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メッセージ
カナダ教育連盟会長　CEA Chairman

Messages

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、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。

カナダ教育連盟会長
ブライアン・ペンデルトン博士

安心
カナダ教育連盟は、バンクーバーに本部を置く、非営利団体で、教育水準の
高いカナダ教育を日本に紹介する目的で、1996年1月、カナダ人教育関係者
によって設立されました。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教育機関が揃っています。

カナダ教育連盟
CEA: Canadian Education Alliance

多様な留学をサポート
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。

団体プログラム
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。

カナダの魅力
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るでしょう。

学校間の提携
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。

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。学生ビ
ザの手配、カナダの最新情報提供、学校入学手続きだけでなく、毎年多数
の教育機関関係者達を招いて留学相談会を開催し、カナダや学校を直接
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。

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

カナダ教育連盟バンクーバー本部には、日本人スタッフが常駐していま
す。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あらゆる問題にも対応していま
す。

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: (604)641-1311　
Fax: (604)641-1314
E-mail: ceainfo@telus.net



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無料でカウンセリングを行っております。
留学したいけど、何から始めてよいか分からない…。学校選びから渡航までのお手続きや渡航前オリエンテーション、夢を叶えるために
カナダ教育連盟がお手伝いさせて頂きます。時には、人生相談になることも少なくありません。何でもご相談下さい。

カウンセリングの際は、下記のポイントに沿ってお話させて頂きますので事前にご準備頂けますと幸いです。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。

	 1.	渡航時期、期間
	 2.	希望都市
	 3.	カナダで学びたいこと
	 4.	帰国後の夢・目標
	 5.	その他何でも

お近くに事務所が無い場合は、お電話やメールでもご質問を承ります。関西にお住まいの方は、出張カウンセリングも可能ですのでどう
ぞお気軽にご相談下さい。

☆カナダ教育連盟　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	Fax:03-3224-0916
Email:	cea@gol.com

☆カナダ教育連盟　バンクーバーオフィス☆
Executive	Office	Centre,
Suite	404-999	Canada	Place
Vancouver,	B.C.	Canada	V6C	3E1
Tel:	(604)641-1311　Fax:	(604)641-1314
E-mail:	ceainfo@telus.net
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Public Schools
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● 所在地： トロント市（オンタリオ州）　● 教育機関の種類： 大学

オンタリオ州の州都であるトロントは人口約500万人のカナダ最
大の都市で、さまざまな国籍の文化が共存する世界で有数の多文
化都市のひとつです。トロントは世界クラスの劇場、一流のアート
ギャラリーや博物館、北米で3番目に大きい証券取引所、素晴らし
い建築、有名なプロスポーツ選手、国際的に有名なフェスティバ
ル、活気ある民族文化地域、流行最先端のショッピングエリア、素
敵なレストランがあり、ナイトライフも充実しています。人口の約半
数は国外で生まれた移民によって構成され、トロントは世界でも
っとも国際色が豊かな都市として広く認められています。また五大
湖のおかげではっきりとした四季を味わうことができます。

トロント大学は1827年に創立され、北米において最も優れた研究
学部と教育学部を持つ大学のひとつです。他の学校とは比べもの
にならないほど知的な学習環境を学部生および大学院生に提供
しています。トロント大学の影響力は３つのキャンパスに分かれ
て学ぶ７万人以上の学生および世界各地で活躍する45万人の卒
業生たちだけでなく、今日の人々の取り組みのあらゆる分野に及
んでいます。

トロント大学は、国際的に名高い教師陣を抱えカナダで最大の図
書館を持つなど一流の施設を備えています。すべてのカナダ人大
学教授の7%を占めるトロント大学の教授は、過去20年以上に渡り
国民的学問賞のほぼ4分の1を受賞しています。学部生は、教養学
部、理学部、ビジネスなどの分野で国内最多である800種類以上
のプログラムやコースから選択することができます。また、学生は
世界中40カ国のおよそ130の提携校との交換留学が可能であり、
さらに夏期留学プログラムでは16カ国で30コースのプログラムを
提供しています。なお、学生はco-opプログラムや研究プログラム
を通して貴重な経験を得ることができます

トロント大学では、学生、教師、スタッフが、3つのキャンパスで学
び、教え、生活をしています。セント・ジョージ・キャンパスでは、教
養学部と理学部の学部生が7つのカレッジのうちのひとつに属す
る形で在籍しており、その他エンジニア、音楽、体育、保健などの小
規模の学科の学生が所属しています。西へ27キロ程のミシサガ・
キャンパスでは、成功戦略を重視する学生主体型の研究コミュニ
ティがあり、環境リサーチや多くの賞を獲得している教育施設は理
想的な学習環境です。また、東に22キロのスカーボラ・キャンパス
は80種類以上の職業訓練プログラムを持つco-op	 キャンパスで
す。トロント大学では入学願書に住宅希望の明記がある大学1年
生の新入生には住宅手配が保証されています。あらゆる種類の選
択が可能であり、食事付きの寮生活やキッチン付きのアパート、キ
ャンパス外に住むことを望む学生に対する住宅サービスも充実し
ています。

トロント大学は、170カ国以上のさまざまな国籍の学生によって構
成される世界中でもっとも多様性に富んだ国際色豊かな大学のひ
とつです。北米でもっとも規模の大きい大学対抗スポーツプログ
ラムを持っており、トロント大学代表チームはカナダの他のどの大
学より多くの優勝回数を誇っています。26種類の競技をカバーす
る44のチームがあり、これはカナダ国内でもっとも大きな校内プロ
グラムのうちのひとつです。また、学生はカレッジ、学部、寮などか
らの30のチームで24種類のスポーツ競技を行うことができます。
さらに、1000種類以上の学生クラブ、組織、アクティビティなど3つ
のキャンパスに渡ってさまざまな機会に参加することが可能です。

入学選考の最低必要条件はプログラムによって異なります。出願
手続き、締切り、必要条件などの詳細は以下のウェブサイトをご覧
ください。

University of 
Toronto

学校詳細

University of Toronto 
Office of Student Recruitment
25 King’s College Circle
Toronto, ON  M5S 1A1
Canada
PHONE +1-416-978-8342 FAX +1-416-978-0830
WEBSITE http://discover.utoronto.ca

Ontario
オンタリオ
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特徴
ジョージアン・カレッジは1967年に設立され、75種類以上の大学
の学部課程と9種類の大学院課程があります。これまでに国内外
有数の大学と協定を結び、多くの学生に学位取得のプログラムを
提供してきました。ジョージアン・カレッジの授業は生徒中心型で
理論に基づいた授業と実習を組み込んだカリキュラムによって構
成されています。ジョージアン・カレッジの学生は卒業するまでに、
知識と職務経験を兼ね備えています。 ジョージアン・カレッジはト
ロントから車で1時間足らずのケンペンフェルト・ベイ沿いにある
人口13万5千人のバリー市に位置しています。バリー市はおしゃれ
なレストランやショッピング街、緑豊かな公園に囲まれたとても美
しい街です。ナイアガラの滝やＣＮタワーなどオンタリオ州の観光
スポットへのアクセスも便利です。

キャンパス内の設備
サスティナブル技術センター：2009年にオープンし、建設業界や公
益事業部門の分野におけるエンジニアプログラムを提供していま
す。健康＆ウェルネス　ジョージアンセンター：当カレッジの歴史
の中で最も大きな増設プロジェクトです。2011年9月に完成予定
のセンターは、健康や科学教育の分野においてチームで取り組む
アプローチを円滑にするでしょう。新しい施設はさらに3000人も
の学生の収容を可能にします。CTELビル：	 オープンしたばかりの
CTEL	 (テクノロジー強化学習センター)には、250台の新しいMacと
パソコンが備えられています。最新の図書館は誰もが使用してお
り居心地がよく学習に最適な環境です。ジム&フィットネスセンタ
ー：　2003年9月にオープンしたフィットネスセンターには最新の
ウェイトマシーンやカーディオマシーン、ウォールクライミングや
スパがあります。

豊富なディプロマとサーティフィケート
ジョージアン・カレッジには1年から3年の期間で履修できる85種
類以上のディプロマ課程やサーティフィケート課程があります。こ
れらの課程では職業訓練に重点を置き、学生が将来進みたい職
業分野における初歩知識や技術の体得を目標としています。

実践学習
ジョージアン・カレッジのプログラムのうち、45のプログラムで
Co-opプログラムがカリキュラムに組み込まれています。Co-opプ
ログラムでは、学業期間と職務体験期間を学期ごとに交互に行う
ことにより、実社会で必要な知識と経験を培います。Co-opプログ
ラムは通常、5月、9月、1月に始まり、4ヶ月間行われます。留学生も
Co-opプログラムに参加することが出来ます。就労ビザが必要に
なりますが、留学生センターのスタッフが就労ビザ申請のお手伝
いをします。

学位取得を目指して
ジョージアン・カレッジには人文科学、社会科学、看護学、老人学、
自動車製造とマネージメントの学士課程があります。ジョージア
ン・カレッジの大学編入プログラムでは、4年間でカレッジディプ
ロマの取得、学士号の取得、職務体験の全てを取得することがで
き	 ます。初年度の1クラスは平均25名ほどで、ほとんどの大学での
授業に比べ少人数制です。詳細はwww.georgianc.on.ca/articula-
tions.

ESLについて
ジョージアン・カレッジでは英語を母国語としない留学生を対象
に進学希望の学生向けにEAP（大学進学準備プログラム）を提供
しています。1週間の授業は24時間で、7週間ごとに入学できます。
読解力、筆記力、会話力、リスニング力をバランスよく向上できるよ
うカリキュラムが組まれています。EAPのクラスを修了した学生は
TOEFLのスコアなしでジョージアン・カレッジの通常課程へ進学す
ることができます。また、奨学金申請も可能です。

留学生へ
ジョージアン・カレッジのエデュケーション＆トレーニングセンタ
ーでは、世界中から約450名の留学生を受け入れています。その
サポート内容は、寮やホームステイの手配（無料）、空港出迎え（無
料）、オリエンテーション、キャンパスや学校周辺の案内、カウンセ
リング、口座開設の手伝い、保険、ビザの手続きなど様々です。

入学条件
—	高校卒業資格
—	TOEFL	iBT	80
—	IELTS	6.0	(すべての項目で5.5未満でないこと)	/	ディプロマ
プログラム
—	ジョージアン・カレッジのEAP　レベル4を修了している場
合はIELTS	6.5	(すべての項目で6.0未満でないこと)	/	学士課程
および修士課程

上記いずれかの資格をお持ちの方は直接入学が可能です。申込
書はウェブサイトからダウンロードが可能です。www.georgianc.
on.ca

奨学金制度について
学業成績が優秀かつEAP修了者には奨学金制度の	申請が可	能で
す。詳しく知りたい方はメールにてお問い合わせくだい。
awards@georgianc.on.ca

在学生の声
“私は将来、観光業に携わりたいと思っています。授業と就学体験
を組み合わせたプログラムはとてもためになります。就職活動を
始める際に、Co-opプログラムでの経験はとても有利になると思い
ます。”ムライシ　チズコ（日本からの留学生）

Georgian 
College
● 所在地：バリー市（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

Georgian College
1 Georgian Drive, Barrie, ON 
Canada L4M 3X9
Tel: +1-705-728-1968
Fax: +1-705-722-5158
Website: www.georgianc.on.ca

Ontario
オンタリオ
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Public Schools

● 所在地：エドモントン市（アルバータ州）　● 教育機関の種類：公立高校
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Email: cea@gol.com
U R L : www.ceacanada.org
Mobile: http://m.ceacanada.org
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グランデ・プレーリーで英語を学ぶユニークな経験を楽しもう
グランデ・プレーリー・リージョナル・カレッジ(GPRC)は、ウォーキ
ング、サイクリング、クロスカントリースキーをするのに最適な山道
に隣接した美しいアーバンレイクに位置し、歴史的な建築デザイ
ンを維持したキャンパスで、質の高い教育およびスポーツプログ
ラムや文化交流の機会を提供します。毎年2,100人以上の学生が
大学進学に向けてのアカデミックプログラムおよびキャリアに焦
点を当てたビジネスプログラムを学んでいます。

グランデ・プレーリー市は、豊かな自然に囲まれた小さな都市で、
ハイキング、乗馬、カヌーなどのアウトドアを楽しむのにぴったりの
手付かずの広大な自然が残る地域であり、眺めのよいゴルフコー
ス、キャンプ場、スキー場	も多く点在しています。また、グランデ・プ
レーリー市はロッキー山脈の東側の斜面に沿ってジャスパー国立
公園やバンフ国立公園とも景色のよいハイウェイ一本でつながっ
ており、オーロラ鑑賞に最適です。

グランデ・プレーリーで英語を学ぶ利点： 
•	 キャンパス内でESLを学ぶのでカナダ人の学生と	
	 の交流がある	

•	 安全でサポート体制の整った環境	

•	 グランデ・プレーリーは	94%の人々が英語を話し、これは他の	
	 どの主要都市よりも高い割合！	

•	 学費とホームステイ費用が比較的安い	

•	 レベル6または7の学生にはカレッジコースの授業を聴講す	
	 る機会が与えられる	

•	 ESLを修了した学生はTOEFLのスコアや入学試験を受けずに	
	 カレッジへの入学が可能	

•	 学位取得を目的としてアルバータ大学への編入

フルタイム英語集中コース
•	 初級から上級まですべてのレベルに対応したクラス編成	

•	 週に25時間の教室での語学学習に加え、最新の語学ラボに	
	 おける4時間の自習をインストラクターが指導	

•	 少人数制のクラスのため学生一人一人に教師の指導が行き	
	 渡る(平均	1クラス学生12人)	

•	 4週間ごとに入学が可能でオリエンテーションが行われる	

•	 一年中を通してさまざまな国籍や文化をもつ学生で構成され	
	 る国際色豊かなクラス編成	

•	 会話・発音・アクセント・文法・読解力・リスニング・読み書きの	
	 クラス	

•	 毎月楽しいカナダの文化活動に参加

サポートが充実のホームステイプログラム
親切で温かいカナダのホストファミリーを通して英語を学びましょ
う！ホームステイ費用は月々600カナダドル、毎日3食付き	 、勉強す
るスペースのある個室が割り当てられます。カナダ到着後、ホーム
ステイコーディネーターが空港で学生の皆さんを出迎え、ホーム
ステイ先まで送り届ける空港ピックアップサービスを無料で行っ
ています。また、ホームステイコーディネーターはキャンパスに常
駐していますので、グランデ・プレーリー滞在中に困ったことや質
問がある際にはキャンパスで会ってお話しすることができます。

ビザの必要条件
カナダ国内において6カ月以内の就学であれば学生ビザは必要あ
りません。6カ月以上カナダで就学するためには学生ビザの取得
が必要になります。詳しくはカナダ大使館またはカナダ領事館に
お問い合わせください。またはカナダ市民権･移民省のウェブサイ
トを参考にしてください。	www.cic.gc.ca.	

ビザの必要条件
カナダ国内において6カ月以内の就学であれば学生ビザは必要あ
りません。6カ月以上カナダで就学するためには学生ビザの取得
が必要になります。詳しくはカナダ大使館またはカナダ領事館に
お問い合わせください。またはカナダ市民権･移民省のウェブサイ
トを参考にしてください。	www.cic.gc.ca.	

医療保険
グランデ・プレーリー・リージョナル・カレッジで学ぶには、学生は
必ず医療保険に加入しなければなりません。日本を発つ前に保険
加入をすることもできますし、カナダに到着してから学校を通して
保険に加入することもきます。

Grande Prairie 
Regional College

● 所在地：グランデ・プレーリー市（アルバータ州）　● 教育機関の種類： コミュニティー・カレッジ

学校詳細

Grande prairie regional college
0726-106 Avenue
Grande Prairie, AB 
Canada T8V-4C4 
Toll-Free: 1-888-539-4772
Fax: 1-780-539-2832
Website: www.gprc.ab.ca/

Alberta
アルバータ
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カナダの美しい首都オタワに位置するアシュバリー・カレッジ
は、13エーカーの敷地にキャンパスを構える寮制・通学制の共学
私立高校です。30カ国以上からの留学生100名を含む中学3年生
から高校3年生の515名の学生が在籍しています。

カナダの私立高校ランキングのトップ5に入っているアシュバリ
ー・カレッジは優れた学業に定評があり、大学進学率100%、卒業
生の第一志望大学決定率は85%以上です。また、毎年当校の卒業
生には300万ドルを超える奨学金が授与されています。

アシュバリー・カレッジの最大の強みは、優れた学業、親切で友好
的なコミュニティ、道徳面と精神面の発達、個人の成長、国際理解
です。少人数制のクラス、国内および国外で賞を獲得しているスポ
ーツ、アート、演劇、音楽、討論の学生チームは当校の誇りです。ま
た、教育熱心な教師陣のもと、カリキュラムの一環である70種類以
上のアクティビィティーを提供しています。

ジム&男子寮と女子寮ではそれぞれ50名の学生が生活しており、4
人の寮スタッフとその家族が隣接した建物で暮らしています。アシ
ュバリー・カレッジは学校の枠を超え、それは120名の職員と学生
にとってのホームであり温かいひとつのコミュニティです。最新の
設備を整えたアシュバリー・カレッジの寮はカナダ一の学生寮とし
て知られています。女子寮は2007年に男子寮は2009年に完成し、
北米で環境にやさしい建物の最優秀賞である	 -	 環境性能評価金
賞	-		を受賞しました。

Key Facts
•	 学生と教師の割合は9:1、クラスの平均サイズは17名、最大	
	 20名
•	 1976年カナダで初めてのインターナショナル・バカロレア加	
	 盟高校
•	 カナダで初めてそして世界では3番目に平和紛争プログラム	
	 を導入したインターナショナル・バカロレア加盟高校
•	 2003年にピース・キャンプを設立
•	 1982年から続く男女共学.
•	 1975年にカナダの若者たちの為のフォーラムを設立
•	 1891年創立、1910年に現在のキャンパスへ移転
•	 120	人の職員
•	 寄付金700万ドル、20%	の学生が奨学金を受け取っている
•	 アシュバリー・カレッジはキャンパスを地域社会のために	
	 開放し、地元のスポーツイベント、チャリティ、親睦会、国内会	
	 議、世界的に有名な人物やゲストスピーカーに講演の場を提	
	 供しています。
•	 卒業生には元首相、野党の元党首、ノーベル賞受賞者、ナショ	
	 ナル・ラジオの元司会者などの著名人を含む、優れた地域社	
	 会の指導者たちがいる。
•	 アシュバリー・カレッジの学生は、年間12,000以上の時間を	
	 コミュニティサービスに費やしており、チャリティやボランティ	
	 ア活動の分野で地域社会における先導的な役割を担って	
	 いる。
•	 清潔、安全で環境にやさしい学校、地域社会、都市
•	 首相や知事のいる連邦政府や各国の大使館へのアクセス.
•	 街の中心地、世界的に有名なガティノー公園、連邦政府議会、	
	 ユネスコ世界遺産に指定されている	リドー運河などから数分	
	 の場所に位置している。

アシュバリー・カレッジでは、ESL、科学、数学、ビジネス、体育、語
学、歴史、地理、英語などから幅広いコース選択が可能です。カナ
ダ国内のトップスクールの一つであるアシュバリー・カッレジの学
生は、すべての学習分野において卓越しており世界中の名門大学
へと進学します。

Ashbury 
College
● 所在地： オタワ市（オンタリオ州	）	　● 教育機関の種類： 私立高校

学校詳細

Ashbury College
362 Mariposa Avenue, Ottawa, 
ON, Canada K1M 0T3
Phone: 613.749.5954 
 Fax: 613.749.9724
Website: http://www.ashbury.on.ca/

Ontario
オンタリオ
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Niagara Christian
 Community of Schools 

ナイアガラ・クリスチャン・コミュニティ・オブ・スクールズ	 (NCC)は
1932年に創立され、20年近くもの間日本人の留学生を受け入れ
ており、福岡や東京の学校とパートナーシップを結び友好関係を
築いています。

ナイアガラ・クリスチャン・コミュニティ・オブ・スクールズは、ナイア
ガラ川沿いに位置し、ナイアガラの滝までは15分そしてトロントま
では1時間半という便利な位置に、美しく公園のようなキャンパス
を構えています。7年生から12年生の留学生は、第二言語である英
語で学校の授業を受け、単位を取得しています。なお、私たちは語
学力と学問的能力が等しいわけではないことは認識していますの
で、様々な角度からアプローチを行うことで英語の習得およびそ
の他の科目でも成功を収められるようにサポートしています。

NCCの語学学習プログラムが優れている理由
•	 英語学習と必須および選択科目の学業を中学校や高等学校	
	 から学び始めることが可能
•	 ESLプログラムには5つのレベルがあり、1学年度で2つのレベ	
	 ルを修了することが可能。	
•	 学生の英語学習の進み具合はインターナショナル部門のディ	
	 レクターにより定期的にチェック
•	 放課後のチューターを利用して弱点克服が可能。
•	 IELTSやTOEFLの英語試験対策サポートを提供。
•	 学生がよりよい学習環境の中で学ぶことを目的とした保護	
	 者、ESL教師、それぞれの教科の担当教師との定期的なコミュ	
	 ニケーション
•	 ESLの学生と、現地のカナダ人学生との交流
•	 異なる文化への適応と理解や習熟をサポートする構造的なシ	
	 ステム体制。		
	

NCCは個人指導を提供し、学問的、社交的、肉体的、精神的に可能
性を引き出し伸ばす総合的なカリキュラムを提供します。学生は、
適切な教員資格を持つ教師が熱意と愛情を持って指導に当たる
安全で配慮の行き届いた環境で成長することができます。
	
•	 少人数制クラス
•	 ワイヤレス環境の整ったキャンパスと優れた役員メンバー
•	 アドバンスト・プレースメント・コースを提供
•	 SATS	試験対策
•	 卒業時にオンタリオ州高等学校卒業証書(OSSD)が取得	
	 できる
•	 95%の卒業生が一流の大学やカレッジへ進学
•	 19カ国	から集まる留学生	

宿泊プログラムには、寮とホームステイを用意しています。寮には
住み込みの寮長が常駐し、キャンパス内にあるエアコン完備のモ
ダンな建物で生活をします。ホームステイはNCCによって厳選さ
れたホストファミリー	のみを紹介しています。寮生徒を対象とし
たリーダーシップ発達プログラムや精神的な指導力を育てるトレ
ーニングを通して、NCCの学生は規律を重んじる生活スタイルを
確立すること、また良識のある人格を身につけることを求められ
ます。

7月ESLサマーキャンプ 
NCCのサマーキャンプは、11歳～17歳のグループや個人が対象の
4週間プログラムで、オンタリオ州で最も優れたESLサマープログ
ラムのひとつです。大変貴重な価値あるプログラムを通して学力
面では素晴らしい結果をもたらし、最高のカナダ経験になるでしょ
う！

•	 リスニングとスピーキングの上達に焦点を置いた60時間の	
	 クラス	
•	 教員資格をもった熱心で親切な教師とスタッフ	による指導
•	 さまざまなアクティビティ：ナイアガラ・オン・ザ・レイクの小さ	
	 な街、ナイアガラの滝、地元の歴史深い場所などの観光地を	
	 訪問。キャンプファイヤー、カヌー、ハイキングなどカナダなら	
	 ではのアクティビティを体験。
•	 3泊のトロント小旅行：	 CNタワー、トロントの遊園地	 カナズ・	
	 ワンダーランド、メディーバル・タイムス、イートン・センター、	
	 ブルー・ジェイズの野球試合など
•	 キャンパス内の宿泊施設
•	 空港お出迎えおよびお見送りサービス
•	 医療保険

8月ESL単位取得コース 
ACEプログラムは、学年度が始まる直前にNCCで学びながら、生活
面および学業面で新しい環境に慣れ親しむことができ、カナダの
教育システムで学び始めてすぐにESL単位を取得する機会を提供
します。

•	 学年度が始まる前に資格を持つ熱心で親切な教師やスタッフ	
	 に会うことができる
•	 新学年が始まる前に英語を上達
•	 NCCキャンパスに馴染むことができる。
•	 3泊のトロント旅行を含む小旅行やアクティビティ
•	 空港お出迎えサービス

学校詳細

Niagara Christian Community of Schools
2619 Niagara Parkway, Fort Erie, 
Ontario L2A 5M4, Canada
Tel: 905.871.6980
Fax: 905.871.9260
Website: http://niagaracc.com/

● 所在地： フォート・エリー市（オンタリオ州）　● 教育機関の種類： 私立高校

Ontario
オンタリオ
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ピッカリング・カレッジへようこそ!

ピッカリング・カレッジ：小規模でアットホームな雰囲気の中でグロ
ーバルな視点を育てる 
ピッカリング・カレッジの誇りは、学生一人一人が強い帰属感を感
じることができ、夢を追いかけ、平和でより良い世界を築くために
大切な役割を果たしているのだという信念を共有できる環境を作
り上げたことです。

毎年、地元の地域社会から幼児～12年生の約300名の通学生、そ
して7年生～12年生のおよそ100名の留学生を北米各地、南アメ
リカ、ヨーロッパ、中東、アジアから寮生として受け入れています	。

ピッカリング・カレッジはオンタリオ州のニューマーケット（トロン
トのダウンタウンから車で約40分）に42エーカーの美しいキャン
パスを構え、1842年の創立以来168年以上の歴史を持つ共学の私
立高校です。ピッカリング・カレッジは小さい街だからこその美し
さ、安全さ、清潔さで、学生に最適の環境を提供します。また、人口
およそ300万人の近郊のトロントへは簡単にアクセスでき、都会的
な文化施設やスポーツ施設、ショッピングや劇場などを楽しむこと
も出来ます。

教師は、教室での授業やスポーツを通してまた地域社会や国際
社会のなかで、学生一人一人に応じた積極的な指導を行っていま
す。また、ノート型パソコンや最先端テクノロジーの導入に力を入
れており、学業、アート、メディア・アート、スポーツ、リーダーシップ
構築プログラム、課外活動などのユニークなプログラムを通して
学生は大学進学への準備を行います。教室以外でも地元のチャリ
ティや、中米の人権尊重プロジェクト、オンタリオ北部の犬ぞり遠
征でリーダーシップの育成やチーム作りを行うピッカリング・カレ
ッジの学生を目にするでしょう。当校の学生は倫理的で思いやり
をもって価値観に基づくリーダーとして世の中に貢献することが
奨励されています。	

オンタリオ州教育省の認可を受けている私立学校として、ピッカリ
ング・カレッジは州の中でもカナダ国内においても、リテラリー・コ
ンペティション、映画、ビジネス、スポーツの分野で特別な実績を
持つことで知られています。ピッカリング・カレッジは生徒が夢を
実現させ、優れた学力でまた成熟した一個人として当校を卒業で
きるよう、全力でサポートすることを約束します。大学進学率は

100%です。

卒業生の声を聞いてみてください。….
“世界中の国々からの人々とコミュニケーションを取り、お互いを学
び合い、楽しい思い出を作りたい。そんな方に私はピッカリング・
カレッジをお勧めします！”(タテマツ・ケイタロウ、日本、2009年卒
業)	

“ピッカリング・カレッジは親近感のある心地よいコミュニティーで
す。スタッフと生徒の距離が近くフレンドリーで仲が良く友達もす
ぐにできます。”	(アーロン・ネパール、カナダ、2010年卒業)

ピッカリング・カレッジは、学業、スポーツ、アート、課外活動、リー
ダーシップを通して学校生活に積極的に貢献を行う学生を募っ
ています。24時間監視体制の寮プログラム、週末アクティビティ、
教師が指導行う自習時間、夏期および年間を通して特別なESLサ
ポート、4カ月の特別カナダ体験プログラム、学校内の屋内スケ
ートリンク、フィギュアスケートのスペシャルプログラム、充実し
たスポーツ設備、乗馬プログラム、ラジオ放送局などを提供して
います。出願手続きに関しては以下のウェブサイトをご覧くださ
い。	 http://www.pickeringcollege.on.ca/NetCommunity/Page.
aspx?pid=236

Pickering 
College
● 所在地： ニューマーケット市（オンタリオ州）　● 教育機関の種類： 私立高校

学校詳細

Pickering College
16945 Bayview Avenue, Newmarket, 
Ontario, Canada L3Y 4X2
Tel: 905.895.1700 
Toll-free: 1.877.895.1700
Website: www.pickeringcollege.on.ca/NetCom-
munity/

Ontario
オンタリオ
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Stanstead 
College 

スタンステッド・カレッジは、1872年に創立され、寮制・通学制の
共学私立高校で7年生から12年生の男女の学生が学んでいます。
ケベック州のイースタン・タウンシップスとノーザン・バーモントの
美しい丘に囲まれた600エーカーの広大な敷地にキャンパスを構
え、学生は日々学び生活しています。学生は強いコミュニティ意識
を感じることで立派な若者へと成長し大学進学の準備をしていき
ます。

スタンステッド・カレッジはケベック州のスタンステッドの中心に
位置します。スタンステッド平原、ロックアイランド、ビービー平原
が1995年に合併され、かつては“3つの村“として知られていまし
た。スタンステッドの町は活気のある花こう岩産業で国際的に有
名で、またケベック州で最も美しい街のひとつとしても知られてい
ます。スタンステッド・カレッジはモントリオールから２時間以内、
ボストンからはたったの3時間の場所に位置し、近郊には北米東
部で最高のスキーがいくつか点在しています。

全体学生数は約200名で教師やスタッフと距離が近く密接に関わ
り合っています。スタンステッド・カレッジでは、基礎教育修了のケ
ベック州ディプロマを11年生で取得後、12年生の選択としてアド
バンスト・プレースメント（APコース）やオンタリオ	 州大学進学予
備プログラムの受講が可能です。また、ESLコースやサマーキャン
プにおいては第二言語としての英語コースおよびフランス語コー
スを提供しています。

学生の能力を最大限に引き出すというスタンステッド・カレッジの
公約はクラスルームに始まり、教師は経験に基づく学習、批判的思
考による論理的思考、問題解決能力、チームワークを高める機会
を提供します。また、少人数制クラスは学生一人一人に対する配
慮がきちんとなされ目の行き届いた教育を確実なものにしていま
す。当校の厳しいアカデミックプログラムは高い学力レベルを促
し、第一志望の大学への進学を可能にしています。

大学進学に向けての進路指導は、当校の進学指導チームが最適
な大学選択ができるよう学生をサポートします。スタンステッド・カ
レッジはニューイングランド基準協会(NEASC)によって認可を受
けているため、当校の卒業生はアメリカの大学やカレッジに進学
する資格を持ち、ハーバード大学、コーネル大学、ボードン大学、
ダートマス大学などに進学しています。

体系化されたアカデミックプログラムと私立のボーディングスクー
ルには欠かせないスポーツプログラムに加え、芸術、音楽、チェス、
フィットネス、週末のアクティビティ、特別なイベント、遠足や修学
旅行などを通して創造的に社交的に学生それぞれが自分自身を
表現できるさまざまな機会を提供しています。	

スタンステッド・カレッジで寮生活を送り学ぶことで、カナダ、アメ
リカ、メキシコ、台湾、韓国、日本、ドイツ、フランス、サンマルタン島
など世界中の国々からの学生と友情を築くことができます。

すべてのグレードにおける入学選考は、応募者との個人面接、推
薦状、統一テストに加え、学業の成績と今後の見込みが考慮され
決定されます。7年生～9年生の入学希望者はSLEPやTOEFLのスコ
ア提出は必要ありません。しかし、10年生と11年生の入学希望者
はTOEFL70以上のスコア、12年生入学希望者は80以上のスコアが
入学前に求められます。SLEPはTOEFLの基準と一致するように、10
年生～12年生の入学希望者は50から99の百分率で50以上のスコ
アが必要とされます。

可能であれば、応募者と保護者の方々にはキャンパス見学をお勧
めしています。スタンステッド・カレッジは年間を通して数多くの学
校見学会を実施しており、一晩滞在の手配も行っています。なお、
訪問者は事前のご予約をお願いしています。

学校詳細

Stanstead College
450 Dufferin Street, Stanstead, 
Quebec,Canada J0B 3E0
Tel: 819 876-2702
Fax: 819-876-5891
Website: www.stansteadcollege.com/

● 所在地： スタンステッド市（ケベック州）　● 教育機関の種類： 私立高校（７～１２年生）

Quebec
ケベック
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コモックス・バレーで学ぶメリット10！ 
1.	大部分の人々が英語を話す地域社会！英語を学ぶには	
	 最適な環境！！
2.	世界各国から人々を受け入れ、国籍や文化の違いを尊重。
3.	学生一人一人へ細かい配慮が行き届き、個人の要望に	
	 合わせたプログラム編成が可能！
4.	ESLプログラムを提供。単位を取得できるコースや補習	
	 クラスを追加料金無しで受講可能！
5.	スポーツ、屋外アクティビティ、美術・芸術などの	
	 スクールプログラムや地域プログラムに参加可能！
6.	“家族”の一員として、カナダならではの生活スタイルや文化	
	 に慣れ親しむ環境。
7.	安全、フレンドリーで現代的な温かいコミュニティー！
8.	毎年20カ国以上の国々からやってくる留学生。
9.	卒業生はカナダ国内、アメリカ、そして世界中の優れた	
	 大学へ進学。

ノース・アイランド・カレッジ大学への直接編入プログラムを提供。

カナダ人家族の一員になろう！
すべてのホストファミリーが教育委員長とホームステイ統括者の
監視下にあります。それぞれの学生はまるで本当の家族の一員に
なったかのような待遇を受けます。ホストファミリーは下記のよう
なサポートを提供します。	

•	 個人の希望や要望に見合ったホストファミリー
•	 ホスト宅では100%	英語環境
•	 家族行事への参加
•	 個室
•	 １日３食＋軽食
•	 インターネットアクセス
•	 授業時間以外のアクティビティや趣味に必要な送迎
•	 銀行手続き、アクティビティの申し込み、書類の記入などのお
手伝い

教育部門ランキング上位！
中学校・高校では、BC州で学ぶすべての学生と同様に、カリキュラ
ムに含まれるあらゆるコースに加え、ホッケー、ゴルフ、屋外教育、
観光などのコースも受講することができます。さらに、芸術、ビジ
ネス、メディア、貿易、体育の分野でも多くのコースを提供していま
す。

•	 カンバーランド中学校	(約200名)　	
•	 G.P.バニエ高校	(約1300名)			
•	 ハイランド高校	(約750名)　	
•	 レイク・トレイル中学校	(約300名)　	
•	 マーク	R	・イスフェルド高校	(約1000名)			

短期プログラム
コモックス・バレー教育委員会では、個人や団体の学生それぞれ
の要望に合わせた柔軟性あるプログラム編成が可能です。短期プ
ログラムの期間は2週間～8週間で、小学生のホームステイも受け
入れています。	

コモックス・バレー教育委員会は包括的なコースを希望する学生
が多い冬期プログラムを提供することが可能です。10人～14人の
小規模な団体学生に対しては、要望があれば文化交流を目的とし
たレクレーションやアクティビティの手配も可能ですので、教育委
員長までご連絡ください。	

コモックス・バレー教育委員会の夏期プログラムも人気の的です。
教育的な実習プログラムに基づく有意義なイベントを通して英語
を学習しますので、様々な形で地域社会と関わりを持つことができ
ます。イベントの翌日には必ず、そのイベントで学んだ内容を授業
で取り上げます。7月のプログラムにはより多くのアクティビティが
含まれ、8月は新学期開始に向けた準備に焦点を当てたカリキュ
ラムを提供しています。

Comox Valley School 
District #71
● 所在地： コモックス市	(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

School District #71 (Comox Valley) 
805 Willemar Avenue, Courtenay
British Columbia, Canada V9N 3L7
TEL：001-250-703-2904 
FAX：001-250-897-1496
HP：sd71.bc.ca/international

British
colombia

ブリティツシュ
コロンビア
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学校紹介：コキットラム教育委員会はブリティッシュ・コロン
ビア州の中で3番目に大きい教育委員会で、3万人に及ぶ学
生が学区内の66の学校に在籍しています。すべての学校で
最新の設備とテクノロジーを導入しており、最先端の学校施
設、ワイヤレスインターネット接続環境、一流のサイエンスラ
ボ、優れた研究基盤、留学生担当スタッフが常駐しています。	

	
-	創立：		1951年
-	ロケーション：	コキットラムは太平洋とフレーザー川に囲まれた
自然の豊かな地域で、バンクーバーのダウンタウンから車や電車
で30分ほどの場所に位置しています。
-留学生の比率：コキットラム教育委員会に在籍する留学生の割合
は全体学生数のわずか3％です。

ESLプログラムの詳細	 (該当する場合)	 :	 	英語を第二言語として学
ぶ学生に対して、経験豊富な資格を保持するESL専門教師が授業
を担当しています。		

特別プログラム：アドバンスト・プレイスメント（APコース）、国際バ
カロレア、サマーおよびウィンターキャンプ、TOEFL準備コース、オ
ンライン単位取得コース、KESL,	モンテッソーリ教育、TESOL

コキットラム教育委員会は質の高い教育で55年の実績を誇り、奨
学金制度もあります。コキットラム学区内の学校は、活気がある密
接な地域社会との関わりを楽しみ、図書館・コミュニティレクリエ
ーション、設備の整った運動施設、屋外のレクリエーションの機会
など生活と学びを培う豊かな資源に恵まれています。

年間費用：授業料12,000ドル、医療保険700ドル(留学フェアで入学
を決めた場合に限り申請費は免除)

Coquitlam 
School District

● 所在地： コキットラム市（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

Jean Wong, Program Coordinator
1100 Winslow Avenue,
 Coquitlam, BC, Canada, V3J 2G3
(604) 936-5769 phone (604) 939-6427 fax
Email:  jwong@sd43.bc.ca
Website:  www.internationaled.com

British
colombia

ブリティツシュ
コロンビア
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エドモントン・パブリック・スクールズ（EPS）はアルバータ州の州都
エドモントンの公立高校12校を管轄しています。エドモントン・パ
ブリック・スクールズは優れた教育プログラムに定評があります。
すべての学校において最先端の設備が整っており、優秀な教師、
カウンセラー、スタッフのもと、質の高い教育を提供しています。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ため、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(ISP)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。

エドモントン・パブリック・スクールズの留学プログラムは15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
英語力を身につけることができます。	

プログラム概要
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・科
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、独自のプログラムを設定することもできます。
エドモントン・パブリック・スクールズの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・大学への入学資格
が認められます。

英語を母国語としない学生のための英語コース(ESL)
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
語力を伸ばしたい学生に最適です。読み書き・リスニング・会話力
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。また、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。

国際バカロレア(IB)とアドバンスト・プレイスメント(AP)
成績優秀な学生には、国際バカロレアとアドバンスト・プレイスメ
ントのプログラムが用意されています。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。

ホームステイプログラム
ホームステイプログラムは、エドモントン・パブリック・スクールズ
で学んでいる学生のため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
学生は賃貸アパートに住むことも可能ですがホームステイの滞在
をお勧めします。

年間費用
留学生の年間費用には下記の項目が含まれます：

留学生プログラム申請費用		 	 	 $250
年間授業料	 	 	 	 	 $11,000
医療保険	 	 	 	 	 $400
バス定期代	(月々48ドル×10カ月分)	 	 	 $480
ホームステイ登録費用	 	 	 	 $750
緊急事態に備えた預け金	(利用がなかった際は全額返金)	 	
	 	 	 	 	 	 $500
ホームステイ代	(月々750ドル×10カ月分)	 	 $7,500

合計:	 	 	 	 	 	 $20,880

*	12歳未満の学生のホームステイ代は若干費用が異なります。詳
細はウェブサイトをご覧ください。

edmonton
public schools
● 所在地： エドモントン市（アルバータ州）　● 教育機関の種類： 公立高校

学校詳細

Edmonton Public Schools　
Centre for Education
One Kingsway
Edmonton, AB  T5H 4G9
Phone: (780) 429-8249
Fax: (780) 425-6405
http://internationalprograms.epsb.ca

Alberta
アルバータ
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The Lester B. Pearson School Board
Lester	B	Pearson教育委員会はカナダ、ケベック州で最も大きな教
育委員会であります。約3万人の学生が60の小学校、高校、専門学
校に在籍しています。Lester	B	Pearson教育委員会は留学生を歓
迎するシステムを提供し、彼らによって更なる豊かなカナダ教育を
向上させ、留学生達も穏やかなカナダ教育の中で、多くの事を学
ぶことができます。	

ロケーション
ダイナミックでコスモポリタンなモントリオール市内にあります。
人口は200万人の、親切で心温かい人達でよく知られています。多
くのモントリオールの人たちは英語とフランスが話せます。また、
モントリオール市は多種文化でもあります。更に、モントリオール
は一流の教育センターもあり、カナダとケベック文化、文学、そして
歴史的中心地でもあります。

インターナショナル　プロジェクト、サービス、アクティビティ
私たちの学校とコミュニティーは、長年にわたって様々な国から多
くの留学生を受け入れてきました。そして、留学生のニーズに答え
ながら様々なプログラムを提供しています。学区のそれぞれの高
校では幅広いカリキュラムを用意しています。生徒たちが、アカデ
ミック、アスレチック、リーダーシップや生徒会などに参加し、彼ら
の更なる向上を期待しています。	

International Studies Opportunities
•	 英語準備プログラム
•	 サマープログラム
•	 文化交流プログラム
•	 カスタムデザインプログラム
•	 ESL	(English	as	a	Second	Language)	とFSL	(French	as	a	Sec-
ond	Language)	の夜間週末プログラム	

Academic Fields of Study
•	 リーダーシップ	
•	 メディア学習
•	 工業技術
•	 スポーツ
•	 科学
•	 化学
•	 数学
•	 英語
•	 歴史

学生寮
希望によってはLester	B	Pearson教育委員会	International	Lan-
guage	Centre	の中にある管理人付き、宿泊施設に滞在できます。
生徒は個室を設けられます。レジデンスプログラムの管理人が食
事を用意し、洗濯の手助け、アクティビティの計画など、学生のお
世話をします。個々の部屋にはシングルベッド、たんす、机と椅子、
デスクランプ、ゴミ箱、ワイヤレスインターネットが使えるようにな
っています。他の生徒との共同リビングルームにはソファ、テレビ、
ロッカーなどがあります。安全に過ごせるように、施設は24時間警
備されています。

ホームステイ
生徒はホームステイファミリー宅に滞在することも出来ます。生徒
が安全、快適、そして積極的に文化交流できるように、ホストファミ
リーを強く望む人たち	 にお願いしています。生徒とホストファミリ
ーの共通の興味やアクティビティーを基にホームステイを決めて
いきます。私たちLester	 B	 Pearson	教育委員会は生徒の安全第一
を考え、ホストファミリーは慎重な審査の結果により決めていきま
す。

インターナショナル    ランゲージセンター
私たちのランゲージセンターはESL(English	as	a	Second	Lan-
guage)はもちろん、FSL(French	as	a	Second	Language)など、その
他にもさまざまな語学コースを初級、中級、上級のレベルで提供し
ています。これらのコースはもちろん留学生も参加ができ、夜間と
週末に授業が行われます。

学校の数と生徒の人数
この学区では合計65の学校とセンターがあり、約３万人の生徒が
小学校、高校、そして専門学校で学んでいます。

ユニークな特徴
Lester	B	Pearson教育委員会はカナダ、ケベック州で最も大きな語
学学校、教育委員会であります。

名前の由来
Lester	B	Pearson教育委員会の名前は、14代目カナダ首相（1963
－1986）、Lester	Bowles	Pearsonの名誉を称え付けられまし
た。Lester	 Bowles	 Pearsonは1957年ノーベル平和賞の受賞者で
もあります。

Lester B Pearson 
School Board

● 所在地： ドーバル市（ケベック州）　● 教育機関の種類： 公立高校

学校詳細

The Lester B. Pearson School Board
1925 Brookdale Ave.
Dorval, Quebec H9P 2Y7
Phone: 514-422-3000
http://www.lbpsb.qc.ca/eng/main.asp

Quebec
ケベック

•	 ジャーナリズム
•	 法律
•	 パブリック　スピーキング
•	 国際教育
•	 物理
•	 政治学
•	 倫理学
•	 フランス語
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ウエスタン教育委員会の留学生プログラム
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、ホストファミリー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。

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。

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
健学が必須科目です。選択科目では、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のため、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。

ホームステイプログラム
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。

Western 
School Division
● 所在地： モーデン市（マニトバ州）　● 教育機関の種類： 公立高校

学校詳細

Western School Division
Unit 4-75 Thornhill St.  Morden, 
MB, Canada  R6M 1P2 
Phone: 204 822-4448  
Fax: 204 822-4262 
Website: http://www.westernsd.mb.ca/

Manitoba
マニトバ
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インリングア・ビクトリアは、学生のあらゆるニーズを満たすため
に独自のカスタマイズされたプログラムを設定することができる
小規模ながら語学教育において専門性の高い学校です。新しい語
学を学ぶのがまったくの初心者からすでに流暢でさらに磨きをか
けたいという上級者にとっても、すべての語学レベルに対応した
総合的・徹底的・体系的で尚且つ楽しい・経験に基づいた・そして
心に残るようなプログラムをプロの講師の指導によって提供して
います。1クラスの学生数が25名以上の語学学校とは異なり、イン
リングア・ビクトリアでは最大6名の小人数制クラスを徹底してお
り、平均の学生数は一クラス3名～4名です。また、教師は学生の名
前だけではなく生徒ひとりひとりのニーズを把握しています。もち
ろん、プライベートレッスンも受け付けています。

インリングア・ビクトリアは、国際的に活躍するビジネスマンや会
社役員・大学生や高校生・10代の若者やさらに幼い子供やその家
族に、さまざまな種類の個々のニーズに特化したコースを提供し
ています。それは第一言語から生じる英語のクセをなくすコース
かもしれませんし、英語試験対策や大学入学の準備コース、スピ
ーキング、リーディング、リスニング、ライティングを向上させるため
のコースかもしれませんが、インリングア・ビクトリアは個人それ
ぞれの目標に合わせたプログラムを組み立てることができます。	

TOEFL,	TOEIC,	Cambridge	または	IELTS	を受験予定の学生に対し
て、熱心な教師がカスタマイズされた試験対策プログラムに従っ
て一歩一歩確実にサポートしていきます。

インリングア・ビクトリアは、ブリティッシュ・コロンビア州のビクト
リア市の中心に位置し、ハーバーの美しい景色を目にし、北米で
最も古い中華街を観光、また多くのショップやレストランが立ち並
ぶダウンタウンの中心から歩いてすぐです。	

ビクトリアはカナダで最も温暖な気候である都市として知られて
いますので、他のカナダの州と違って悪天候のため外出できずに
室内にこもりきりという可能性は限りなく低いです。世界的に有名
なブッチャート・ガーデンとバタフライ・ガーデンまではバス一本
で行くことができます。さらにホエール・ウオッチング、釣り、サイク
リング、ハイキング、バンジージャンプなどの屋外のアクティビティ
も盛んです。

住居手配
ビクトリアに滞在中、学生はホームステイという滞在方法を通して
地元のカナダ人と同じような生活を経験することができます。家族
の一員として受け入れられ一日3食の食事が提供されます。英語環
境で暮らせることも語学力の向上に大きく役立つでしょう。 

インリングア・ビクトリアの英語コース
アクセレイテッド・プロフェッショナル・プログラム	–	APP	言語を学
ぶ際に最も熟練した方法は個人指導です。インリングア・ビクトリ
アでは、教師が学生のスキルや学習期間を基に学生個々のニーズ
を考慮したレッスンをカスタマイズします。また柔軟性をもって学
生がそれぞれのペースで学べるように配慮しています。APPカリキ
ュラムは社会人向けに構成されたプログラムです。

クラッシュ・インテンシティ・プログラム	–	CIP	
プログラム名からも分かるように、これは集中型のコースで教室
内はもちろん教室外でも英語が話されるので、英語の理解を深め
る柔軟性に富むプログラムです。CIPはクラス内での授業のみなら
ず、教師と一緒にレストラン、マーケット、お店などに出掛けビクト
リアでの実生活を通して人との交流の中で生きた英語を学ぶこと
ができるため、言語に慣れ親しみまたそれを使いこなしていくうえ
で非常に効果的です。

グループ　クラス	
インリングア・ビクトリアでは、グループクラスの学生数が6名を超
えることはありません。この少人数制クラスはインリングア・ビクト
リアの最大の特徴です。また、教師は学生の名前だけでなく、学生
個々の目的とフォーカスを即座に把握します。学生は、それぞれの
語学レベルに適したクラスで受講できるようクラス分けが行われ、
教師は学生全員の「読む・書く・聞く・話す」の中心スキルが上がる
ように毎日チェックしています。

ティーン・サマー・プログラム
午前中の集中言語プログラムと午後や週末の文化活動やスポー
ツなどのアクティビティを組み合わせたコースで、最低2週間から
受講可能です。7月および8月に実施されます。	

inlingua 
Victoria 

● 所在地： ビクトリア市（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

Inlingua Victoria  
201- 754 Broughton Street, Victoria
B.C. Canada V8W 1E1
Phone: +1 250 480 5200 
Fax:     +1 250 480 5201 
Web: www.inlinguavictoria.ca

British
colombia

ブリティツシュ
コロンビア
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アッパー・マディソン・カレッジ(UMC)はトロントの北部に位置
し、2004年の創立以来専門性の高い英語コースに定評がありま
す。トロントは多文化都市として知られ人口構成も国際色豊かな
ので、学生はさまざまな異文化交流を通して新しい考え方や価値
観を学ぶことができます。観光地として有名なナイアガラの滝まで
は車で2時間以内です。トロントの気候は比較的心地よく、夏は気
温が高くても湿気がないドライな暑さなので、色々なイベントが目
白押しの毎日を楽しむには最適の気候です。冬は手軽にスキーや
スノーボードが楽しめます。	

ESLプログラムは少人数制クラスを徹底しています。初級と中級レ
ベルのESLとサーティフィケイトプログラムは英語の基礎力強化に
焦点を当て、上級レベルのクラスはリスニング、スピーキング、ライ
ティングの向上に力を入れています。アッパー・マディソン・カレッ
ジにはおよそ100名の学生が在籍しており日本人率はわずか5%
です。フレンドリーで親切なクラスメートに囲まれ物怖じすること
なく英語を話すことができるので友達もすぐにできます。そしてカ
ナダに到着してすぐにクラスメート、教師、スタッフから成る家族
ができたようにさえ感じます。

6つのレベルに分かれたESLプログラムに加え、ビジネス英
語、TESOL、TOEFL、カレッジや大学への進学準備コースなどの専
門的なプログラムを設けています。また、UMC独自の通訳翻訳コ
ースであるACEプログラム（アドバンスト・キャリア・イングリッシ
ュ）は、上級レベルの学生がバイリンガル訓練を通して英語力を向
上させるプログラムです。このコースでは、サイト・トランズレーシ
ョン、対話の書き取り、シャドーイングなどの口頭通訳のスキルを
学びます。したがって、正確に話すことや即座に返答することが可
能になり、スピーキングとリスニングの力が短時間で劇的に向上
します。コース修了時には、オンタリオ州移民局公認のコミュニテ
ィ通訳士の資格を取得することを目指していますので、ILISAT試験
対策を中心に実践的な翻訳・通訳の訓練を行います。今後のキャ
リアに活かすために、プログラム修了時には資格テストに挑戦す
るとよいでしょう。	
これらのプログラムで	認められたカリキュラムを修了した後は、カ
レッジ、大学、インターンシップ・プログラムへと進むことが可能で
す。	 また、UMCは英語を教える資格を持った有能な教師の指導の
もと、体系的なプログラムを提供しています。

そして、学生は英語プログラムとさまざまなアクティビティの両方
を通して英語を学ぶことができます。

UMCは学生にホームステイファミリーを紹介しています。異なる文
化を持つカナダ人ファミリーと生活することは、英語の上達や異文
化を体験するうえで最適な環境であり貴重な経験となるでしょう。
すべてのホストファミリーは厳重な審査を通過した安全で清潔で
親切なファミリーです。

また、セネカカレッジのホテルタイプの寮に滞在すことも可能で、
セネカカレッジの学生との共同生活になります。

カウンセラーが学生の抱えるさまざまな問題やキャリアカウンセ
リングを担当します。カナダに渡航前であっても、質問や問い合わ
せに対応し学生をサポートします。

Upper Madison 
College
● 所在地： トロント市（オンタリオ州）　● 教育機関の種類： 語学学校

学校詳細

Upper Madison College
5075 Yonge St. Suite 500 (5th Floor),
Toronto, Ontario M2N 5K1, Canada 
Tel: 416-512-1026
Fax: 416-512-0024
Website: www.umcollege.ca/

Ontario
オンタリオ




