
 今年こそカナダ留学!
集中英語コース&プログラム

JAPANESE



カルガリー
バンフ

バンクーバー

トロント

シアトル

ニューヨーク

カナダ

アメリカ

English Language Program 
(ELP) を体験しよう

春期冬期
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

	 セメスター/ACC
語学	&	文化コース	
短期集中プログラム

IELTS

近代的なキャンパスで、外国語としての英語教育を専門とする優秀な講師陣から 
英語を学ぼう！当プログラムは生徒さんのスキルや英語レベルに関わらず、 
それぞれの学習目標を達成できるようにデザインされています。
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夏期 秋期
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

 

大学図書館の利用

語学＆文化コース 
2 週間15

ページ

アカデミック英語

ELPプログラムとコース

オプショナル試験対策 

ホームステイ

アカデミック・ 
コミュニケーション
Certificateプログラム	 
13 週間  

19

11

 

教科書・ 
プリント教材

 

質の高い授業

 

緊急医療保険**

 

世界中から集まる 
やる気のある 
クラスメート

 

ワールドクラス 
の大学施設

 

英語能力テスト 
による正確な
レベル分け

 

経験豊かで 
フレンドリーな 

スタッフ

 

少人数制クラス 
 (平均16人)

 

成績表・出席証書

 

大学内での
WiFiの利用

 

レクリエーション 
施設の利用

 

交流イベント

卓越した学習環境
当プログラムが選ばれる理由:

ページ

ページ

総合英語（ESL）

セメスター・ 
プログラム	 
13 週間

9
ページ

短期集中プログラム	 
4/5 週間13

ページ

アクティビティ・
プログラム17

ページ
IELTS	 TOEIC 
8 週間 10 週間 16

ページ

*8週間以上のコースのみ対象。春期の定期券は5月1日から有効。 
**留学生のみ

 

大学内の 
コンピューターの 

利用

 

公共交通機関 
Cトレイン・ 

バスの定期券*

コストパフォーマンス
学費には以下のものが含まれます:
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カルガリーへようこそ!
カルガリー大学はカナダで4番目に大きな都市、カルガリー市 
の中心部に位置し、美しいアルバータの自然に囲まれ、 
アウトドア、ショッピング、芸術や文化を満喫できます。 
当プログラムは大学キャンパス内外での刺激的な学習機会を
通して、皆さんに素晴らしい国際体験を提供します。

写真提供： 
Tourism	Calgary
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カナダで一番 
晴れの日が多い都市  

年間333日以上が晴天

北米最大級の 
室内型歩道橋を保有

バンフ国立公園と 
ワールドクラスの 

スキーリゾート地まで 
1時間

北米で最も充実した 
遊歩道とサイクリング 

ロードを誇る

カナダ国立音楽堂 
の所在地

世界的な恐竜発掘 
の地、ドラムヘラー 

まで1.5 時間

カナダで4番目に 
大きな都市

カナダで3番目に 
教育水準が高い都市

カナダで最も 
若年人口の多い都市  

(中央値 36歳)

カナダで3番目に 
多様性に満ちた都市

世界で4番目に 
住みやすい都市

安全、清潔、フレン 
ドリーな都市で、 

ウェスタン・ホスピ
タリティでも有名

国際空港は街の中心部 
からわずか20分

世界的に有名な 
カルガリ ー・スタン 

ピードの開催地

カナディアンロッキー
最大の国立公園 
ジャスパーまで  

4.5 時間

No.4 No.3 No.1

No.3 No.4
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カルガリー大学で学ぼう!
カルガリー大学は重厚な大学の伝統と、カルガリーの溢れる
エネルギーと多様性が調和した、国内でもトップクラスの 
研究が盛んな大学です。
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 1

国内の大学研究機関 
ランキングで 

トップ10に入る 
研究が盛んな大学

世界トップ 
200大学の一つ

在籍学生総数
３万人以上

世界クラスの施設
を完備した、213
ヘクタールの近代
的なキャンパス

卒業生の就職率91％ 
うち77％は専攻に 

関連した分野での就職

55



Cトレイン駅へのアクセス     
	大学からダウンタウンまで12分

エデュケーション・タワー 
English	Language	Program 
オフィス所在地

テイラー・ファミリー・ 
デジタル・ライブラリー
北米で最もデジタル化が進み、 
膨大な情報を保有する図書館の一つ

マキュワン·スチューデント · センター
レストラン、各種店舗、診療所、 
歯科医院、留学生センター等がある 
キャンパスの中心部

オリンピック・オーバル 
ワールドクラスの 
スピードスケート設備

 3

 4

 5

 1

2

 3

 4
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TOEFL iBT スコア 70 / IELTS スコア 6.0

TOEFL iBT スコア 52 / IELTS スコア 5.5

TOEFL iBT スコア
 40 / IELTS ス

コ
ア

 5.0

一般的な英語のコミュニケーション能力を伸ばし、 
アカデミック英語のスキルを身につけ、 
大学学部へ進学する準備を始めませんか?

大学進学へのスタート地点

レベル分けテスト

受講資格の証明が 
必要となります

セメスター・プログラム  
レベル 1 — 5

 • リーディング＆ライティング

 • スピーキング＆リスニング

レ
ベ

ル1 レ
ベ

ル2 レ
ベ

ル3 レ
ベ

ル413	週間	 13	週間	 13	週間	

B+以上の成績で 
修了した生徒さんは、 
次のレベルへ進めます

一般コミュニケーション

 • 文法
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TOEFL iBT スコア 70 / IELTS スコア 6.0

TOEFL iBT スコア 52 / IELTS スコア 5.5

TOEFL iBT スコア
 40 / IELTS ス

コ
ア

 5.0

セメスター・ 
プログラム  
レベル 6

アカデミック英語 
訓練クラス

 • アカデミック英語の
文法＆作文

 • アカデミック・ 
リーディング＆ 
ボキャブラリー 

 • アカデミック・ 
スピーキング＆ 
リスニング

アカデミック・
コミュニケーシ
ョンCertificate

プログラム

大学学部進学への準備

 • 分析的リスニングと
ノートの取り方

 • 口述コミュニケーショ
ンとプレゼンテーショ
ンスキル

 • 学業を成功させる為の
セミナー

4 レ
ベ

ル

レ
ベ

ル5 613	週間	 13	週間	 13	週間	 13	週間

カルガリー大学への学部入学
 • アカデミック・コミュニケー
ションCertificateプログラム
をB+以上の成績で修了*

カナダ国内の他大学への 
学部入学
 • CAELテストの結果を用いた
英語力の証明

*ACCの生徒でカルガリー大学の 
学部へ出願し、またその相対入学 
条件(competitive	admission	
requirements)を満たしている
場合は、条件を伴った入学資格
(conditional	acceptance)が得ら
れます。 
Conditional	acceptanceは入学年 
の8月1日までにアカデミック・コ 
ミュニケーションCertificateプロ 
グラムの全コースをB+以上の成績で 
修了した場合に条件を満たすと認め
られます。

 • アカデミック・ 
ライティング＆作文 

 • リサーチ・ 
ライティングとその形式
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ucalgary.ca/eslで 　 
Andreaの体験談を読む

ESL 100: 13 週間 
セメスター・プログラム

2020年 冬期
1月6日〜4月3日

2020年 春期
4月20日〜7月17日		

2020年 秋期
9月14日〜12月11日	

2021年 冬期
1月4日〜4月1日

費用
$4,200

総合時間
275	時間

授業時間
月曜日・水曜日 
9	〜	12	&	1	〜	3 
火曜日・木曜日 
9:10	〜	12:30	&	2	〜	4	 
金曜日	 
9	〜	12		

「楽しみながら本気で英語力を伸ばしたい 
人にぴったりのプログラムです！」

Andrea（イタリア）
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時間割表（例）

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

午前 文法
リーディング＆ 
ライティング

文法
リーディング＆ 
ライティング

文法
リーディング＆ 
ライティング

文法
リーディング＆ 
ライティング

文法
リーディング＆ 
ライティング

アクティビティ・
プログラム 
（オプション） 
 
 
 
 
 

午後 スピーキング＆ 
リスニング

アクティビティ・
ミーティング 
（オプション）
スピーキング＆ 
リスニング

スピーキング＆ 
リスニング

スピーキング＆ 
リスニング

正確な英語を目指して：総合英語
本気で英語を上達させたい生徒さんに 
最適のコースです。

 • 文法、	リーディング＆ライティング、 
スピーキング＆リスニングの３コースで構成

 • 各コース基礎から上級まで６つのレベル

 • 12週間の学習指導の後、1週間の試験期間

 • 春、秋、冬のどの学期からも入学でき、 
短期集中プログラムと組み合わせての 
受講も可能

 • 1年間（3学期+1短期集中プログラム） 
の学習で、上級レベルへの到達が予測 
される

アカデミック英語への移行
当セメスター・プログラムのレベル1—5では、一般的なコミュニケーション技術を身につけ
ます。最上級レベルであるレベル6に達した生徒さんは、アカデミック英語訓練クラスで記述 
・口述共に、カナダの大学で使われるレベルの高い英語を学びます。レベル６の各分野をB+
以上で修了した場合は、アカデミック・コミュニケーションCertificateプログラムへの直接
入学が可能です。

受講資格
プログラム開始時に行われるレベル分けテストに基づいて適正レベルの判断が行われる為、 
セメスター・プログラム入学には英語力の証明は不要です。

下記の受講資格を満たした場合、セメスター・プログラムのレベル５と６への直接入学が可能です。

 • レベル 5: TOEFL	iBT	スコア	40,	IELTS	スコア	5.0	/	CAEL	スコア	40
 • レベル 6:	TOEFL	iBT	スコア	52,	IELTS	スコア	5.5	/	CAEL	スコア	50

1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

レベル レベル レベル

B+以上の成績で学期を修了した
生徒

さん
は、
次の

レ
ベ
ル
へ
進
め
ま
す

2~3日目

授業初日

レベル確認テスト:レベル再確認のテストが各分野に			 
																										おいて行われます。 

12週間の学習指導

1週間の試験期間

レベル分けテスト
各分野の能力に合ったレベルに 
振り分けられます。

リーディング 
＆ライティング文法 スピーキング 

＆リスニング
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「このコースを取るまでは、文章を 
批評し、2000字以上の見解を書ける 
ようになるとは想像できませんでし 
たが、ACCを受講してそれが簡単に 
できるようになりました。」

Gelareh（イラン） 
カルガリー大学理学部に在学中

アカデミック英語の習得に向けて： 
大学学部進学準備コース
アカデミック・コミュニケーションCertificateプログラム	 
(ACC)は、カナダの大学学部進学を目指している人向けの 
プログラムです｡	集中的なアカデミック英語訓練クラスの受講 
を通して、アカデミックな場面で求められるスキルを培うだ
けでなく、カナダの大学学習環境へ円滑に移行するために必
要な知識も身につけます。また、プログラム受講中にカナダ
のアカデミック英語の標準試験であるCanadian	Academic	
English	Language	Assessment(CAEL)を受験する事も可能
です。アカデミック・コミュニケーションCertificateプログ
ラムの全コースをB+以上の成績で修了した生徒さんは、カ
ルガリー大学の該当学部入学時に求められる英語力を満たし
ていると認められます。また、カナダの他大学学部への進学
を希望する場合には、CAELのスコアを利用することができ
ます。アカデミック・コミュニケーションCertificate	プログ
ラムが皆さんの学問的成功への道筋となるでしょう。

2020年 冬期
1月6日〜4月3日		

2020年 春期
4月20日〜7月17日

2020年 秋期
9月14日〜12月11日		

2021年 冬期
1月4日〜4月1日

費用
$4,650

総合時間
240	時間

授業時間
月曜日・水曜日・金曜日* 
8:30	〜	12:20 
火曜日・木曜日 
8:40	〜	10:45	&	2	〜	4

*13週間の受講期間内に1週間の休講期間
（Reading	week）があります。

EAP 200: 13 週間 
アカデミック・コミュニケーション
CERTIFICATEプログラム（ACC)
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「このプログラムで習った事は全て 
現在カレッジで実践でき、 
とても役に立っています。」

Maria（メキシコ） 
Bow Valley Collegeに在学中

時間割表（例）

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

午前 アカデミック・ 
ライティング＆作文 
分析的リスニングと 
ノートの取り方

アカデミック・ 
ライティング＆作文

アカデミック・ 
ライティング＆作文
分析的リスニングと 
ノートの取り方

アカデミック・ 
ライティング＆作文

アカデミック・ 
ライティング＆作文
分析的リスニングと 
ノートの取り方

午後 口述のコミュニケーシ
ョンとプレゼンテーシ
ョンスキル

学業を成功させる為の  
セミナー

口述のコミュニケーシ
ョンとプレゼンテーシ
ョンスキル

コース
EAP 220: アカデミック・ 
ライティング＆作文（56時間）
このコースでは、基本となる文章作成
力や分析的読解力を身につけると共に､
効果的にアカデミックな段落や小論文 
を書く力を培います。

EAP 225: リサーチ・ライティングと
その形式（56時間）
このコースでは分析的読解力や考察力
を身につけつつ、リサーチペーパーと 
評論文執筆の過程を集中的に学びます｡ 
リサーチ・ライティングに求められる
理解、分析、解読、引用力等の一歩進
んだスキルを身につけます。

EAP 230: 分析的リスニングと 
ノートの取り方（56時間）
このコースでは英語を主言語とする 
大学の環境に移行する際にさまざま 
なアカデミックな場面で必要とされる､ 
分析的リスニングスキルを学びます。

EAP 235: 口述のコミュニケーション
とプレゼンテーションスキル(48時間)
このコースではアカデミックな場面で 
自身の見解を弁護し、明瞭に考えを 
述べ、思慮深く発言し、グループプ 
ロジェクトへ貢献できるようになる 
ためのスキルを培います。

EAP 249:学業を成功させる為の  
セミナー （24時間）
カナダの大学学部環境下で成果を収め
る為のセミナーです。トピックはアカ
デミック上の公正性、分析的思考法、
試験準備、受講中の健康管理、学習ス
タイル、学習攻略、時間の使い方、学
習目的や大学のルール＆ポリシーの理
解等があります｡	

受講資格
下記の条件のうち最低一つを満たす
こと:
 • ELPセメスター・プログラムの 
レベル6を規定の成績で修了

 • TOEFL	iBTスコア	70
 • TOEFL	PBTスコア	533
 • IELTSスコア	6.0
 • CAELスコア	60
 • MELABスコア	76
 • PTEスコア	54
 • Cambridge	English	
Language Assessment	 
(CAE/CPE)	スコア	172
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ESL 101: 4/5 週間 
短期集中プログラム

2020年 冬期 I
1月6日〜2月7日

2020年 冬期 II
2月10日〜3月13日

2020年 夏期 I
6月29日〜7月24日

2020年 夏期 II
8月4日〜	28日

2021年 冬期 I
1月4日〜2月5日

2021年 冬期 II
2月8日〜3月12日

費用
$1,750	(4週間) 
$1,850	(5週間)

総合時間
100	時間	(4週間) 
120	時間	(5週間)

授業時間
月曜日	〜	木曜日	 
9	〜	12	&	1	〜	3:30 
金曜日	 
9	〜	12	

授業時間は日によって 
異なります。
詳しくはucalgary.ca/eslを
ご参照ください。

参照：ucalgary.ca/eslで 　 
Yahya の体験談を読む

「楽しいアクティビティや素晴らしい
先生方から学ぶことができました。楽
しく学べたことで、学ぶこと自体が好
きになりました。」 

Yahya（カナダ、ケベック州） 13



冬期II 時間割表（例）

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

午前 ESLクラス ESLクラス ESLクラス ESLクラス アクティビティ・ 
プログラム  
(オプション): 
一泊スキー旅行 午後 ボキャブラリー＆ 

イディオム
Reading ディスカッ
ショングループ

発音クラス Reading ディスカッ
ショングループ

夏期I 時間割表（例）

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

午前 ESLクラス ESLクラス ESLクラス ESLクラス アクティビティ・ 
プログラム 
(オプション): 
一泊バンフ旅行 午後 文化体験 Reading ディスカッ

ショングループ
発音クラス Reading ディスカッ

ショングループ

 

英会話力アップのために：効果的なコミュニケーション
世界中から集まってくる生徒さんと一緒に、スピーキングとリスニング力を向上させませんか？ 
教科書上のみの英語を卒業して､	実践で使える英語を学びましょう｡	効果的な英語のコミュニケーション 
はここから始まります。レベル：初中級から上級

コース

総合英語クラス
講義、参加型の学習、会話やリスニングの練習、また 
ペア、グループ、クラス全体での討論などを通して 
コミュニケーションに重点をおいた英語を学びます。

Reading ディスカッショングループ
課題本をクラスで読む事によって分析的思考、語彙、スピ
ーキングやディスカッション力を伸ばしていきます。

発音クラス
母音、子音、音節のアクセント、言葉のアクセント、 
短縮、リズム、抑揚などの上達を図ります。	

ボキャブラリー＆イディオム　(5 週間プログラムのみ)
文章表現での語彙力をつけ、会話で使われる自然な英語 
表現を学びます。
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秋期 時間割表（例）

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

午前 ESLクラス ESLクラス ESLクラス ESLクラス ESLクラス

午後 ESLクラス ESLクラス 午後のアクティビティ ESLクラス バーベキュー& 
ピクニック  

カナダを学ぶ：セメスター準備コース
この短期集中プログラムでは英会話における流暢さと、 
実用的な英語力の向上をはかります。春・秋期セメスタ
ー・プログラムの準備としてふさわしいコースです。

コース内容：
 • リスニングやスピーキングの上達に重点をおく
 • カナダの社会や人口、政府などについて学ぶ
 • 関連トピックにおける語彙や表現を身につける
 • 市内観光等を通して、カルガリーやアルバータ州の知識を深める

ESL 111: 2 週間 
語学&文化コース

2020年 春期
4月6日〜17日		

2020年 秋期
8月31日〜9月11日			

費用
$950

総合時間
50	時間

授業時間
月曜日	〜	金曜日	 
9	〜	12	&	1	〜	5*

*終了時間は日によって 
異なります。

「カナダの州、休日、先住民の文化等  
について学ぶ事が出来て興味深かったです。」

Reika（日本 ）
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8/10 週間 
試験対策コース

2020年 春期
4月20日〜6月12日

2020年 秋期
9月14日〜11月6日

費用
$1,975

総合時間
120	時間

授業時間
月曜日	〜	金曜日 
1:30	〜	4:30

2020年 冬期
1月13日〜3月23日

2020年 春期
4月27日〜7月8日

2020年 秋期
9月21日〜12月2日

2021年 冬期
1月11日〜3月22日

費用
$595 

総合時間
25	時間

授業時間
月曜日・水曜日	 
3:15	〜	4:30

より高いスコアをめざして： 試験対策とスキルアップ
IELTSとTOEICで目標スコアに達成するために必要な英語力向上と 
試験対策法を学びます。	

ESL 105 IELTS対策コース  | 8 週間
より効率よくIELTS試験に必要なタスクをこなし、試験に必要とされるリスニング、
リーディング、ライティング、スピーキングの４分野の能力を向上させます。

受講資格
下記の条件のうち最低一つを満たすこと：

 • IELTSスコア	4.5
 • TOEFL	iBTスコア	34	
 • TOEFL	PBTスコア	410
 • TOEICスコア	490
 • CLB	(Canadian	Language	Benchmark)	 
総合スコア	5

 • CAELスコア	40
 • ELPセメスター・プログラムのレベル３を 
B+以上の成績で修了	

 • ELPのレベル分けテスト結果レベル	４ 
 
 

ESL 205 TOEIC対策コース | 10 週間
この追加コースでは、TOIECのリスニングとリーディングテストに直接関連した学習内容を主に
カバーします。セメスター・プログラムで習得した英語力をTOIECスコアに反映させる為に最適
なコースです。

「ポジティブな雰囲気の中で、 
楽しく学ぶ事が出来ました。」

Rosario（チリ ） 

受講資格
下記の条件を満たすこと：

 • 同時期にELPセメスター・プログラム(ESL100） 
に登録している生徒

 • 中級レベル以上の英語力(ESL100でレベル2以上)
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ESL 102/103 
アクティビティ・プログラム  
(オプション） 
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パッケージ料金
通常料金:	$775 
早期申込み割引料金:	
$675*

料金には2回の宿泊旅
行と3回の日帰り旅行
が含まれます。催行可
能な旅行は季節によっ
て異なります。それぞ
れのパッケージの詳細
はucalgary.ca/esl/ 
activityprograms 
をご参照ください｡旅
行先、内容について
は変更する事があり
ます。 
*セメスター/短期集中
プログラム開始30日前
までに全額のお支払い
が必要です。

カルガリー近郊での小旅行を通して、英語の練習をしながら 
新しい友達を作りませんか?
アクティビティ・プログラムはインフォメーション・セッションとガイド付き
課外活動から成り、カナダ西部トップクラスの旅行先を訪れます。料金には該
当する交通費と入場料が含まれます。パッケージの登録(ESL	102)、又は各ア
クティビティを個別に選択(ESL103)することが可能です。

宿泊旅行（例）
Banff Adventure
 • キャンプ
 • 急流下り
 • Johnston	Canyonでの 
ハイキング

 • Upper	Hot	Springs 
（温泉）

Jasper
 • ホステルかキャンプ場 
での宿泊

 • Jasper市内散策
 • Maligne	Canyonでの 
ハイキング

 • Athabasca	Falls、Peyto	
Lake、Bow	Lake

Banff Sightseeing
 • Banff宿泊
 • Minnewanka	Lake	 
クルージング

 • Banff	Gondola
 • Cave	and	Basin 
Historic	Siteでの 
ガイドツアー

Waterton 
 • 湖でのクルージング
 • Crooked	Creek	Falls	 
またはRed	Rock	Canyon
でのハイキング

 • Bar	U	Ranch 
(国指定の史跡）

Banff Sightseeing  
and Ski Trip
 • スキー場（Lake	Louise	
Ski	Resort）での用具 
レンタル＆リフト券

 • Banff宿泊
 • Cave	and	Basin	
Historic	Siteでの 
ガイドツアー

 • Upper	Hot	Springs 
(温泉）

 • Banff市内散策

Sunshine  
Ski/Snowboarding
 • スキー場での宿泊
 • 用具レンタル、リフト券
 • 初心者向けレッスン

日帰り旅行（例）
Banff Sightseeing
 • Minnewanka	Lake 
クルージング

 • Banff	Gondola
 • Cave	and	Basin	Historic	
Siteでのガイドツアー

Nakiska  
Ski/Snowboarding
 • 用具レンタル＆リフト券
 • 初心者向けレッスン

Canada Olympic Park  
Ski/Snowboarding 
 • 用具レンタル、リフト券
 • 初心者向けレッスン	

Kananaskis/Canmore 
Adventure 
 • Canmore市内散策
 • Rat’s	Nest	Cave
 • Bow	Valley	Parkway 
でのハイキング

Drumheller
 • Hoodoos	Trail	
 • Royal	Tyrrell	Museum
 • Horseshoe	Canyon

Head-Smashed-In  
Buffalo Jump
 • ミュージアムでの 
ガイドツアー

 • View	Point	Trailの散策
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「ホストファミリーはとても親切で、 
まるで自分の家の様に過ごす事が出来ました。 
大好きな彼らと過ごした時間は宝物です。」

Naoya（日本）

ホームステイは、カナダの文化を学びながら英語力に
磨きをかける最善の方法です。
当校では思いやりがあり、お互いを尊重し、信頼できる家
庭を厳選しています。どのホストファミリーも生徒さんに
優しく接し、英語やカナダ文化を学ぶ手助けをしてくれる
ことでしょう。	

ホームステイに含まれているもの:
 • プライベートベッドルーム
 • 勉強机またはテーブル
 • 毎日1日3食（うち最低1食は準備された食事）
 • 洗濯機、乾燥機の使用	(無料)
 • キッチン、リビング、バスルームなどの家族との共用空間
 • 空港までの送迎
 • 現地スタッフのサポート

ホストファミリーの適正選考を行っています。

ホームステイ

セメスター・プログラム/ACC
13	週間 
ESL 900 | $2,925

短期集中プログラム
4/5	週間 
ESL 901 
4	週間	|	$900 
5	週間	|	$1,125

語学＆文化コース
2	週間 
ESL 911 | $450

IELTS対策コース
8	週間 
ESL 900 | $1,800

ホームステイ料金 
$225/週または$37.50/日
ホームステイ先手配料 
ホームステイ料金とは別に、ホーム
ステイ先手配料$250が加算されま 
す。こちらは一度だけお支払い頂く 
料金ですが、その後、新たにホーム
ステイの手配が必要な場合には、さ
らに$250が必要です。
荷物保管料 
ホームステイ先に荷物を保管しても
らいたい場合、保管料$225	〜	$250
が掛かります。

オンライン 
申込み

電話面接 ファミリー 
宅訪問 

アンケート、 
再訪問等による
継続的な適正 

チェック
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「新しい文化を共有し、世界中から来た 
沢山の人々と出会いながら英語力を伸ばせる
このプログラムをお勧めします。」

Valentina　（コロンビア）

プログラム・ 
インフォメーション

ビザ
留学生の多くは、カナダで就学する際にカ
ナダ入国書類（ビザまたはeTA)、もしくは
就学許可証が必要です。詳細については、
カルガリー大学留学生サービスのウェブペ
ージをご参照ください：ucalgary.ca/iss/
immigration/info-elp	また、入国書類及び
ビザに関しては、最寄りのカナダ大使館また
は領事館へお問い合わせください。カナダ移
民局のウェブサイトはこちらです： 
cic.gc.ca/english/study/index.asp

受講資格
• 年齢18歳以上＊
• 願書提出時に「初中級」以上の英語力があ
ること

• 授業中に全てのアクティビティに積極的に
参加する意欲

IELTS/TOIEC対策コースとアカデミック・ 
コミュニケーションCertificateプログラムの
受講資格、セメスター・プログラムのレベル
５，６への直接入学については、各プログラ
ムのページをご参照ください。
*17歳で且つ高校を卒業されている場合は、
ご連絡ください。

締め切り 
お申し込み、および内金(返金不可)はコース
開始30日前までに提出/納入してください｡ 
全額納入はコース開始15日前までとなってい
ます。

修了証書
出席率90％以上の生徒さんにはコース修了時
に出席証書が発行されます。

お申込金
お申し込みの際に＄200の申込金のお支払い
が必要です。こちらは一度だけお支払いいた
だく費用となり、いかなる場合も払い戻しは
出来ません。

お支払い
全コースの費用はカナダドルとなります。
お支払方法は、クレジットカード（ビザ、
マスターカード、アメリカン・エキスプレ
ス）が一番簡単な方法です。銀行送金も受
け付けていますが、＄60の手数料がかかり
ます。また、銀行送金での返金については
さらに手数料がかかり、返金が届くのに3
ヶ月程かかります。窓口にて直接お支払い
の場合には、現金またはデビットカードも
ご利用頂けます。

内金
ご登録の際、各コースへの内金のお支払い
が必要となります。内金は学費に上乗せす
る金額ではなく、学費の一部となります。
内金の払い戻し、他コースへの転用等は 
できません。
• ESL	100/EAP	200:	$500
• ESL	101/111:	$200
• ESL	205:	$100
• ESL	105:	$300
• ESL	102:	$150
• ESL	103:	$100（宿泊旅行） 
	 $50（日帰り旅行）

• ESL	900/901/911:	$225	
プログラムの変更やキャンセルの際は、 
手数料＄50がかかります。

ホームステイ
ホームステイを希望される場合は、ホーム
ステイ申込書を記入し、内金を添えてホー
ムステイ開始30日前までに提出してくだ
さい。ホームステイは英語コース開始直前
の土曜日に始まり、英語コース終了直後の
土曜日に終わります。ホームステイ開始日
または終了日の変更を希望される場合は、
ご連絡ください。ホームステイ費用を調整
します。

18歳以下の生徒さんのホームステイ費用、
ご登録条件などについてもお問い合わせく
ださい。

学費払戻し
学費払戻しはコース/プログラム開始日から
起算しての対応となります。

解約申し出日 返金
15日以上前 内金を差し引いた

残りの全額

2-14日前 内金を差し引いた 
残りの費用の半額

24時間前 返金不可

払戻しには書面での解約通知が必要と 
なります。	

ホームステイ先手配料
ホームステイをお申し込みの際は手配料	
$250（返金不可）のお支払いが必要とな
ります。こちらはホームステイ先を手配を
するごとに発生しますのご留意ください。

ホームステイ料の返金
ホームステイをキャンセル、又は予定よ
り早く離れる場合には、14日の通知期
間が必要となります。通知日から14日
分のホームステイ費用を差し引いた後
（該当する場合のみ）、利用されてい
ない分のホームステイ費用と内金を週/
日割り計算した金額が返金されます。

15日以上前に申し出があった場合は、ホ
ームステイ手配料のみが返金されず、他の
ホームステイ費用は全額返金されます。

緊急医療保険
65歳以下の留学生にはコース初日直前の
土曜日からコース最終日直後の土曜日まで
を対象期間とした緊急医療保険が用意さ
れています。手続きと保険証の発行には､ 
学費全額納入が必要となります。また、 
自費での保険の延長も可能です。
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ご登録の流れ

上級レベルの英語力があり、大学学部入学
を目指す生徒さん向けの徹底した一年間集
中学習プラン。夏期集中プログラムでスピ
ーキング力を向上させた後、セメスター・
プログラムを2期受講し、アカデミックの
英語力を身につけます。その後、アカデミ
ック・コミュニケーションCertificateプロ
グラムで大学学部入学の準備をします。

短期間で英語力のレベルアップを目指す 
プラン。13週間のセメスター・プロ 
グラムと１ヶ月の集中プログラムを組み 
合わせることにより、英語の正確さを 
向上させると同時に、より流暢に話 
せるようになります。ロッキー山脈での 
春スキー、カルガリー・スタンピード祭､ 
バンフ国立公園での急流下り等を通してカ
ルガリーやカナディアンロッキーのベスト
シーズンを体験しましょう。

ESL	101:	夏期短期集中プログラム	 8月	 $1,750	
ESL	100:	秋期セメスター・プログラム		 9月〜12月		 $4,200
ESL	102:	アクティビティ・パッケージ	 9月〜12月			 $775
ESL	100:	冬期セメスター・プログラム		 1月〜4月		 $4,200
EAP	200:	春期アカデミック・コミュニケーション		 4月〜1月		 $4,650 
															Certificateプログラム		 		

学費合計   $15,575
お申込金  $200
ホームステイ (50 週間)  $11,500
合計  $27,275

ESL	111:	春期語学＆文化コース		 4月		 $950
ESL	100:	春期セメスター・プログラム		 4月〜7月		 $4,200
ESL	102:	アクティビティ・パッケージ		 4月〜7月		 $775
ESL	101:	夏期短期集中プログラム		 8月	 $1,750
ESL	103:	夏期アクティビティ・プログラム		 8月	 $450 
													（2回の宿泊旅行）		

学費合計   $8,125
お申込金  $200
ホームステイ (21 週間)  $4,975
合計  $13,300

  5ヶ月間: カルガリー満喫プラン 

  1年間: アカデミック英語マスタープラン

学習プラン（例）

 
受入内諾書を受け取る

受入内諾書（Letter	of	Acceptance) 
はメールと普通郵便にて送られます｡ 
DHL（＄40）での発送も可能です｡

 
オンライン登録

ウェブサイトでオンラインの申し込
み書を記入し、お申込金と学費（内
金のみ、または全学費）の納入を
完了させます。

自分に合ったコースを見つける
ucalgary.ca/eslでコースの詳細をご覧
いただくか、esl@ucalgary.caまでお
問い合わせください。最適なコースを
見つけるお手伝いをします。

1 2 3
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学費と生活費の見積り（例）

セメスター・ 
プログラム 
(13 週間)

ACC 
(13 週間)

短期集中 
プログラム 
(5 週間)

学費 $4,200 $4,650 $1,850

お申込金 (申込時のみ) $200 $200 $200 

教科書/その他教材 - - -

ホームステイ $2,925 $2,925 $1,125

ホームステイ手配料 (手配時のみ) $250 $250 $250

食費 - - -

交通費 (市内のみ) -* -* $160

健康保険 - - -

大学内レクリエーション施設の使用料 
(ジム、プール、その他のスポーツ施設 )

- - -

大学内の図書館、コンピューター、ワイヤレス使用料 - - -

その他（買い物、外食、娯楽費等） $1,000** $1,000** $350**

見積合計: $8,575 $9,025 $3,935

 

お問い合わせ
ご質問がある場合はesl@ucalgary.ca	、又は	 
1-403-220-3301	までお問い合わせください。

日本語と英語のパンフレットの内容が異なる場合には、 
英語のパンフレット内容をご参照ください。 

*春期の定期券は5月1日より有効となり、4月中は切符の 
購入が必要となります。（10枚で約＄35） 
**	費用は各生徒さんの生活スタイルによって変わります。
追加でアクティビティープログラムの購入が可能です。	
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今年はあなたの夢を 
叶えるサポートを 
させてください。
当校は40年以上にわたり、世界各国の留学生が各自の夢に近づくため
に必要なスキルを習得するお手伝いをしてきました。

ucalgary.ca/esl
1-403-220-3301 • esl@ucalgary.ca • facebook.com/ucalgaryESL

「この学校に来て一番良かった事は、 
国籍の違う友達が沢山でき、落ち着い 
た安全な環境の中で英語を学び、会話す
る事ができた事です。ここで学ぶ事で新
しいチャンスが広がると思います！」 

Gabriela（コロンビア：表紙）

http://ucalgary.ca/esl
mailto:esl%40ucalgary.ca?subject=
http://facebook.com/UcalgaryESL

