
学校名：GEOS Languages Plus, Vancouver
所在地：322 Water St. Vancouver, BC, Canada, 

V6B1B6
開講日：毎週月曜日
レベル数：７（１レッスン４５分）
最低受講期間：１週間～
滞在方法：ホームステイ
おすすめコース：

●スタンダードコース
●大学進学準備（インテンシブ）コース
●英語+インターンシップ

コース内容

●パートタイムコース
●スタンダードコース
●インテンシブコース
●スタンダードコース/IELTS試験対策コース
●インテンシブコース/大学進学準備コース
●個人レッスン

GEOS, Vancouver

温和な気候と美しい風景の人気都市バンクーバー。GEOSバンクーバー校は、世界各国から旅行者が
集まるこの都市の中心部に位置します。公園での散歩や、夏はビーチ、冬はスキーリゾートと、どこへ行
くにもアクセスがよく、春夏秋冬、様々なアクティビティを楽しめます。

ブリティッシュコロンビア州バンクーバー

学校特色

GEOSは世界各国に校舎をもつ語学学校で、カナダ

には６つの校舎があります。少人数制のアットホーム
な雰囲気、フレンドリーな教師陣が特徴です。

バンクーバー校はギャスタウンの中心部に位置し、新
しくリノベーションされた文化遺産となるビルの中にあ
ります。様々なアトラクションが集結している街の中心
までも徒歩圏内で大変便利です。周りにはショップや
カフェ、レストランも多く、特にアジア系のレストランが
豊富なのも特徴です。長年の経験を有するスタッフそ
して講師陣が、生徒全員の英語学習を全面的にサ
ポートし、最大限の成果がでるよう導きます。生徒は
世界中から集まり、国際色豊かです。

https://www.google.co.jp/maps/place/GEOS+Language+Academy+Vancouver/@49.2843466,-123.1090693,18.54z/data=!4m7!1m4!3m3!1s0x54867186abbb5893:0xcdf5f400ee4719b5!2sGEOS+Language+Academy+Vancouver!3b1!3m1!1s0x54867186abbb5893:0xcdf5f400ee4719b5
https://www.google.co.jp/maps/place/GEOS+Language+Academy+Vancouver/@49.2843466,-123.1090693,18.54z/data=!4m7!1m4!3m3!1s0x54867186abbb5893:0xcdf5f400ee4719b5!2sGEOS+Language+Academy+Vancouver!3b1!3m1!1s0x54867186abbb5893:0xcdf5f400ee4719b5


学校名：Language Studies International, Vancouver
所在地：#101-808 Nelson Street,BC, V6Z 2H2
開講日：毎週月曜日
レベル数：７（１レッスン５０分）
最低受講期間：１週間～
滞在方法：ホームステイ・学生寮
おすすめコース：

●ジェネラルコース
●アカデミックコース
●ビジネス英語コース

コース内容

●ジェネラルコース
●ビジネス英語コース
●アカデミックコース
●英語+アクティビティ
●個人レッスン
●ジュニアコース
●ファミリーコース

LSI, Vancouver

温和な気候と美しい風景の人気都市バンクーバー。世界一美しいとして知られるこの街は、外国からの
観光客を魅了してやまない近代的な街でもあります。

ブリティッシュコロンビア州バンクーバー

学校特色

LSIは世界中の街に校舎を持つ語学学校です。それ
ぞれの校舎は街の中心にあり、観光や多彩な課外活
動が楽しめます。活発なコミュニケーションを中心とし
た授業と経験豊富な教師陣による行き届いたサポー
トで英語力の向上を実現します。

バンクーバー校は、ダウンタウンの近代的なオフィス
ビルの２階にあり、バス・シーバス・スカイトレインなど
の公共交通機関へのアクセスがとても良い場所です。

手頃な値段のレストランで食事をしたり、有名なカフェ
でリラックスしたりもバンクーバー校ならではの楽しみ
です。ビーチでの１日、世界レベルのプロチームのス
ポーツ観戦、ビクトリアやロッキー山脈への旅行も楽
しめます。

https://www.google.co.jp/maps/place/Language+Studies+International+-+LSI+Vancouver/@49.2798855,-123.1244603,17z/data=!4m7!1m4!3m3!1s0x548673d512fba423:0x225a30ad44340340!2sLanguage+Studies+International+-+LSI+Vancouver!3b1!3m1!1s0x548673d512fba423:0x225a30ad44340340


学校名：Global Village, Vancouver
所在地：888 Cambie Street, Vancouver, BC V6B P6
開講日：毎週月曜日
レベル数：８（１レッスン５０分）
最低受講期間：１週間～
滞在方法：ホームステイ・レジデンス
おすすめコース：

●一般英語
●アカデミック英語
●IELTS・ケンブリッジ英検対策

コース内容
●一般英語
●ビジネス英語
●アカデミック英語
●IELTS・ケンブリッジ・TOEFL英検対策
●大学進学準備
●英語＋ホッケー/自然野生動物保護/クライミング
●プライベートレッスン
●ティーンアクティビティ

Global Village, Vancouver

カナダ第三の都市バンクーバーは、カナダ西海岸に面した美しい都市で、カナダの重要な海港です。美
しい自然、リラックスした雰囲気、フレンドリーな人々が魅力の都市です。バンクーバー市の人口は約60
万人、グレーターバンクーバー全体では230万人の人々が生活しています。世界中から移り住んできた
人々が、バンクーバーを「ホームタウン」とし、国際都市を形成しています。世界で暮らしやすい都市ラン
キングでは常にランクインする街です。

ブリティッシュコロンビア州バンクーバー

学校特色

•Global Villageは、1989年に設立されカナダでも大

規模な語学学校の一つです。トロントの他に、ビクトリ
ア・バンクーバー・カルガリーに校舎があります。

•活気にあふれた都市バンクーバーは、ブリティシュ・
コロンビア州のビジネスと文化の中心地。三方を雄大
な山で囲まれ、モダンな高層ビルが立ち並ぶ港街は、
清潔で美しく、カナダのゲートシティーとして世界中の
人々が訪れます。カナダでも大規模な私立語学学校
で知られるGVバンクーバー校は、ギャスタウンとイエ
ールタウンに2つのキャンパスを持ちます。キャンパス
に足を踏み入れた瞬間が、『ふれあいと学び』のスタ
ートであり、国際色豊かな環境で学生を迎え入れます
。生涯忘れ得ない素晴らしい体験を、バンクーバー校
と分かち合ってください。

https://www.google.co.jp/maps/place/Global+Village+English+Centres+-+GV+Vancouver/@49.2776198,-123.1162787,16.67z/data=!4m7!1m4!3m3!1s0x5486717d96f7d497:0xa5f490243cba45c9!2zODg4IENhbWJpZSBTdCwgVmFuY291dmVyLCBCQyBWNkIgMlA0IOOCq-ODiuODgA!3b1!3m1!1s0x0000000000000000:0xbd686559a5c545f8


学校名：Kaplan, Vancouver
所在地：Suite 300755 BurrardStreetVancouver, BC
レベル数：６（１レッスン４５分）
最低受講期間：２週間～
滞在方法：ホームステイ・レジデンス
おすすめコース：

●インテンシブ英語
●ジェネラル英語
●バケーション英語

コース内容

●インテンシブ英語
●ジェネラル英語
●バケーション英語
●インテンシブアカデミックイヤー（９ヶ月）
●インテンシブアカデミックセメスター（５/６ヶ月）
●ジェネラルアカデミックイヤー（９ヶ月）
●ジェネラルアカデミックセメスター（５/６ヶ月）
●TOEFL・IELTS・ケンブリッジ英検対策
●牧場滞在コース
●短期職業体験コース
●大学ファンデーションコース

Kaplan, Vancouver

世界の暮らしやすい街のひとつとして常に選ばれるバンクーバーは、ノースショアマウンテンとパシフィッ
クオーシャンに囲まれたダイナミックでモダンな都市です。午前中にスキー、午後は海でセイリング、夜
にはナイトライフを楽しめます。

ブリティッシュコロンビア州バンクーバー

学校特色

カプランでは、テキストだけでなく、Eラーニングやオン
ライン教材を取り入れ、独自に開発した教材を組み合
わせた英語学習カリキュラムを提供しています。２週
間単位で構成されたカリキュラムを通して、短期から
長期にわたる学習により英語スキルの向上と学習効
果を実感できます。

バンクーバー校はバンクーバー中心部、歓楽街であ
るロブソンストリートにも近い場所に校舎を構えていま
す。周辺は映画館・レストラン・カフェ・バーなどの娯楽
施設だけでなく、美術館などの文化施設もあり便利で
す。カプラン・バンクーバー校では、パソコンが兼ね備
えられたスタディセンターも完備されています。図書室
や学生ラウンジもあり、学習環境や生徒との交流の
場にもなっています。アクティビティも頻繁に実施され、
スケートやホッケー観戦へ行ったり、ビクトリアへの小
旅行などが企画されています。

https://www.google.co.jp/maps/place/Kaplan+-+Vancouver/@49.2842556,-123.122553,17z/data=!4m7!1m4!3m3!1s0x5486718034edd41b:0x3930c3cb82fb7b99!2zMzAwLCA3NTUgQnVycmFyZCBTdCwgVmFuY291dmVyLCBCQyBWNlogMVg2IOOCq-ODiuODgA!3b1!3m1!1s0x0000000000000000:0x2bbb4d20fcc3bbef


学校名：GEOS Languages Plus, Victoria
所在地：225-1207 Douglas Street,Victoria, BC
開講日：毎週月曜日
レベル数：７（１レッスン４５分）
最低受講期間：２週間～
滞在方法：ホームステイ
おすすめコース：

●スタンダードコース/IELTS試験対策コース
●インテンシブコース/大学進学準備コース
●個人レッスン

コース内容

●パートタイムコース
●スタンダードコース
●インテンシブコース
●スーパーインテンシブコース
●スタンダードコース/IELTS試験対策コース
●インテンシブコース/大学進学準備コース
●個人レッスン

GEOS, Victoria

ブリティッシュコロンビア州の州都であるビクトリアは、由緒ある伝統的な街。温かい人々がのどかに暮
らしています。英国植民地時代の影響が色濃く残り、ヨーロッパ風の街並みが広がります。落ち着いた
静かな環境で学生にとっても魅力的な街です。

ブリティッシュコロンビア州ビクトリア

学校特色

•GEOSは世界各国に校舎をもつ語学学校で、カナダ

には６つの校舎があります。少人数制のアットホーム
な雰囲気、フレンドリーな教師陣が特徴です。

•ビクトリア校はダウンタウン中心のメインストリート、
ダグラス通り沿いの歴史的建造物の中にあります。
学校の近くにはショッピングモール、レストランなどが
あり、インナーハーバーまで徒歩５分。レストランやバ
ーではミュージシャンによるパフォーマンスで観光客、
学生、住民たちが賑わっています。有名なフェアモント
・エンプレス・ホテルやロイヤル・ブリティッシュ・コロン
ビア博物館、州議事堂などの観光名所が徒歩圏内に
あり、バス停も学校のすぐ前にあるのでどこへいくの
も便利です。

https://www.google.co.jp/maps/place/GEOS+Languages+Plus+Victoria/@48.4254501,-123.3646705,14z/data=!4m2!3m1!1s0x548f74854899245d:0xacc662e5bbc15492


学校名：Global Village, Victoria
所在地：1290 Broad Street, Victoria, BCV8W 2A5
開講日：毎週月曜日
レベル数：８（１レッスン５０分）
最低受講期間：１週間～
滞在方法：ホームステイ・レジデンス
おすすめコース：

●ビジネス英語
●アカデミック英語
●IELTS・ケンブリッジ英検対策

コース内容

●ビジネス英語
●IELTS・ケンブリッジ英検対策
●アカデミック英語
●英語＋ヨガ/ファームステイ/ボランティア
●ティーンアクティビティ

Global Village, Victoria

ブリティッシュコロンビア州の州都であるビクトリアは、１９世紀に英国植民地が建設された影響で、今なおイギリス
文化や習慣が色濃く残る街です。素晴らしいガーデンが数々あり、春先から晩秋にかけて色鮮やかな花が咲き乱
れます。温暖な気候も魅力です。

ブリティッシュコロンビア州ビクトリア

学校特色

•Global Villageは、1989年に設立されカナダでも大

規模な語学学校の一つです。ビクトリアの他に、トロン
ト・バンクーバー・カルガリーに校舎があります。

•ビクトリアは安全性が高く、人々は社会や環境に対し
て高い意識を持っています。GVビクトリア校は中心地
のショッピングモールやレストラン、美しい内港から歩
いてすぐの場所にあります。温暖な気候から、ホエー
ルウォッチング、ハイキング、サイクリングなどが１年
中楽しめます。その他、バンクーバー観光やロッキー
マウンテンツアーなども提供されています。アクティビ
ティに積極的に参加することで、新しい友達を作ったり
、楽しくリラックスした雰囲気の中で英語を学ぶことが
できます。

https://www.google.co.jp/maps/place/Global+Village+English+Centres+-+GV+Victoria/@48.4258088,-123.3668909,16z/data=!4m2!3m1!1s0x0000000000000000:0x4847d0bd4aa3c5bf


学校名：GEOS Languages Plus, Calgary
所在地：1040 7 Avenue Southwest, Calgary, Alberta

T2P 3G9
開講日：毎週月曜日
レベル数：７（１レッスン４５分）
最低受講期間：２週間～
滞在方法：ホームステイ
おすすめコース：

●スタンダードコース/IELTS試験対策コース
●インテンシブコース/大学進学準備コース
●個人レッスン

コース内容

●パートタイムコース
●スタンダードコース
●インテンシブコース
●スーパーインテンシブコース
●スタンダードコース/IELTS試験対策コース
●インテンシブコース/大学進学準備コース
●個人レッスン

GEOS, Calgary

カルガリーは、アルバータ州最大の都市。ロッキー山脈にほど近い落ち着いた自然の美しい環境の中
で、温かい人々に囲まれて学ぶことができます。冬はスキーやスノーボード、夏はラフティングや山登り
を満喫できます。

アルバータ州カルガリー

学校特色

GEOSは世界各国に校舎をもつ語学学校で、カナダには６

つの校舎があります。少人数制のアットホームな雰囲気、
フレンドリーな教師陣が特徴です。

カルガリー校はダウンタウンの中心、食事や買い物にも困
らない、便利な環境に位置します。自然が好きな方はロッ
キーマウンテン、文化に興味がある方は博物館など、満喫
できるスポットがたくさんあります。世界中から観光客が集
まるロデオ大会でカウボーイ精神を体感できるのも魅力で
す。

https://www.google.co.jp/maps/place/Global+Village+English+Centres+-+GV+Victoria/@48.4258088,-123.3668909,16z/data=!4m2!3m1!1s0x0000000000000000:0x4847d0bd4aa3c5bf
https://www.google.co.jp/maps/place/Global+Village+English+Centres+-+GV+Victoria/@48.4258088,-123.3668909,16z/data=!4m2!3m1!1s0x0000000000000000:0x4847d0bd4aa3c5bf


学校名：Global Village, Calgary
所在地：515 1 St SECalgary,ABT2G 2G6
開講日：毎週月曜日
レベル数：８（１レッスン５０分）
最低受講期間：１週間～
滞在方法：ホームステイ・レジデンス
おすすめコース：

●一般英語
●アカデミック英語
●IELTS・ケンブリッジ英検対策

コース内容
●一般英語
●ビジネス英語
●IELTS・ケンブリッジ・対策
●アカデミック英語
●英語＋ウィンタースポーツ/ファームステイ
●プライベートレッスン
●ティーンアクティビティ

Global Village, Calgary

カルガリーは、アルバータ州最大の都市。治安も良くフレンドリーな若者であふれる活気ある街です。カ
ナダ有数の世界都市としてしられるカルガリーは、生活水準が高く、寛容で他を受け入れる土地である
ことから、留学生にとっても過ごしやすい環境です。気候もよく、年間３００日以上は晴天に恵まれます。

アルバータ州カルガリー

学校特色

Global Villageは、1989年に設立されカナダでも大規
模な語学学校の一つです。カルガリーの他に、トロン
ト、ビクトリア、バンクーバーに校舎があります。

GVカルガリー校は、アール・デコ調とモダン・カナダの
温かさが組み合わさった雰囲気いっぱいの校舎に最
新の設備が整っています。５０以上の国から生徒が集
まり、インターナショナルな環境を形成しています。一
般英語の中級レベルには、２８歳以上の受講者のみ
のクラスも開講されています。

ロッキー山脈への旅行や、その他様々な楽しいアク
ティビティも定期的に提供されています。

https://www.google.co.jp/maps/place/Global+Village+English+Centres+-+GV+Calgary/@51.0478452,-114.0606477,16z/data=!4m2!3m1!1s0x0000000000000000:0x9cc73bd0bfcda8bf


学校名：GEOS Languages Plus, Toronto
所在地：59 Adelaide St. East. Toronto, Canada M5C 1K6
開講日：毎週月曜日
レベル数：７（１レッスン４５分）
最低受講期間：２週間～
滞在方法：ホームステイ
おすすめコース：

●スタンダードコース/IELTS・TOEFL試験対策コース
●インテンシブコース/大学進学準備コース
●個人レッスン

コース内容

●パートタイムコース
●スタンダードコース
●インテンシブコース
●スタンダードコース/IELTS・TOEFL試験対策コース
●インテンシブコース/大学進学準備コース
●個人レッスン

GEOS, Toronto

カナダ最大の商業都市トロント。人口５００万人、多国籍文化が特徴のこの街は、人口の４０％が少数民
族というモザイク国家カナダの代表都市。GEOSトロント校は、ダウンタウンの中心、ショッピングセン
ターまで徒歩1分の便利な立地にあります。

オンタリオ州トロント

学校特色

GEOSは世界各国に校舎をもつ語学学校で、カナダには６

つの校舎があります。少人数制のアットホームな雰囲気、
フレンドリーな教師陣が特徴です。

トロント校はダウンタウンの中心に位置し、地下鉄のキン
グ・サブウェイ駅から数分の距離にあります。CNタワーな

どの有名な観光名所からも近く、都会ならではの交通機関
の便利さを利用し、どこへでも簡単にアクセスできます。ま
た、学校から２ブロック先にあるヤングストリートは世界一
長い道としてギネスブックにも載っています。イートン・セン
ター、エアカナダ・センター、ハーバーフロントへも徒歩で行
くことができます。またスポーツやミュージカル、コンサート
などを楽しむこともできます。

https://www.google.co.jp/maps/place/GEOS+Languages+Plus+Toronto/@43.6520579,-79.3781968,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0000000000000000:0x38bd54a4c44ba511


学校名：Language Studies International, Toronto
所在地：1055 Yonge St. Suite #210ON M4W 2L2
開講日：毎週月曜日
レベル数：７（１レッスン５０分）
最低受講期間：１週間～
滞在方法：ホームステイ・学生寮・レジデンス
おすすめコース：

●ジェネラルコース
●アカデミックコース
●ビジネス英語コース

コース内容
●ジェネラルコース
●ビジネス英語コース
●アカデミックコース
●英語+アクティビティ
●個人レッスン
●ジュニアコース
●ファミリーコース

LSI, Toronto

カナダ最大の商業都市トロント。人口５００万人、多国籍文化が特徴のこの街は、人口の４０％が少数民
族というモザイク国家カナダの代表都市。LSIトロント校は、美しい住宅街ローズデール地区にあり、地
下鉄駅も近くトロント探索にも便利です。

学校特色

LSIは世界中の街に校舎を持つ語学学校です。それ
ぞれの校舎は街の中心にあり、観光や多彩な課外活
動が楽しめます。活発なコミュニケーションを中心とし
た授業と経験豊富な教師陣による行き届いたサポー
トで英語力の向上を実現します。

トロント校は、街中心のローズデール地区に位置し、
吹き抜けの中庭があるビルの２階と３階が校舎になっ
ています。地下鉄駅も近いので、カナダ最大の都市ト
ロントを探索するのにも便利です。夏はピクニック、冬
はスケート、ナイアガラの滝観光は年間を通して楽し
むことができます。そのほか歴史的名所巡り、美しい
公園散策、夏のメジャーリーグ観戦も楽しめます。

オンタリオ州トロント

https://www.google.co.jp/maps/place/Language+Studies+International+-+LSI+Toronto/@43.6780909,-79.3895882,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0000000000000000:0x171be2e59b8f6396


学校名：Global Village, Toronto
所在地：180 Bloor Street West, Toronto, ON M5S 2V6
開講日：毎週月曜日
レベル数：８（１レッスン５０分）
最低受講期間：１週間～
滞在方法：ホームステイ・レジデンス
おすすめコース：

●ビジネス英語
●アカデミック英語
●IELTS・ケンブリッジ英検対策

コース内容
●ビジネス英語
●アカデミック英語
●IELTS・ケンブリッジ英検対策
●大学進学準備
●英語＋ホッケー/テニス/ゴルフ/フラワーデザイン
ベイキング/ダンス/ボランティア

●ジュニアサマー
●親子留学
●ウィンターアクティビティ

Global Village, Toronto

オンタリオ州の州都であるトロントは、メキシコシティー、ニューヨーク、ロサンゼルス、シカゴに続く、北米
5番目、そしてカナダ一の大都市です。世界中から民族が集まる世界有数の多文化都市であり、80以上
の民族が暮らし、100以上の言語が話されています。それぞれの民族がその個性豊かな文化や伝統を
守りながら共存しています。

学校特色

Global Villageは、1989年に設立されカナダでも大規
模な語学学校の一つです。トロントの他に、ビクトリ
ア・バンクーバー・カルガリーに校舎があります。

トロント校はトロント中心部Bloor Streetにあるビルの
フロアを教室として使用しています。授業
（Academics)、滞在(Accommodation)、アクティビ
ティ(Activity)の３つを一体としてサポートしていくこと
で、生徒の満足が高まるというポリシーのもと、最高レ
ベルの授業、ケアの行き届いた滞在先（ホームステ
イ）、楽しく学べるアクティビティと充実しています。

オンタリオ州トロント

https://www.google.co.jp/maps/place/Language+Studies+International+-+LSI+Toronto/@43.6780909,-79.3895882,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0000000000000000:0x171be2e59b8f6396


学校名：Kaplan, Toronto
所在地：Suite 700, 55 York Street Toronto, Ontario
レベル数：６（１レッスン４５分）
最低受講期間：２週間～
滞在方法：ホームステイ・レジデンス
おすすめコース：

●インテンシブ英語
●ジェネラル英語
●バケーション英語

コース内容
●インテンシブ英語
●ジェネラル英語
●バケーション英語
●インテンシブアカデミックイヤー（９ヶ月）
●インテンシブアカデミックセメスター（５/６ヶ月）
●ジェネラルアカデミックイヤー（９ヶ月）
●ジェネラルアカデミックセメスター（５/６ヶ月）
●TOEFL・IELTS・ケンブリッジ英検対策
●牧場滞在コース
●短期職業体験コース
●大学ファンデーションコース

Kaplan, Toronto

ブルージェイズの野球観戦、ハーバーフロントパークで散歩、美しい建造物、CNタワーからの眺望。カナダの文化、
エンターテインメント、金融の中心地であるトロントは、留学に最適な都市です。

オンタリオ州トロント

学校特色

カプランでは、テキストだけでなく、Eラーニングやオン
ライン教材を取り入れ、独自に開発した教材を組み合
わせた英語学習カリキュラムを提供しています。２週
間単位で構成されたカリキュラムを通して、短期から
長期にわたる学習により英語スキルの向上と学習効
果を実感できます。

トロント校はトロント中心部のメインターミナルである
ユニオン駅から徒歩数分のエリアに位置します。地下
鉄の駅も近く、交通の便はトロントでもっとも良いエリ
アの一つともいえます。周辺は映画館・レストラン・カ
フェ・バーなどの娯楽施設だけでなく、美術館などの
文化施設もたくさんあり便利な場所です。パソコンが
兼ね備えられたスタディセンターも完備されています。
図書室や学生ラウンジもあり、学習環境や生徒との
交流の場にもなっています。アクティビティも頻繁に実
施され、野球観戦やホッケー観戦へ行ったり、トロント
ではおなじみのナイアガラの滝への小旅行など企画
されています。

https://www.google.co.jp/maps/place/Kaplan+-+Toronto/@43.6478677,-79.3864909,13z/data=!4m7!1m4!3m3!1s0x882b34d3047db961:0x64cd12bca5a65635!2zNTUgWW9yayBTdCwgVG9yb250bywgT04gTTVKIDFSNyDjgqvjg4rjg4A!3b1!3m1!1s0x0000000000000000:0xb8a5e8f4a958c435


学校名：GEOS Languages Plus, Montreal
所在地：1350 SherbrookeOuest, Montreal, QC
開講日：毎週月曜日
レベル数：７（１レッスン４５分）
最低受講期間：２週間～
滞在方法：ホームステイ
おすすめコース：

●スタンダードコース/IELTS試験対策コース
●インテンシブコース/大学進学準備コース
●個人レッスン

コース内容

●パートタイムコース
●スタンダードコース
●インテンシブコース
●スタンダードコース/IELTS試験対策コース
●インテンシブコース/大学進学準備コース
●個人レッスン

GEOS, Montreal

ケベック州最大の都市モントリオールは、カナダでも２番目に大きい都市であり、２つの文化が共存する
バイリンガル都市です。洗練された美しい街としても知られています。ヨーロッパの文化、建築、美しい自
然、国際的なお祭りで観光客を魅了しています。

ケベック州モントリオール

学校特色

GEOSは世界各国に校舎をもつ語学学校で、カナダには６

つの校舎があります。少人数制のアットホームな雰囲気、
フレンドリーな教師陣が特徴です。

モントリオール校は、ダウンタウンの中心に位置するシャー
ブルック通りとクレセント通りの角にあります。重厚な歴史
的建造物や豪華なレジデンスが建ち並び、バー、レストラン、
カフェも多くあります。また留学中は、多くの外国人と出会
い、フランス語を耳にすることも多くあるでしょう。２つの言
語が街中に浸透している環境は世界でも珍しいものです。

https://www.google.co.jp/maps/place/GEOS+Languages+Plus+Montreal/@45.4995186,-73.5803274,16z/data=!4m7!1m4!3m3!1s0x4cc91a4040ac13a1:0x478ea878f7726407!2zMTM1MCBSdWUgU2hlcmJyb29rZSBPLCBNb250csOpYWwsIFFDIEgzRyAxSjEg44Kr44OK44OA!3b1!3m1!1s0x0000000000000000:0x9417c21009a2a40f


学校名：International Language School of Canada,
Montreal

所在地：410 Rue St-NicolasSuite300Montréal
開講日：毎週月曜日
レベル数：１１（１レッスン５０分）
最低受講期間：４週間～
滞在方法：ホームステイ・レジデンス
おすすめコース：

●インテンシブ/フルタイム
●パートタイム

コース内容

●インテンシブ/フルタイム
●インテンシブ/パートタイム

ILSC, Montreal

ケベック州最大の都市モントリオールは、カナダでも２番目に大きい都市であり、２つの文化が共存するバイリンガル都市です。
夏はピクニックやサイクリング、映画祭にスポーツ祭と見所がたくさんあります。冬にはスケートやスキー、スノーボードなど、年
間を通して飽きることはありません。

ケベック州モントリオール

学校特色

ILSCは、1991年創設、これまで数千人もの生徒を受け入れ

てきているカナダ最大の語学学校として国際的に高い評価
を得ています。生徒は毎セッションの最終週に、担当の講師
と面談を行い、次セッションのクラスやレベルについて話し
合って決めていきます。日本人カウンセラーをはじめ、各主
要言語国のカウンセラーが常時勤務し、各母国語によるサ
ポートを行っております。このカウンセリングサービスにより、
生徒の学習面、または生活面において留学生活をサポート
しております。また、国籍制限を設けており、学生比率があ
る一定の国籍に偏る事がありません。このポリシーにより、
ILSCの生徒は世界30カ国以上から集まった生徒により構成
されており、大変国際色豊かな学校となっています。

https://www.google.co.jp/maps/place/International+Language+School+of+Canada/@45.5027821,-73.5568209,15z/data=!4m2!3m1!1s0x4cc91a59ad18b559:0x58b5fbd4f5bf4f17

