を基本とした教育
環境を好む保護者を対象としたカトリックスクールの2種類の公
立学校があります。

レッドディアカトリック教育委員会管轄の学校では8年生から12
年生まで（中学2年生～高校3年生まで）の学生が留学プログラムを
利用して学んでいます。9年生までの学生は中学校6校で、10年生
から12年生は高校2校で受け入れられています。すべての学校は
2006年PISAテスト結果で優れた学業成績を残しています。カリ
キュラムの特徴は以下の通りです。

留学プログラムではホームステイプログラムが利用できます。す
べてのホストファミリーはプログラムに参加する前に厳重に審査
され、さらに留学生が気の合うホストファミリーと生活できるよう
に慎重にホストファミリーの選択が行われています。また毎年初
めに、留学生がレッドディアと学校生活にスムーズに溶け込める
ように、充実したオリエンテーションも行われるので安心して留
学生活をスタートすることができます。

● カレッジ、大学進学を目標としたアカデミックプログラム
● 5つのレベルに分かれた英語（ESL）クラス 
● フランス語、日本語、スペイン語、北京語など第二外国語クラス
● バンドと合唱、コンピューター、演劇、アート、貿易プログラムな
　 ど幅広い選択コース
● 学校対抗試合やスポーツアカデミーなど優れたスポーツプロ
　 グラム

レッドディアカトリック教育委員会

学校詳細：

Montfort Centre

5210 - 61 Street

Red Deer, Alberta, T4N 6N8 

Tel : +1-403-343-1055

Fax : + 1-403-347-6410

e-mail address: international@rdcrd.ab.ca
Website: http://www.rdcrd.ab.ca/
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Email : cea@gol.com
U R L : www.ceacanada.org
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●東京オフィス：〒107-0052　東京都港区赤坂 7-4-7 Chez Irene ビル 2F　TEL.03-3224-0946
●関西オフィス：〒650-0002　兵庫県神戸市中央区北野町 4-14-5 KITANO101　TEL.078-230-6307
●名古屋オフィス：〒468-0051　愛知県名古屋市天白区植田 3丁目 810ステーションビルアサトク 2階　TEL.050-5534-8983

WESTERN SCHOOL DIVISION
●所在地：モーデン（マニトバ州）　●教育機関の種類：公立高校
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ウエスタン教育委員会は2001年から2校の学校で留学生プログラ
ムを始めました。様々な文化や国籍を背景に持つ留学生の受け入
れは、留学生だけでなく、ホストである住民にも豊かな体験を提供
し続けています。

ウエスタン教育委員会管轄の学校への留学生は、安全でのどかな
街での生活と洗練された都会生活の両方を楽しむことができま
す。プログラムも学問、テクノロジー、スポーツ、美術、社会活動な
ど幅広い分野で提供されています。また高速道路で１時間ほどの
ウィニペグでは様々なアクティビティーを楽しむことができます。 

ウエスタン教育委員会はマニトバ州モーデンに位置し、安全で留
学生への配慮が行き届いた環境の中で、質の高い教育を提供して
いることで定評があります。一流のスタッフによるきめ細かい指
導と最新の設備を駆使して、より効果的な学習環境を作り上げ、生
徒が生涯にわたって学ぶことに興味を持ち続けることができるよ
う、日々努めています。

高等学校の学生は言語科目、科学、社会科学、数学、美術、体育・保
健学が必須科目、選択で、フランス語、ビジネス、工芸、家政学、演劇
学、美術、音楽などを学びます。その他にも微積分学と英文学への
飛び級制度、インターンシッププログラム、実習プログラム、生活
技能トレーニングなど数多くのプログラムが用意されています。
コースを1年間履修した生徒には地域保健、コンピューターテクノ
ロジー、美容学、機械学など様々な分野での職業訓練プログラムも
用意されています。

エコール・モーデン中学校では子どもたちが知性的および肉体的
だけでなく、感情的、社会的にも成長できるよう努めています。「中
等教育」哲学をもとにした教育で20年の実績を誇り、子どもたちは
その実績を身をもって体験することができるでしょう。英語とフラ
ンス語を並行して使用する教育システムなので、両方の言語に
どっぷりと浸ることができます。また体育や美術プログラムもそ
の道で著名な専門家が授業を担当しています。7年生と8年生には
選択科目として家政学、工芸学、演劇学、美術、音楽などが用意され
ています。

現在留学生はエコール・モーデン中学校とモーデン公立高等学校
で受け入れられます。

それぞれの学校の留学生はホームステイプログラムを利用してい
ます。

ウエスタン教育委員会では留学生に健全な学習環境を提供でき
るホストファミリーを厳選しています。すべてのホストファミリー
に対し、犯罪歴、幼児虐待の経歴がないかなど調査を行い、留学生
の安全を第一に考えています。さらに留学生プログラム担当官が
すべてのホストファミリーを面接し、実際にホストファミリー宅を
訪れ、留学生の受け入れに興味があるのか、親しみやすいかどう
か、留学生の育成に献身的かつ協力的であるかどうかなどを厳し
く審査します。つまり留学生が快適に留学生活を送り、かつ英語力
を上達させることができる環境を提供できることがホストファミ
リーの第一条件なのです。

ホームステイプログラム

Manitoba

ウエスタン教育委員会の留学生プログラム

学校詳細：
WESTERN SCHOOL DIVISION

215-12th Street, Morden,

 Manitoba, Canada R6M 1X4

Tel : +1-204-822-4448

Fax : +1-204-822-4262

Website: http://www.westernsdmb.ca/
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●東京オフィス：〒107-0052　東京都港区赤坂 7-4-7 Chez Irene ビル 2F　TEL.03-3224-0946
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ILAC
●所在地：バンクーバー（ブリティッシュ・コロンビア州）　●教育機関の種類：語学学校

学校詳細：

ILAC Campus in Toronto
920 Yonge St., 4th floor
Toronto, ON, M4W 3C7
Tel : +1-416-961-5151
Fax : +1-416-961-9267 or +1-416-961-5988

ILAC Campus in Vancouver
688 West Hastings, 3rd floor
Vancouver, BC, V6B 1P1
Tel : +1-604-484-6660
Fax : +1-604-484-6637
Website: http://www.ilac.com/

ILACはカナダおよび海外の多数に及ぶビジネス協会から公認を
受けています。TOEFL/TOEIC準備コース、ケンブリッジ大学検
定試験準備コース、ビジネス英語コース、大学入学準備英語コー
ス、TESOL認定証書コース、キャリア/インターンシップ/プロ
フェッショナルコース、ハイスクール・デイプロマ（高校卒業資格
取得）コース、学士号準備コースなどが用意されています。さらに
カナダ全土で20校以上のカレッジや大学と提携があります。

常勤のカウンセラーはスペイン語、ポルトガル語、フランス語、韓
国語、日本語、トルコ語、イタリア語、ロシア語、ポーランド語、アラ
ビア語、中国語など、多様な言語で学生の相談にのっています。

なおILACはTOEFLおよびケンブリッジ大学検定試験の公式試
験会場でもあります。
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ILACでは学生さんの希望を最優先しています。
ILAC 生活を生で体験しよう！

トロントとバンクーバーの中心部に位置するILACでは世界55カ
国以上からの留学生が学んでおり、留学生の出身国もヨーロッパ、
中東、南米、アジアと1つの地域に固まることのない、バランスの取
れた構成となっています。

学生のニーズに合わせて細かく分けられた18レベルの英語プログ
ラムではビジネス英語コース、大学入学準備英語コース、流暢なコ
ミュニケーションを目指した英語コースなど学生の様々な目的に
対応できます。ILACは無料高速インターネットと無線が使える
100台のコンピューターなど、最先端の設備を整えています。ご自
分のラップトップも自由に使えます！

British
Columbia
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VANCOUVER ENGLISH CENTRE
●所在地：バンクーバー（ブリティッシュ・コロンビア州）　●教育機関の種類：語学学校

学校詳細：

Vancouver English Centre
250 Smithe Street
Vancouver, BC
Canada V6B 1E7
Tel : +1-604-687-1600
Fax : +1-604-687-1660
Website: http://www.vec.ca

◎ 一般英語コース
　 各自にあったレベルで午前は文法を、午後は会話を勉強します。
◎ 選択科目
　 テスト対策コース（TOEIC、TOEFL、IELTS、Cambridge）を
　 はじめとし、ビジネス英語、発音、ライティング、リーディングな
　 どがあります。

◎ ビジネスインターンシップ
　 週29時間のフルタイムコースにて8週間～48週間。
　 期間の半分は学校にてビジネス英語を勉強し、半分は現地企業
　 にて働きます。
◎ バケーションスタディプログラム
　 午前中に授業を受け、午後からは観光やアクティビティを行う
　 プログラムです。週末には少なくともひとつの観光アクティビ
　 ティが用意されています。
◎ スキー・スノーボードプログラム
　 午前中に授業を受け、午後からは近くのスキー場でスキー・ス
　 ノーボードを楽しむというプログラムです。
◎ チャイルドケア&シニアケアボランティアプログラム
　 （午前もしくは午後）学校にて勉強し、半日現地施設にてボラン
　 ティアとして働きます。

VECでは校内にホームステイデスクを持ち、ホストファミリーを
ご紹介しています。ホストファミリーとの生活は、バンクーバーの
生活に早く馴染むための手助けとなるでしょう。ホームステイは
英語力を伸ばす近道となるだけでなく、安全で経済的です。VEC
では常勤のホームステイコーディネーターがホストファミリーを
厳選し、それぞれの学生にあったホームステイ先をご紹介してい
ます。万が一何か問題などがある場合は、ホームステイコーディ
ネーターと日本人スタッフが気軽に相談にのってくれるので安心
です。シェアか同室、2食か3食かを選べます。

滞在方法

VECはバンクーバーの都市部にあり、授業後に買い物や観光に出
かけるのにとても便利です。観光やスポーツ、ヨガ、会話クラブか
ら、週末にはシアトル、ロッキーマウンテンツアー等様々なアク
ティビティーを提供しています。プロのコーディネータが厳選し
た様々なアクティビティをお楽しみ頂けます。

アクティビティー
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バンクーバー・イングリッシュ・センター（VEC）は、カナダのバン
クーバーを代表する国際色豊かな語学学校です。1993年の創立以
来、世界30カ国以上からたくさんの留学生が英語を勉強しに来て
います。ダウンタウンの図書館近くに新設された校舎には、52の教
室や60台のパソコンが完備されており、校内にはカフェテリアも
あります。
VECでは英語レベルを細かく15段階(文法・会話別)に分け、生徒の
弱点強化に努めています。クラスは8人から14人の小人数制（平均
10～12人）で、講師は全員大学卒のカナダ人の英語を教える資格を
持った経験豊富なスタッフです。VECはTOEFLやTOEIC、
IELTS、のスコアを伸ばしたり、英文法や英会話を真剣に勉強する
人に適した語学学校です。

学校について

VECの一般英語プログラムには、2種類のフルタイム（週26時間／
週29時間）と3種類のパートタイム（週12時間・午後／週15時間・午
前もしくは午後）があります。 
VECでは、生徒の入学時にプレイスメントテストとインタビュー
を行いレベル分けを行います。文法と会話のレベルは別になって
おり、各自にあったレベルで勉強できます。また、授業が始まる前
に何を学びたいかを先生と相談し、レベルに応じて20種類以上の
選択科目の中から自分で自由にカリキュラムを組み立てることも
できます。たとえば午前中文法を取って、午後に発音クラス等の選
択科目を受講することも出来ますし、午前、午後ともに選択科目か
ら選ぶこともできます。
その他にもビジネスインターンシップや、バケーションプログラム
などの特別プログラムもあります。VECのプログラムは、最短1週
間の短期から1年以上の長期まで、様々なニーズに合ったプログラ
ムをご用意しています。

コースとプログラムについて

British
Columbia
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VANWEST COLLEGE
●所在地：バンクーバー /ケローナ（ブリティッシュ・コロンビア州）　●教育機関の種類：語学学校

学校詳細：
VanWest College - Vancouver
200 - 1016 Nelson Street Vancouver, B.C.
Canada, V6E 1H8
Tel : +1-604-731-5256
Fax : +1-604-739-0913

VanWest College - Kelowna
104 - 532 Leon Ave Kelowna, B.C.
Canada, V1Y 6J6
Tel : +1-250-762-5256
Fax : +1-250-762-5221
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ランゲージ・カナダ公認のバン・ウェスト・カレッジはバンクーバー
での英語教育21年の実績を誇ります。ケローナに2つ目のキャンパ
スも設立され、ますます真のカナダ生活を楽しめるようになりまし
た！ バン・ウェストでは質の高い教育とケアの細かいサービスを
モットーとしており、様々な文化活動、レクレーション、社会活動な
どを通して楽しい学生生活が送れるように気を配っています。

プログラムには、集中一般英語コースに加えて、下記のコースも用
意されています。
・ インターネットを利用した、やる気の出る学習環境
・ 将来のキャリアアップにつながるインターンシッププログラム
・ トラベル、ビジネス、ホスピタリティー、アート分野で公認の証明
　書、ディプロマを取得することができるコース。提携学校への就
　職のオプション。
・ 大学入学準備コースとビジネス英語プログラム： ケンブリッジ
　大学ディプロマーコース、 BEC、 TOEFL、 TOEIC 準備コース、
　質の高い集中英語コース

バン・ウェスト・カレッジにようこそ！

British
Columbia

海と山に囲まれ、自然に恵まれた大都市バンクーバーは、興奮もり
だくさんの安全かつ現代的な街で、世界で最も住みやすい町の一
つとして評価を受けています。バン・ウェスト・バンクーバーはアッ
トホームでフレンドリーな学習環境を提供し、数多くのアクティビ
ティーとスタッフからの充実したサポートに定評があります。バン
クーバーでは各種お祭り、コンサート、国際イベントが目白押しで
す。スノーボードからショッピング、ローラーブレード、レストラ
ン、お祭りや花火見学などバンクーバーには楽しいアクティビ
ティーが揃っています。

バン・ウェスト・バンクーバー

バンクーバーから400キロ、1年を通して人気のリゾート地ケロー
ナの住民はフレンドリーなので生の英語を学ぶ機会が豊富にあ
り、留学生には理想的な生活環境です。バン・ウェスト・ケローナの
学生には少人数制のクラスとユニークなプログラム、さらにきめ
の細かいケアとサポートが用意されているので安心して学生生活
が送れます。ケローナは人口16万人の安全でフレンドリーな街で
す。パブ、レストラン、ギャラリー、お店、映画館でのんびりと時間を
過ごすこともできます。ケローナは大都市の機能をすべて揃えた
現代的な街です。

バン・ウェスト・ケローナ

午前中の集中英語コースに加えてPMスキルクラスとして、ある一
定の分野でのスキルを上達させることを目的とした分野別のクラ
スを提供しています。アカデミックコース、コミュニケーション
コース、特定の興味分野学習コース、ワークショップなどが用意さ
れています。
・ リスニングとスピーキング集中コース ・ ジョブスキル ・ 生活の
ための英語 ・ 発音 ・ 熟語と俗語 ・ ディベートとディスカッショ
ン ・ ライティング ・ リーディング

PMスキルクラス

学生のやる気を出させる活気のあるクラス、数々の成功事例を元
に構成された教授法、月次評価、テスト、厳しい出席率、「英語以外
の言語禁止」ルールがバン・ウェスト・カレッジの水準をより高いも
のとしています。

質の高いプログラム

バン・ウェストには最先端の設備が整っています。最新のソフト
ウェア、ヘッドセット、マイク、ウェブカメラが設けられたコン
ピューターラボがあり、また高速ワイヤレスインターネットが学校
のどこでも利用できます。

最先端の施設

一流の教師陣、プロの経験および適切な資格を持った英語教師、学
業・キャリア・個人的ゴールを達成するためのサポートを惜しまな
い親切なスタッフとカウンセラーが学生生活を応援しています。

プロフェッショナルできめ細やかなケア

英語を学びながらスタッフと学生が共に楽しめるような 文化
パーティー、スポーツ、演劇、クルーズなど数多くのイベントが用
意されています。週末のキャンピング、ロッキー、ウィスラー、シア
トル、他の地域への観光旅行も企画されています。

アクティビティー

英語の上達にはカナダ人のファミリーと生活を共にすることが最
適です。バン・ウェスト・カレッジは安全、快適でフレンドリーなホ
ストファミリーを10年以上にわたって紹介してきました。スタッフ
がすべてのホストファミリーを面接し、さらにステイ先を実際に訪
問していますので安心です。またコーディネーターが常勤してい
て学生の相談にのっています。ホームステイ料金には個室と一日3
食の食事が含まれています。

ホームステイ

Website: http://www.vanwest.com/index.htm
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ENGLISH SCHOOL OF CANADA
●所在地：トロント（オンタリオ州）　●教育機関の種類：語学学校

ESCはコミュニケーションに力を入れているので、生徒達は自分
の英語に自信がついてきます。グループワーク、ペアワーク、そし
てプレゼンテーションなど全てのクラスが相互に作用しているの
で、コミュニケーション力の向上が図れます。またテキストをはじ
め、新聞、音楽、小説など様々な教材を通じて英語力を高めること
ができます。先生達はプロフェッショナルであり非常にエネル
ギッシュなので、クラスの雰囲気は生き生きとし、新しいアイディ
アに溢れていてとても魅力的です。

授業

ESCのプログラムは主に1. ESLプログラム、 2. 試験対策・アカデ
ミックプログラム、 3. フォーカスプログラムの3種類で構成されて
います。これらのプログラムは学生一人一人の必要性に合わせて
組み合わせて受講することが可能です。また、ワーキングホリデー
ステッププログラムはユニークで実用的なプログラムとして人気
があります。

プログラム

私達ESCスタッフは、生徒が快適に過ごせるように日々努めてい
ます。効果後のピクニックやワークショップなど、授業外でも生徒
が楽しく学べるようなイベントも計画しています。銀行の口座を
開く時、旅行の計画、アパートを探す時、もちろんただ喋りたいと
いう時でも、私達はいつでもあなたをサポートします。

サポート

ESCの雰囲気は非常に明るく活動的です。様々な人々、情報、アイ
ディアが集まり、クラス内には真の国際的な雰囲気が生み出され
ています。当校を卒業する頃には色々な国の友達ができ、それぞれ
の国の文化についても学べ、周りとのコミュニケーションをとる力
も十分についていることでしょう。

校風
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イングリッシュ・スクール・オブ・カナダは英語教育現場の教師に
よって設立された学校で、最高の教授法を駆使し、教師と学生、ま
た学生同士が進んで英語でコミュニケーションできる学習環境を
提供しています。

45カ国から集まった学生1万2000人以上が学んでいるということ
がイングリッシュ・スクール・オブ・カナダの人気の高さを裏付けて
います。学生一人一人に気を配った、やる気に満ち溢れた授業、退
屈させない教科書、教育に情熱を持った教師陣など、多くの学生の
間で高い評価を受けています。

イングリッシュ・スクール・オブ・カナダは2008年および2009年の2
年連続で、トロントで最も優れた教育を提供する人気の語学学校
として名誉ある賞を受賞しました。常に質の高い教育を提供でき
るよう努力している証といえます。

Ontario

学校詳細：

English School of Canada
79 St. Clair Ave. E.
Suite 202
Toronto, Canada, M4T 1M6
Tel : +1-416-686-1596
Fax : +1-416-686-7960
Website: http://www.esc-toronto.com/
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COLLEGE PLATON
●所在地：モントリオール（ケベック州）　●教育機関の種類：語学学校

当校の位置するモントリオールは、北米のヨーロッパとも呼ばれ、
様々な文化と人種の混じった、とても魅力的な街です。伝統的な建
物の残る美しい街並み、国際都市にふさわしい多様な食文化、刺
激にあふれるナイトライフとショッピング、そして何よりも他の大
都市には見られない開放的でフレンドリーな人々などなど、モン
トリオールは世界中の人々の心を惹きつけてやみません。また物
価の面でも、家賃や交通費が他の都市に比べると比較的安いとい
うのも特徴です。当校の位置するプラトーと呼ばれるエリアはこ
こモントリオールの中でも特に人気が高く、地元の人に限らず他
の都市から来るカナダ人もこぞってこの辺りに住むことを望む人
が多い様です。芸術家が多く、至る所に素敵なレストランやお洒落
なカフェがあり、また買い物やアートギャラリー等、飽きることが
ありません。治安もかなりよく、安全で快適に勉強するのには最適
な場所の一つです。

当校は年間を通じて常に約250名～300名の生徒がおり、一クラス
の生徒数は平均約10名前後です（夏季は最高の15名までになるこ
ともあります）。地下にはカフェテリアがあり、毎日美味しいサンド
イッチや日替わりのスープ等がとても良心的な料金で味わうこと
が出来ます。コンピュータールームは朝9時から夜の20時まで空い
ており、12台あるうちの5台が日本語入力可能となっております。

学校詳細：

College Platon
4521 Park Avenue
Montreal, Quebec
H2V 4E4
Tel : +1-514-281-1016
Fax : +1-514-281-6275
Website: http://www.collegeplaton.com/

滞在方法については、ホームステイ、レジデンス、そして家具付き
アパートを用意させて頂くことが出来ます。ホームステイはシング
ルルームで1日2食付き、選択の言語のネイティブの家庭を手配さ
せて頂きます。学校からの距離は地下鉄かバスで、約40分から45
分です。またレジデンスもシングルルームで、食事はなし、キッチ
ンとバスルームは共同となります。こちらも、学校からの距離は約
35分から40分です。そして家具付きアパートですが、こちらはいわ
ゆるワンルームマンションの形式となり、全ての家具が備わって
おります。インターネット・TVも設置されており、学校からの距離
は徒歩でも約20分、バスで約8分といったところです。

カレッジプラトンは1957年に創立されて以来、モントリオールにあ
る私立の語学学校としましては最も古い歴史と伝統を誇り、常に
レベルの高いサービスを提供させて頂いております。質の高い教
育をどこよりも安い授業料で提供することをモットーに、言語指
導のパイオニアとして広く定評のある学校です。カレジプラトン
のプログラムは常に学生の要望を反映出来るよう柔軟に設定され
ている一方で、会話・文法・読解及び聞き取りといった言語習得に
必要なあらゆる面を総合的かつ効果的に学べるようにバランスよ
く組まれています。何よりも、個性的でダイナミックな教授陣、フレ
ンドリーなスタッフが、留学生活を全面的にバックアップします。
ここモントリオールで新しい人々や様々な文化に出会い、新しい
言語を学ぶ事で、かけがえの無い経験をたくさんして頂けたらと、
一同心より願っております。

コースは、インテンシブ英語・フランス語 （月曜～金曜、10時～15
時）、セミインテンシブ英語・フランス語 （月曜～金曜、10時～12
時）、イブニング英語・フランス語 （月・水・金、18時～20時）の他に、
プライベートで20カ国以上の言語コースを提供しております。ま
た、ケンブリッジコースも、ハイレベルの英語教育、また将来のご
自分のキャリアに繋げようという方にとても人気のあるコースで
す。当校への入学資格として、特別な資格や成績証明は求めており
ませんが、ケンブリッジコースのみ、上級クラス以上の英語コース
を修了された方とさせて頂いております。

当校では、インテンシブコースとセミインテンシブコースに関しま
して、1週間からの受け入れも可能です。またプライベートコース
は、最低受講期間が8時間以上、となっております。
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★保険について質問がある人、資料が
　ほしい人、保険に加入したい人は…、

AIUの海外旅行保険センター
AIUの海外留学保険センター

TIP JAPAN
ティップ・ジャパン（AIU保険会社 専属代理店）

www.tip-japan.com
TIP JAPANは、
AIUの海外留学保険の専門カウンターで

★ワーキングホリデーや短期語学留学の方も、ご加入できます。
★皆様のご要望に合わせたプランで、ご加入できます。
★ご来店でも、ご郵送でも、オンラインでもOK!
★クレジットカードで一括払い、分割払い、リボ払いのお支払い
　もできます。
★外務省や100か国以上の各国大使館・政府観光局からご提供
　いただいた観光資料や海外で役立つ情報も各種あります。

お気軽にご相談ください。
●郵便は、〒100-0006 東京都千代田区有楽町2-10-1
   東京交通会館2Ｆ
●電話は、　　0120-847-576　Tel: 03-3212-4891
●FAXは、03-3215-2768
●Ｅメールは、info@tip-japan.com
●ご来店は、ＪＲ，東京メトロ「有楽町駅」前の
　東京交通会館2Ｆ（パスポートセンター印紙売り場前）へ




