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● 往復直行便
 （成田/羽田⇔バンクーバー）を利用します。
●授業時間たっぷり。大規模校だから選択科目も豊富。
●日本人スタッフ常駐の人気の2校から選択できます。
●参加者限定のおトクな特典付き。
●アクティブコース8つの安心・便利。 
（P14をご参照下さい。）

●アクティブコースは海外旅行保険付です。（P11をご参照下さい。）

旅行代金に含まれるもの
●日程表に記載されているエコノミークラスの団体航空運賃（この運賃・料
金には、運送機関の課す付加運賃・料金を含みます。）●ホームステイ滞在
費用（各契約の食事／ホームステイは原則個室）●語学研修費用（授業料）
●到着時の出迎え費用●現地出入国税、空港税、航空保険料●燃油サー
チャージ ※ホームステイは各校とも原則個室となっておりますが、繁忙期
では場合によって、相部屋になることもありますので、あらかじめご了承くだ
さい。●あんサポ24会費

旅行代金に含まれないもの
●日本国内の交通費、食費、滞在費●日本国内の空港施設使用料（成田：
2,090円、羽田：2,570円、関空：2,730円）、旅客保安サービス料（成田：
520円、関空：310円） ※航空券に切り込みの為、旅行代金と一緒にお支
払いください。●現地での通学交通費●帰国時の空港までの交通費●現
地アクティビティ代●個人的諸費用（電話代、クリーニング代など）●自由行
動中の一切の費用●教材費●超過手荷物料金●渡航諸手続費用（旅券印
紙代など）●eTA登録代金

イメージ

しっかり英語を学びたい方へ最適なコース！

スクールリポート（学校詳細）はP21をご覧ください。

■添乗員：�同行しませんが、研修中はスクールスタッフがお世話します。
■最少催行人員：1名
■滞在方法：�ホームステイ（原則個室）
■利用航空会社：�日本航空、エアカナダ、全日空� �

注）航空会社の指定はお受けできません。
★このコースは、帰国日の変更・延長などは一切できません。

【札幌・大阪・福岡発着の方へ】
●�乗り継ぎの国際線は、成田空港または羽田空港となり、国内線は
往復とも別手配となります。国内線が満席等でおとりできない場合
にはご利用いただけません。国内線は、基本、往復羽田便での手
配となります。成田空港利用の方は、その際の羽田～成田空港間
は、各自移動。交通機関はお客様ご自身の手配・ご負担となります。
また、羽田空港利用の方も含め、乗継によって前後泊となる場合
の宿泊費はご自身の負担となります。
　※�羽田～成田間のリムジンバス代3,100円～（大人片道／ 2017
年10月現在）

　※�状況により国内線が成田空港経由となる場合もあります。

このコースは、カナダのeTA（電子渡航認証）が必要です。
※このコースは、出発1ヶ月前までにパスポート情報が必要です。

★成田・羽田発着
（札幌・大阪・福岡追加）保険付き 国際クラス ホームステイ 出発保証

早期割引
キャンペーン

10,000割引
●11/30（木）までにお申し込みの方対象

円円

5,000 割引円円
●12/1（金）～12/25（月）
　にお申し込みの方（パンフレット記載）の旅行代金より

12月26日（火）以降に氏名変更・お客様都合によるコース（発着便、
研修校、滞在方法、授業時間等）の変更・ご出発日および帰国日の変更・
国内線の利用や変更等が生じた場合は適用外となります。

※早期割引期限日が店舗休業の場合は、その前日までとなります。

語学研修をさらに有意義なものとするためにご利用下さい。
語研たまごの英語トレーニングサポートパック 9,800円 （詳細はP50をご覧下さい）

オプション

【早期申込特典】　11/30（木）迄のお申込で、語研たまごをプレゼント！（早割10,000円とダブルでお得！）

成 田 発 着

研修校 16日間コース
（研修2週間）

23日間コース
（研修3週間）

30日間コース
（研修4週間）

44日間コース
（研修6週間）

58日間コース
（研修8週間）

レッスン数
食事・その他

コースNo.021〜027　D
A 337,000円
B 359,000円
C 374,000円

A 397,000円
B 419,000円
C 434,000円

A 459,000円
B 481,000円
C 496,000円

A 623,000円
B 640,000円
C 651,000円

A 748,000円
B 765,000円
C 777,000円

ホームステイ
月〜金曜日
週21時間

（集中コース）
一日2食

ILSC バンクーバー校
（集中コース）

※入校不可の出発日：
1/21、2/18、3/18

超集中コース 12,000円追加 17,000円追加 23,000円追加 35,000円追加 46,000円追加 週27時間

羽田発着追加料金 10,000円追加 10,000円追加 10,000円追加 設定なし 設定なし

コースNo.021〜027　 E
A 319,000円
B 342,000円
C 356,000円

A 377,000円
B 400,000円
C 414,000円

A 438,000円
B 461,000円
C 475,000円

A 599,000円
B 616,000円
C 628,000円

A 722,000円
B 739,000円
C 750,000円

月〜金曜日
週30レッスン

（週22.5時間）
一日3食（注）

ILAC バンクーバー校 
（集中コース）

※おすすめの出発日：
1/14、1/28、2/11、2/25、3/11

超集中コース 9,000円追加 13,000円追加 17,000円追加 26,000円追加 35,000円追加 週38レッスン（28.5時間）

羽田発着追加料金 10,000円追加 10,000円追加 10,000円追加 設定なし 設定なし

日　程

1 1 1 1 1

成田発着 羽田発着
夜：成田発 t
空路、バンクーバーへ
…《日付変更線通過》…
午前：バンクーバ一着
着後、出迎えを受け、滞在先へ。

�バンクーバー泊

夜：羽田発 t
空路、バンクーバーへ
…《日付変更線通過》…
午後：バンクーバ一着
着後、出迎えを受け、滞在先へ。

�バンクーバー泊

2
▼
14
2
▼
21
2
▼
28
2
▼
42
2
▼
56

バンクーバー各研修校にて語学研修
●初日にオリエンテーションとクラス分けテスト 
（研修初日の月曜日が祝日の場合は翌日から）

●クラス（授業）
・週5日間（月〜金曜日）
・週21〜22.5時間（基本）
●土・日はフリータイム 

各自のプランにてお過ごし下さい。
�バンクーバー泊／語学研修

1522294357

滞在先から、各自空港へ移動。
各自にて帰路のフライト・
チェックイン
午後：バンクーバー発 t
空路、帰国の途へ。
…《日付変更線通過》…

v 機中泊

滞在先から、各自空港へ移動。
各自にて帰路のフライト・
チェックイン
15：00〜16：30：バンクーバー発 t
空路、帰国の途へ。
…《日付変更線通過》…

v 機中泊

1623304458 15：00〜17：00：成田着
着後、空港にて解散

夜：羽田着
着後、空港にて解散

旅行企画・実施：全国大学生活協同組合連合会　旅行センター

※上記コースで、超集中コースをご希望の場合、旅行申込時にお申し出ください。
※「おすすめの出発日」は、定期テスト等の無い週です。これ以外の週からの入校も可能です。

（注）土日の場合、朝食と昼食が一緒になった「ブランチ」の場合もありますので、あらかじめご了承ください。

直行便で行く
アクティブたっぷり学ぶ
バンクーバー 英語研修

成田発着
021
コースNo.

札幌追加
022
コースNo.

大阪追加
023
コースNo.

福岡追加
024
コースNo.

羽田発着
025
コースNo.

札幌追加
026
コースNo.

大阪追加
027
コースNo.

16・23・30・44・58日間

旅 行 代 金 （ 東 京 発 着 ）

燃油サーチャージ 旅行代金に含みます。

ILSC�コンピュータラボ�イメージ

出発日（日）▶
帰国日（月）

16日間
（研修2週間）

23日間
（研修3週間）

30日間
（研修4週間）

44日間
（研修6週間）

58日間
（研修8週間）

A ��1月14日 ▶ ��1月29日 ��2月��5日 ��2月12日 ��2月26日 ��3月12日
A ��1月21日 ▶ ��2月��5日 ��2月12日 ��2月19日 ��3月��5日 ��3月19日
A ��1月28日 ▶ ��2月12日 ��2月19日 ��2月26日 ��3月12日 ��3月26日
B ��2月��4日 ▶ ��2月19日 ��2月26日 ��3月��5日 ��3月19日 ��4月��2日
B ��2月11日 ▶ ��2月26日 ��3月��5日 ��3月12日 ��3月26日 ��4月��9日
B ��2月18日 ▶ ��3月��5日 ��3月12日 ��3月19日 ��4月��2日 ��4月16日
B ��2月25日 ▶ ��3月12日 ��3月19日 ��3月26日 ��4月��9日 ��4月23日
B ��3月��4日 ▶ ��3月19日 ��3月26日 ��4月��2日 ��4月16日 ��4月30日
C ��3月11日 ▶ ��3月26日 ��4月��2日 ��4月��9日 ��4月23日 ��5月��7日
C ��3月18日 ▶ ��4月��2日 ��4月��9日 ��4月16日 ��4月30日 ��5月14日
※羽田空港利用コース（025～027）は研修期間が2～4週間のみとなります。
札幌・福岡発着追加代金� 30,000円
大阪発着追加代金� 10,000円
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アクティブ英語研修に関するご相談に応じています。
お問い合わせは右記のQRコードからどうぞ。
（「○問い合わせ」にチェックをしてください）

（ご注意）�「レベル数」と「1クラスの人数」は、滞在される期間のスクールの「生徒総数」などにより、表記と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。また、「アクティビティ」は、あくまでも「例」としてですので、滞在中に表記されたもの全てに参加できるとは限りません。

ダウンタウン中心部。校内はとてもオープンな雰
囲気で学生数の多さを活かした柔軟な授業は大学
のように多くの選択科目から授業を選ぶことが可
能です。「Student Centred Policy」で学生の興
味に基づいてクラスを改良していっており、約50
種類のクラスには、発音、文法、会話、パブリック・
スピーキング、試験対策、ビジネス英語といった
定番のものから、アートやヨガ、歴史、時事問題と
いったものまでさまざまです。国籍制限30%、
校内は英語オンリーです。アクティビティも豊富
で短期から長期まで、さまざまな目的を持つ学生
と交流でき、よい刺激になります。ILSCでは母国
語禁止ルールをしっかりと行っています。

時期によっては70カ国以上から学生が集まると
も言われる、国籍比率では定評のある学校です。
レベル分けが細かいことが特徴で、より自分のレ
ベルに合ったクラスで学ぶことが可能。校内の内
装にも力を入れており、オシャレで明るい設備で
快適に学べる環境が整っています。授業では週2
回、午後に選択科目があります。2週に1回テス
トもあるため、自分の弱点把握や進捗確認にも役
立つ上、モチベーションをしっかり保ちながら学ぶ
ことが可能です。毎週入校可能ですが、テストの
無い週から入校したい場合は、「おすすめの出発
日」から入校されると良いでしょう。また、一国籍
が30％を超えることがないようしっかりと努めて
いるため、夏には申し込み制限もかかることの多
い人気校です。お申し込みはお早めにどうぞ。

厳格な英語オンリー、
学生数の多さを活かした豊富な選択授業

多くの国から学生が集まる、
オシャレな大規模校。

■学生数：925〜1610人　　■レベル数：10レベル（初級〜上級）
■クラス人数：平均13名（原則16名まで）
■日本語スタッフ：常駐している
■アクティビティ：ハーバーセンター、美術館、ヨガ、キャピラノ吊り橋、ゴルフレッスン、インドアロッ

ククライミング、BC大学ツアー &人類学博物館、アイスホッケー観戦など。小旅行ではウィスラー
やグラウスマウンテン、ビクトリア、シアトル、ロッキーマウンテンなどへ。

■成績証明書：可。（旅行申込時にお申出下さい。）
■選択科目例：（午前）コミュニケーション、スピーキング ダイナミクス、国際時事問題、ジャーナリズム、

クリエイティブイングリッシュ、TOEIC、TOEFL、ビジネス英語など。（午後）会話、リスニング、発音、
パブリックスピーキング、語彙、グラマー、ビジネス英語関連（カルチャー、プレゼン、インタビュー能
力など）、カナダ文化など。

■学生数：1200〜2000人 ■レベル数：17レベル（初級〜上級）
■クラス人数：平均14名 ■日本語スタッフ：常駐している
■アクティビティ：水族館、ナイトクラブ、卓球、ラテンダンス、ムービーナイト、ボーリング、スポー

ツ観戦。小旅行ではウィスラー観光、ビクトリア観光、シアトル観光、USAショッピングツアーなど。
■成績証明書：可。但し、日本帰国後7〜10日後にメールにてお送りする形になる為、パソコンのメー

ルアドレスが必要です。（旅行申込時にお申出下さい。）
■集中コースの選択科目例：スピーキング、リスニング、発音、文法、ビジネス英語、TOEFL、IELTSなど
■超集中コースの選択科目例：コミュニケーション、日々の英語、TOEFL & IELTSなど（選択科目はレ

ベル・希望者数によって受講の可・不可があります）

スクールデータ

スクールデータ

校舎�イメージ

校舎イメージ

より自分に
合う詳細な
レベル分け

ILSC バンクーバー校

ILAC バンクーバー校

D

E

クラス�イメージ

イメージ

選択科目が
多数有り

（全て選択も可能）

（例：バックパック、文具、サングラス等）
※在庫次第で内容は変わります。

ILAC オリジナルグッズ プレゼント!!

日本語スタッフ
Sumiyo

●ILSC バンクーバー校
　ウェルカムプレゼント
　オリジナルグッズ贈呈

日本語スタッフ
Hiromi

アクティブ スペシャル
参加者プレゼント!!

写真は一例です。内容は写真
とは異なる場合があります。

■学校情報 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥
●レベル別受講割合
 Beginner（level B1～B4） 27.8%
 Intermediate（level Ⅰ1～Ⅰ4） 64.6%
 Advanced（level A1～A2） 7.5%
● コース別受講割合
 標準コース（15時間） 6%
 集中コース（21時間） 24%
 超集中コース（27時間） 53.7%

■コース参加者の体験談 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
●授業では日本で学ぶ受験のための英語とは違い、日常会話が中心

のクラスをとりたくさんのことを学びました。学校では母国語禁止
ルールが徹底されていて非常にためになりました。また、授業の種
類が豊富で自分で自由に時間割を作る事ができたので、自分の弱
点に焦点をおいて勉強できました。ILSCを選んで本当に良かった!
　 2014年8月参加

●学校内すべての先生がフレンドリーで、楽しく授業を受けることが
できた。また、名前を覚えてくれるのが早く、生徒との距離感が非
常に近かった。 2016年3月参加

●多国籍の生徒と協力して行うプレゼンテーションでは話す力が伸
びたと実感した。非常に親しみやすい教師で、かつ内容も理解し
やすい授業を展開してくれた。日本人スタッフも外国人スタッフ
も親切! 2016年2月参加

サンプルタイムテーブル（一例）
月 火 水 木 金

超
集
中
コ
ー
ス

集
中
コ
ー
ス

09：00 〜12：00 コミュニケーション
（または他の科目）

ランチ

13：00 〜14：30 科目を選択

14：45 〜16：00 科目を選択

サンプルタイムテーブル（一例）
月 火 水 木 金

超
集
中
コ
ー
ス

集
中
コ
ー
ス

08：45 〜
11：45

● 必須クラス  
話す、聴く、書く、読むスキルを
ベースに文法・語彙・発音・慣用
句などを総合的に学びます。

ランチ
12：15 〜
13：45

必須
クラス

選択
クラス

必須
クラス

選択
クラス

必須
クラス

ブレーク
14：00 〜 15：30 選択クラス

■学校情報 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥
●レベル別受講割合
 【一般英語クラス】 79.7％（以下内訳）
 初級～中級（−）（Level 1～5） 12.2％
 中級～中級（＋）（Level 6～9） 35.9％
 上級（−）～上級（Level 10～13） 20.6％
 上級（＋）～（Level 14～17） 11％
 【その他のクラス】 20.2％（以下内訳）
 ビジネス英語（Level 10～） 5％
 試験対策（Level 10～） 8.2％
 進学準備（Level 10～） 7％

● コース別受講割合
 集中コース（22.5時間） 67.64%
 超集中コース（28.5時間） 32.36%　 （2016年7月実績）

■コース参加者の体験談 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
●先生がとても分かりやすく、面倒見も良かったです。授業もリスニ

ング、エッセイ、リーディング、グラマーと幅広く興味深かったです。
どの先生も明るく、留学生をとてもよく応援してくれました! 生徒
もみんなフレンドリーで、先生も明るく大満足です。   
 （2016年9月参加）

●先生はみんな親切でした。授業後にはよく質問していました。日本人
スタッフもいたので安心して学校生活を送ることができました。学校
の規模がとても大きかったです。生徒数が1000人以上いて、レベ
ルも17レベルあるので自分のレベルに合ったクラスに入ることがで
きました。テストが２週間に１回あったので、とてもよかったです。  
 （2015年12月参加）


