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安全で自然の豊かなカナダへようこそ！

そのカナダの最大都市、トロントは住みやすく、人々もフレンドリー、
何よりマルチカルチャー都市、人種のるつぼとして大変有名です。
人口は北アメリカで5番目、ニューヨークやロンドンに並ぶ賑やかさで
様々な魅力があり、ビジネスの場としてもその名を馳せています。
そんなトロントで英語を習得し、キャリアアップを目指すのは真の
国際人への近道と言えるでしょう。

CanPacific はトロントのダウンタウンにあり、娯楽、ファッション、
ビジネスの中心街に位置します。どんな交通手段を使っても徒歩数分で
とても便利なロケーションです。またCNタワー、イートンセンター、
ロジャーズセンター、その他有名な観光名所なども徒歩圏内に位置し、
快適なライフスタイルを提供してくれます。
キャンパスは青色の新しく綺麗なビルの一角にあり、ダウンタウンに
位置しながらも静かで治安の良い地域にあるため、安心して勉学に
励むことができます。

CanPacific トロント校へようこそ！

CanPacificは政府指定校に認定されており、就学ビザの発給対象校で
あるため6ヶ月以上の就学が可能です。
就学ビザの申請には、当校のDLI# O255440517127が必要で、
カナダ移民局（IRCC）より就学ビザが発給されます。
また、CanPacificはLanguages Canada加盟校で、質の高い授業そして
安心した学校運営を保証するので、安心して勉学に励むことが可能です。

当校は “Practical Instruction－実践型、生徒主導型－”を第一目的とし
ビジネス語学学校として2007年に創立されました。
コミュニケーションベース、実践的、そして生徒主導型のアプローチを大
切にして、短期間で効果的に英語を習得できるようになっています。
生徒の皆さんに質の高い授業、快適な学習環境を提供できるよう、講師
陣、スタッフ一同日々努力しています。

“Toronto Best School” といった賞も数多く受賞しており、学生さんから
の評価も非常に高いプログラムを揃えています。

校内のコロナ徹底対策
TESOL有資格の経験豊富な講師陣
Languages Canada加盟校で安心
一人一人の生徒さんを大事にする少人数制
実践的で飽きのこないカリキュラム
ダウンタウンの中心に位置
厳しい“English Only Policy”

ホームステイの紹介
新しく綺麗なビルの一角

CanPacific について

CanPacificが選ばれる理由
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プレゼンスピーチ

好きなトピックを
選ぶことで、
自信を持って
話すことに
つなげます

リアルな教材

映画鑑賞や
ＹｏｕＴｕｂｅ等を
用いることで
生きた表現を
習得できます

毎日のエッセイ課題

書くだけではなく、
クラスメイトや

ネイティブの文章も比
較することで、
ライティングの

幅を広げます

多様な文章

新聞・雑誌などの
メディアを用いて、
語彙だけでなく
専門用語や

ネイティブが使う
言い回しや表現も強

化します

インテンシブESLプログラムでは、バランスよく英語に触れることで、4つのスキル(スピーキング、リスニング、ラ
イティング、リーディング) の向上を効率よく、短期集中で完成していきます。
午前中はスピーキング、リスニングに集中、午後はグラマー＆ライティング、リーディングと分けて指導します。

Program Fact

スタート日 毎週月曜日

期間 4 ～ 36 週間

レベル Beginner(初級) ～ High- intermediate(上級)

時間 13:20-17:30

平均人数 4名

英語の力を総合的 に伸ばしたい方にオススメ！！

スピーキング リスニング ライティング リーディング

このプログラムは、当校人気プログラムの2つが組み合わさった構成となっています。

13:20－ 16:10 Practical Speaking Program

16:10－ 17:30 Practical English for Grammar & Writing Program

各プログラムについては、詳細ページをご参照ください。

Intensive ESL Program

（インテンシブ ESLプログラム）

プログラム構成
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“とりあえず英語を話せるようになりたい”
“相手の言いたいことは分かるけど、自分の言いたいことがうまく言えない”

“発音に力を入れてみたい”
“日常会話は大丈夫だが、一歩踏み込んだ話になると自分の意見がうまく言えない”

当校ならではの徹底した”Practical Instruction” のもと、様々なタスクやアクティビティを通して実践的な日常生

活で使う会話を練習したり、プレゼンテーションやスピーチなどを通してよりアカデミックなスピーキング力、又
オーラルコミュニケーション能力を高めていきます。徹底した少人数制であるため、クラス内での話す時間、ま
たパフォーマンスの機会が豊富であり講師との距離が大変近いため、発音など細かな指導が一人一人に行き
届きやすくなっています。 授業内容は実践的でローカルニュースから国際情勢まで様々な分野を取り入れて

いますので、時事英語も自然と習得できます。スピーキングスキルの向上を主としますが、ちょっとした読み書
き、リスニング、文法なども授業に取り入れ、飽きのこない、英語の総合力・実践力を高められるカリキュラムを
使用していますので、英語を多角的に習得したい方にもお薦めのプログラムです。

アウトプット中心のカリキュラムで、ユニークな授業を展開！

毎週のプレゼン・スピーチ・パネルディスカッションにより、人前で話す、英語を話すことに自信をつける！

発音矯正にもたっぷり時間の時間割！

毎週金曜「フィールドトリップデー」は、トロント市内のさまざまな場所へ出かけて、地元の人々と触れ合う！

Blog を用いて、いつでも（帰国後でも） 講師、クラスメイトとのコミュニケーションが可能！

新聞などのメディアで難解なボキャブラリー、イディオム、スラングを強化！

映画鑑賞で、劇中の会話すべてを聞き取り、完全理解を目指す！

厳選された独自の教材を使いバラエティ豊かな指導法！

Program Fact

スタート日 毎週月曜日

期間 4 ～ 36 週間

レベル Beginner(初級) ～ High- intermediate(上級)

時間 13:20-16:10

平均人数 4 名

Practical Speaking Program

（プラクティカルスピーキングプログラム）
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Student’s Voice

＊Akane Takashimaさん 厳しかったからこそ自分を変えられました！

担当の先生はとても優しくて面白くて親切に英語を教えてくれました。
最初は自分の英語のできなさもあり上手く話せなくてシャイな性格だと
思われていたと思います。“話して！話して！”と毎日言われ
プレッシャーを感じる事もありましたが逆にそれが自分にとって良く、
厳しかったからこそ自分を変えられたと思います。
クラスでは、社会問題など難しいトピックもありましたが、
恋愛、スポーツなど自分が興味のある内容はとても楽しかったです。
はじめ授業のスピードについていく事が大変でしたが少しずつ慣れて
友達も出来、だんだん先生ともコミュニケーションを取れることが出来きたので
この学校で良かったととても満足しています!

生徒さんご自身でプレゼンのトピックを選び、好きなこと、興味のあること
について話します。身近なトピックについて話すので、余計なプレッ
シャーがない中で “楽しく” “自信を持って” 話すことが可能になります。
平均4名と言った少人数制を行っているため、恥ずかしがり屋な方、なか

なか自分から発言をすることが苦手な方、質問をするのに遠慮しがちな
方、そんな方々でも“話さざるを得ない”環境ですので、スピーキング力向
上にとても効果的な環境となっています。

また好きなことを話すことで、クラスメイトだけでなく講師も生徒さんのこ
とをもっと知ることができ、友達のような親近感が沸いてくるようで、アット
ホームな雰囲気となっています。

プレゼン例. たこやきの作り方、好きな音楽バンドについて

発音、間違った語彙 ・文法の使用法も徹底指導！！

スピーキング力ならびにリスニング力は 『 どれだけ会話をするか 』 がポイントになります。

言い換えれば、話す機会が多ければ多いほど間違えたり、曖昧にしていた部分をはっきり気づかせる機会があり、そこ
から学ぶ経験ができます。

•自分の癖、間違った単語、熟語の使い方がはっきり
する、発音が伸びる！講師からの指導回数が増える

•英語での会話に自信がつく！
話すことで

スピーキング力が伸びる

生徒さんお一人お一人にたっぷりと『実践＝会話』していただけるよう、

平均４名の少人数制 を徹底！！

毎週行う プレゼン・スピーチ･パネルディスカッション
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“話すと文法がめちゃくちゃになる”
“英文をもっと気軽に書けるようになりたい”
“ネイティブが使う言い回しを身につけたい”

“いつも同じ文法、構文、語彙ばかり使ってしまう”

すでに知っている文法を、テキストのUnit１から順に学習するのではなく、講師が生徒さん一人一人の弱点を把

握し、そこに焦点を当ててクラスを進めていきます。また構文に必要な語彙を増やすと共に、ネイティブが使う言
い回しや専門用語も指導します。様々な角度から文章に触れることでライティング力の幅を広げ、少人数だから
できる個々に合った学習法で、短期間で集中して自分の苦手分野を克服することができます。

英文 に対する苦手意識を徹底的に解消！！

構文に必要な語彙を増やすと共に、ネイティブが使う言い回しや専門用語も指導！

週１回、ほかの生徒さんとお互いの英文やネイティブの書いた英文をを比較分析！

多様なトピックを通して、シチュエーションに応じた書き方を学習！

ビジネスでも使えるフォーマルな書き方も、授業を通して習得可能！

日常的なものからアカデミックなトピックを使用！

TOEIC、IELTS、TOEFLといった試験対策にもなるトピックも多数あり！

Student’s Voice

＊Yuya Kurahashi さん 別の言い方で理解できるまでしっかり説明！

このコースでは特にプレゼンテーションが楽しかったです。初めは何をしたらいいか
分かりませんでしたが、先生が質問をしてくれたので楽しく出来ました。文法など
分からない時も何度も別の言い方で説明をしてくれたのでとても助かりました。学校、
クラスも少人数で気軽に質問でき、先生も全ての生徒に注目できるので
勉強しやすかったです。内気な性格の私ですが、とても楽しく過ごすことが出来ました!

Program Fact

スタート日 毎週月曜日

期間 4 ～ 36 週間

レベル Beginner(初級) ～ High- intermediate(上級)

時間 16:10-17:30

平均人数 4 名

Practical English for Grammar & Writing Program

（プラクティカルグラマー＆ライティングプログラム）
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Night Course Part-Time Intensive ESL

(ナイトコースパートタイムインテンシブESL)

“日中は働いていて学校に行けない”
“少人数で密に学びたい”

“短い時間で総合的に学びたい”
“基礎を改めて見直したい”

ナイトコースでは経験豊富な講師によって、スピーキング･ライティング・リーディング・リスニン
グの４つの技能をバランスよくレベルアップしていきます。集中的に効率よく学ぶことができ、
日中は働いていて学校に通えないという方にもオススメです。また、仕事では同じようなフレー
ズしか話さないのであまりスピーキングが伸びていないといった日本人ワーホリメーカーにとっ
ても、幅広い表現を学ぶことができるので英語力の底上げに繋がります。他コース同様に、少
人数制ですので生徒それぞれの課題にフォーカスした、きめ細かい授業を受けることができま
す。トロントではあまり見かけることない夜間授業ですのでお見逃しなく！

Program Fact

スタート日 毎週４週間

日程 月～木曜日

期間 4 ～ 36週間

レベル Beginner(初級) ～ High- intermediate(上級)

時間 17:40-19:00

平均人数 3 名

効率よく総合的にレベルアップ！

すぐに使える実践的なボキャブラリー・表現を学べる！

複雑な文法もスピーキングを通して学ぶので短期間で習得が可能！

ライティングでは徹底的な添削とフィードバック！

シャドーイングによるイントネーション・発音矯正！

少人数なので話すチャンスが多い！

経験豊富な講師で、また日本人の英語に慣れているので 問題点もピンポイントで解決！

Student’s Voice

＊ Haruka Takemoto さん 日本では教えてもらえない事を習得できました！
いつも親切で分からないことは最後まで教えてくれるので嬉しかったです。なかなか言葉
が出なくても聞いてくれようとしてくれたのもとても嬉しかった。日本では教えてもらえない
事が多く、勉強できて楽しかった。また、プレゼンテーションも相手が伝えたいことを知りた
いと思えた機会だったので、とてもよかったです！
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“将来英語を使う仕事に就きたい”
“現在すでに勤めているけど、更にスキルアップしたい”

“コミュニケーションを通して、ビジネスに関する様々な分野の批評能力を高めたい”
“真の Professional Communicator になりたい”

“分析→思考→実践” 型カリキュラムで総合英語力向上(主にスピーキングとライティング) 、ビジネスシーンに

おけるコミュニケーション力を高めます。トピックは様々なものを扱い、プレゼンテーションやディベートといった
実践型演習では、ビジネスシーンで行われるようなミーティングを設定して本格的に行います。また、定期的に
企業訪問や市場調査といったフィールドトリップを実施。クラスで学んだ上で現地へ訪れるため、実際のカナダ
のビジネスシーンをより肌で感じることが可能です。あらゆる角度から国際ビジネスへの理解を深めると共に、
現場に行ってもすぐに仕事で活用できるようビジネス知識、批評・問題解決能力を身につけます。

プロフェッショナル な コミュニケーション力を取得！！

ビジネスシーンでのコミュニケーション力 （Speaking＆ Writing） にフォーカス！
（電話応対、E-mail、ビジネス文書、プレゼンテーション、ミーティングにおける問題解決など）

ロールプレイ、プレゼンテーション、討論を繰り返すことで、実践的なビジネススキルが磨ける！

豊富なケーススタディで、ビジネスにおける様々なトピックに触れる！

講師は、豊富な経験と知識を兼ね備えたビジネスのエキスパート！

企業訪問、市場調査など、フィールドトリップを多数実施！

Diploma取得後は、企業研修 （ワーク・エクスペリエンス） が可能！
（ワーキングホリデービザ保持者のみ）

Program Fact

スタート日 2022年度 1/17, 2/14, 3/14, 4/11, 5/9, 6/6, 7/4, 8/2, 8/29, 9/26, 10/24, 11/21,12/19 

期間 8週間 (Diploma Program) / 4週間 (Certificate Program)

受講資格 TOEIC 650, TOEFL IBT 65, IELTS 5.5以上 / 当校入学試験合格

時間 10:00-12:50

平均人数 4 名

Diploma of Business Communication Program

（ビジネス・コミュニケーションディプロマプログラム）

Best School of Canada 受賞
ビジネス英語部門（トロント）

実際に受講された生徒さんの投票をもとに選考され、
Best School of Canada  ビジネス英語部門 （トロント）を受賞しました!

満足度 No.1 大人気プログラム！
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毎日違うトピックで、
幅広いエリアの
知識が身につく

Ex.貿易、労働、
組織、広告、財務、
マーケティング、
ブランド戦略

各トピックに関す
る専門用語を習得
し、語彙力を強化

単語やイディオム
を効果的・実践的
に学習する

ビジネスシーンを
想定して、

プロフェッショナル
な表現を練習

Ex.ビジネスレター、
Fax、Eメール、
レポート、レジュメ
＆カバーレター

本格的な
コミュニケーション
スキルを取得

Ex.ディスカッショ
ン、プレゼンテー
ション、接客スキ

ル

当カリキュラムの4大要素

Concept Vocabulary Writing Speaking

多様なケーススタディ、フィールドトリップを通して、

“分析→思考→実践” スタイルで学習！！

分析

• 実際の広告を使っての分析 : メッセージは？ターゲットは？視覚効果は？

• ビジネス専門用語や“広告”について学習

思考

• ブレインストーミングをしてアイデアを生み出す

• ポイントを押さえて実際に広告を作成

• パワーポイントでのプレゼンを作成

実践

• “クライアントにアイデアを提案” というシチュエーションで発表

• パワーポイント、プロジェクター、スクリーンを使用

• クラスメイト・講師からフィードバック

ビジネスシーンにおいてはプレゼンテーションスキルも
重要になってまいります。このことからプレゼンテーションの
始め方、執り行い方、締めくく り方、またパワーポイントを
使ってのチャートの説明の仕方なども詳しく学びます。
生徒さん一人一人が学んだ後、実際に"実践演習"を行うため
学んだことがよりご自身の身につきます。

ビジネスの現場で、すぐ使えるように実践演習 ！！

実践演習例 : マーケティング・広告



当校では、Job Fairへの参加、現地企業訪問
なども積極的に授業に取り入れています。
講師から事前に企業についてリサーチするよう
課題を与えられます。まずご自身で分析して
もらい、その後講師と共に企業へ行き責任者と
お話をします。
クラスへ戻り、ミニプレゼンテーションを行いな
がらディスカッションをし、カナダと自国では
どのように違うのかなど意見を交換し合います。
こうして分析をし、実践することで、実際に
ビジネスの現場に出たときにテクニックを
活かすことができます。

Student’s Voice

フィールド トリップ － Canadian Business Job Fair －

15

＊Chiharu Fushie さん
的確なアドバイスでモチベーション・アップ！

先生はいつも私の英語を正しく直してアドバイスをくれるこ
とで私の英語のスキルを高めてくれました。またビジネスク
ラスは私にとって挑戦でしたが、自分にとってのモチベー
ションとスキルアップにもつながりとても良かったです!

＊Sayori Funaoka さん
授業以外でも色々な相談にのってくれました！

このコースでの交渉やミーティングなどの実践練習はとて
も印象的で、文化の違いを理解することが外資系の会社
で働くには大切だという事をとても感じました。先生も質問
に対しすばやく的確に答えてくれたり、私の仕事について
なども相談が出来たのでとても感謝しています!
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“英語で聞いて分かるのに、日本語で伝えられない”
“日本語にしかないニュアンス、英語にしかないニュアンスを伝えたい”

“将来、通訳、翻訳の仕事で働きたい”
“英語を別の角度から勉強してみたい”

このプログラムの特徴は通訳翻訳の基礎を習得するだけでなく、中・上級英語に不足しがちな語彙力の増強はも
ちろん、リスニング力・スピーキング力など総合的な英語力の向上が望めます。インタビュー通訳やクイック・リ
サーチなどの生徒主導型アプローチを大切にした、当校ならではのユニークなシステムを導入。講義は日英バイ
リンガル講師とカナダ人講師のダブルティーチング。それぞれ違う視点からの多角的なアプローチで、総合英語
力をダブルに高めていきます。特に英語の伸び悩みを感じる方にお薦めのプログラムです。

真の国際バイリンガル を目指す！！

バイリンガル講師とカナダ人講師の違った角度からのダブル指導！

当校オリジナルのインタビュー通訳では、カナダ人講師に突撃インタビュー！

記事翻訳では自分の好きな記事トピックを用いて翻訳、クラスメートは通訳練習！

毎日50から100の単語を習得。”クイック・リスポンス” することで語彙力を確実に増強！

Diploma取得後は、企業研修 （ワーク・エクスペリエンス） が可能！
（ワーキングホリデービザ保持者のみ）

Program Fact

スタート日 2022年度 1/17, 2/14, 3/14, 4/11, 5/9, 6/6, 7/4, 8/2, 8/29, 9/26, 10/24, 11/21,12/19 

期間 8週間 (Diploma Program) / 4週間 (Certificate Program)

受講資格 TOEIC 650, TOEFL IBT 65, IELTS 5.5以上 /当校入学試験合格

時間 9:40-13:20 (月～木）, 9:40-12:30 (金)

平均人数 4 名

Toronto Best School  受賞
日英バイリンガル部門（通訳/翻訳）

実際に受講された生徒さんの投票をもとに選考され、ここ数年連続、
今年度も Toronto Best School 日英バイリンガル部門 （通訳翻訳）を受賞しました

満足度No.1 大人気プログラム！

Diploma of Bilingual Language Skills Program

（日英バイリンガル ディプロマプログラム）
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当校ならではのオリジナルカリキュラム。インタビュー通訳では、
街角でカナダ人にインタビューを行います。2人1組となり、
１人は質問者、もう１人は通訳者となり、実際の通訳体験をします。
講師より与えられた題材の中から生徒さんご自身が質問を考えます。
通訳体験をしながら、日頃の疑問をカナダ人へ直接投げかけることが
できます。（例： 現在のカナダ首相についてどう思いますか？等)

カナダ人は問いかけた質問にも真剣に、自分の意見をはっきり
教えてくれますので、普段は聞けないカナダ人の考えを肌で感じ
ることができます。通訳の会話は録音して、後日授業の中で講師が
解説しながらクラスメート全員で復習を行います。こうして直に通訳
体験をすることで、通訳の難しさと楽しさを感じることができます。
（コロナの影響によりZoomインタビューに変更する場合有）

インタビュー通訳

通訳・翻訳の試験にも対応

国家試験である通訳案内士試験や日本翻訳協会主催・ほんやく検定など、帰国後に通訳・翻
訳に関わる資格取得を考えておられる方にも満足いただける授業を提供しております。

上の試験内容からも分かるとおり、通訳者・翻訳者になるには、高い英語力だけでなく幅広い知識が
必要です。幅広く、深い知識を身につけられるように日々の授業には工夫が凝らしてあります。

翻訳・通訳の総合的なスキルやテクニックをしっかりと学べるプログラムですので、とにかく過去問だけをこな
していくやり方ではなく、このプログラムで積み上げてきた語彙力、リスニング力、背景知識をいかして色々な
試験にチャレンジすることができます。

一次試験（筆記試験）が外国語、
日本史、日本地理、一般常識の

4科目

(1)政経・社会、(2)科学技術、(3)金融・証券、
(4)医学・薬学、(5)情報処理、
(6)特許から１つを選んで受験
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カナダ人とのインタビューで通訳体験。インタビュー後はクラスでしっかり見直し！

バイリンガル講師・カナダ人講師によるダブルティーチング

日英バイリンガルプログラムの最大の魅力の一つ、バイリンガル講師とカナダ人講師のダブルティーチング。
それぞれ違う角度で総合英語力をダブルに高めていきます。午前の授業は、日本の心と北米の心を持ち
合わせ、ATIO(the Association of Translators & Interpreters of Ontario)  オンタリオ翻訳・通訳協会に所
属する経験豊富なバイリンガル講師による授業が行われます。週２回午後はカナダ人ネイティブ講師によ
る同時通訳・翻訳練習で英作文や文法を徹底添削。よりネイティブらしい英語表現や言い回しを習得します。

Student’s Voice

＊Yuki Kato さん 実際に経験のある先生から翻訳指導！

通訳、翻訳というとても特殊な職業について実際に経験のある
素晴らしい先生に教えて頂けて、英語力だけでなく知識や一般
常識がとても重要だということを身をもって学ぶ事ができました。
授業内容も時には難しいこともありましたが講師はその都度わ
かりやすい言葉で説明して下さり、とても勉強になりました。ク
ラスの皆も親しみやすく最高の雰囲気で受講できました!



1st week 文化＋習慣＋一般トピック

語彙 :日本の伝統行事、食べ物、習慣
インタビュー通訳①

2nd week 社会問題＋生活

語彙 :社会問題、比較文化、ライフスタイル、教育
記事翻訳①

3rd week 医療関連

語彙 :専門医、病気、医療専門用語、臓器
リサーチ・プレゼンテーション①

4th week 科学技術、環境問題

語彙 :天体、AI、 気候、環境破壊
クラス筆記テスト①、クラススピーキングテスト①
テストレビュー

5th week アート、エンターテイメント、レ
ジャー

語彙 : 旅行、映画、美術、芸能
インタビュー通訳②

6th week 政治法律

語彙 :政治体制、投票、司法、犯罪
記事翻訳②

7th week ビジネス 1

語彙 : 雇用、企業、貿易、市場、販売、役職
リサーチ・プレゼンテーション②

8th week ビジネス 2

語彙 :投資、株式、財務、経済、業種
クラス筆記テスト②、クラススピーキングテスト②
テストレビュー

※ Diploma Program (8週間) の場合
Certificate Program (4週間) をご希望の際は、1st – 4th week / 5th – 8th week のどちらかになります。

バイリンガル講師とカナダ人講師による

日英両視点 からの多角的なアプローチ！！

毎日の練習メニュー ：
クイック・リスポンス、サイトラ練習、シャドーイング練習、YouTubeビデオを使っての知識増強、
翻訳・通訳練習、リスニング強化、メモ取り練習、カナダ人講師による英語添削、発音矯正

カリキュラム トピック詳細
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Student’s Voice

大手自動車メーカー

＊ Kotomi Sasakumaさん

【 ワーク・エクスペリエンス企業研修では、どんなことをしましたか 】

主に書類のファイリングや整理、時々お客様の対応をする事もありました。

【 今回の経験の感想を教えてください 】

職場の方々ととても良い関係を築くことができ、カナダの仕事現場や

働き方などを知れるとても良い機会になりました。また事務系の

お仕事か、カスタマーサービスなのかどちらが自分に合っているのか、

就きたいのか決めるはかりにもなりました。

ここでの経験は、もし将来海外のお客様や同僚と接する機会があれば

すごく活かせると感じました！

日英バイリンガルディプロマ、ビジネス・コミュニケーション・ディプロマ
（いずれも 8週間コース）、大学進学コース（８週間以上）を修了された
方は、その後カナダ企業でのワーク・エクスペリエンスを行なうことが
可能です。 （ ※ワーキングホリデービザ保持者のみ）
ご興味のある分野や過去の職業経験とつながる企業をご紹介します。
コーディネーターとじっくり相談をして、幅広いビジネスフィールドの中
からあなたに合ったワーク・エクスペリエンス先を一緒に探していきま
しょう。各企業との強力なコネクションがある当校だからこそ、ご希望の
業界でワーク・エクスペリエンス（企業研修）することができます。
研修期間は最短４週間～となります。（最長は企業による）

Work Experience Program

（ワーク・エクスペリエンスプログラム 企業研修）

翻訳 貿易 金融

IT エンジニア
自動車

関係

ホスピタリ
ティー

広告
コンサルタ
ント
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申込

• 当プログラムコーディネーターから、ワーク・エクスペリエンス プログラムについ
て説明

• 同意書に合意の上、申込書を記入・掲載

1-4週目

• コーディネーターとのカウンセリング

•レジュメ、カバーレターの準備

•面接に向けて、準備、指導

5-8週目

•企業紹介（仕事内容、場所など）

•企業に連絡。レジュメ、カバーレターの送付

•面接日時の設定

8週目－

•面接

•ワーク・エクスペリエンス開始（ご本人の要望と企業側の同意により、開始日決定）

就業体験中

•コーディネーターと、電話、メールなどで連絡。困ったことなど、すぐに相談可能

•コーディネーターは随時、就業体験先企業の責任者に状況確認。企業訪問あり

終了時

•当校＆ワーク・エクスペリエンス先企業の Reference Letter （証明書）を授与

今まで学習してきたことを活かして海外で仕事をするチャンスです。英
語力はもちろんのこと、周囲との高いコミュニケーション能力も必要で
す。トロントは多民族都市ですので、たくさんの国の方と一緒に仕事
することができ、互いの文化背景を持ちながら協力して仕事するため、
そこから多くのことを学ぶことができます。

また日本での就職活動の際、ライバルに差をつけることができます。
人事課の方は、「海外の企業でたった一人、英語環境で周囲とどうコ
ミュニケーションをとり、何を得ることができたか？」という点を評価し
ます。企業への大きなアピールポイントになります。

この機会に、ぜひチャレンジしてみましょう！

ワーク・エクスペリエンス プログラムの流れ
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“IELTS ってよく聞くけど、どんな試験かわからない”
“IELTSのスコアをアップしたい”

“今の英語力を客観的に評価したい”
“普通のESLでは物足りないけど、英語の基礎4スキルを満遍なく勉強したい”

The International English Language Testing System (IELTS)は、世界で一番人気の英語能力テ
ストで、勉学、仕事や移住を目的に受けられます。9000以上の機関が世界的にIELTSのテスト結果
を採用しており、大学、事業団体、雇用主や政府なども含まれます。220万人以上の人が昨年テスト
を受け、IELTSは世界で最も急成長している試験となっています。

当校の IELTSテスト対策プログラムは、学問用（アカデミック）そして一般用（ジェネラル）両方の
IELTSテストのための準備をすることができます。テストの問題に慣れたり、テストの構造を理解する
のはもちろん、テストをシンプルな段階に分けて、英語の基礎力を高めていきます。

本番を想定した実践的な演習 が中心！！

公式IELTSのテスト形式、攻略方法を取得！

学問用（アカデミック）そして一般用（ジェネラル）両方のIELTS準備！

少人数クラスだからできる、各々の目的、レベルに合わせた指導！

Program Fact

スタート日 毎週月曜日

期間 4 ～ 12 週間

受講資格 Intermediate以上

時間 17:40-18:25

平均人数 3 名

IELTSは、目的に応じて2種類学問用（アカデミック）と一般用（ジェネラル）の試験が用意されています。
英語の基礎4スキル（スピーキング、リスニング、ライティング、リーディング）が組み合わさった構成となって
おり、問題数や時間は両試験とも同じです。

リスニング

40分
4セクション

40問

リーディング

60分
3セクション

40問

ライティング

60分
2問

150 / 250文字

スピーキング

11－14分

3セクション

IELTS Preparation Program

（IELTS試験対策プログラム）

IELTS 試験構成
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＊ Ayako Sato さん 問題に取り組むコツを教わりました！

講師は参加する生徒みんなが偏り無く発言できるようにスムーズにハンドリングし
てくれたり、理解につまずいている時には簡単な単語に言い換えてくれたり、とても
細やかに気配り、目配りして頂けました。エッセイ作成のアドバイスやリスニング問
題に取り組むコツなどを教わりIELTSだけでなくTOEIC受験にも活かせる指導を頂き
有意義でした！

Student’s Voice



“TOEICのスコアをアップしたい”
“リスニング、リーディングUP に特化した勉強がしたい”

“今の英語力を客観的に評価したい”
“帰国前にTOEICを受けて、就職活動を有利にしたい”

“カナダに来て、少し英語が話せるようになった” “来た時よりも、断然英語がうまくなった“

しかし、帰国し就職活動の際にその上達をどうアピールすれば良いでしょうか。結局、面接官は履歴書の上に書
かれていることに頼らざるを得ませんし、そのTOEICの点数が良ければ、有利な判断材料になります。

このプログラムでは、短期間で効率良く点数を上げていくように、カリキュラムが工夫されています。経験ある講師
のもと、クラスが一団となってそれぞれ個々の目標に向かって進んでいきます。少人数制のクラスも魅力的。細か
く、徹底した指導を受けられます。

目指せ高得点！帰国後の就活準備 に！！

公式TOEICのテスト形式、攻略方法を取得！

少人数クラスだからできる、各々の目的、レベルに合わせた指導！

当校はETS TOEIC® Test Provider in Torontoの認定校。校内で公式なETS TOEIC® を受験可能！

Program Fact

スタート日 毎週月曜日

期間 4 ～ 12 週間

受講資格 Intermediate以上

時間 17:40-18:25

平均人数 3 名

TOEICは英語の基礎スキルの内、
リスニング、リーディングに特化した構成となっています。

リスニング

45分
4セクション

100問

リーディング

75分
3セクション

100問

公式試験会場 に認定されているため、

校内でTOEICが受けられる！！

TOEIC Preparation Program

（TOEIC試験対策プログラム）

TOEIC 試験構成
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“カナダの大学やカレッジに興味がある”
“そろそろビザが切れるけど、もう少し長くカナダ滞在を考えている”

“大学進学に必要なアカデミックな英語力をつけたい”
“普通のESLでは物足りないけど、英語の基礎4スキルを満遍なく勉強したい”

カナダの大学やカレッジ進学を目標とする生徒さん向けに、進学レベルに必要な英語スキル、特に学問的（アカ
デミックな）スキルを総合的に提供するプログラムです。当校ではいくつかの大学やカレッジと提携を結んでおり、
ビジネス、エンジニア、医療系、IT系、デザイン系、ホスピタリティーといった様々なコースが用意されています。ユ

ニークな側面は、当プログラムを終了すると、大学やカレッジで入学時に求められる英語学力テストが免除される
ことです。当校との提携校は、当プログラムのカリキュラムと経験豊富でプロフェッショナルな講師への信頼があ
るからです。他人との差をつけ、自信を持って大学生活をスタートできるよう、英語力向上をサポートします。

プログラム受講後なら、入学時の英語学力テスト 免除！！

大学進学に必要な高等レベルの英語力向上を目指す！
（アカデミックな英語力に加え、リサーチ力、発言力、コミュニケーション力も習得！）

当校との提携校、多数！幅広く学部選びが可能！

当プログラム終了後は、入学時に求められる英語学力テストが免除！

Program Fact

スタート日 2022年度 1/17, 2/14, 3/14, 4/11, 5/9, 6/6, 7/4, 8/2, 8/29, 9/26, 10/24, 11/21,12/19 

期間 12 週間完結 / 4週間 (Certificate )

受講資格 TOEIC 650, TOEFL IBT 65, IELTS 5.5以上
（レベルに達さない場合は、Intensive ESL Program 後に受講可）

時間 10:00-12:50

当プログラムは、上中級レベルの英語力を備えた生徒さんに適したプログラムです。受講基準となるレベルに
届かない生徒さんは、当校の Intensive ESL program にて準備をしていただくことも可能です。また、他の

ディプロマプログラム（ビジネス・コミュニケーション/日英バイリンガル）を修了された方も受講いただけます。

受講前

•Intensive ESL Program
(High-Intermediate)

•Diploma Programs

•TOEIC, TOEFL, IELTS

12週間プログラム

•大学やカレッジからの信
頼も厚い内容

•ネイティブと対等な 英語
力を取得！

進学

•提携校から学部選
択

•入学時の英語学力
テストは免除！

University Pathway Program

（大学進学プログラム）

大学進学までのプロセス

27



28



Bridge Program

（夏季 & 冬季キャンププログラム）

キャンパシフィックの夏季＆冬季キャンププログラムでは、午前中に実践的なクラスを通して生
徒たちが英語のコミュニケーションに必要となる知識を得る事ができ、午後のクラスでは娯楽
的なアクティビティを通して楽しむ事ができます。 午前中のクラスは主に、英語をより流暢に正
確に、またボキャブラリー・リーディング・グラマー・ライティング・リスニングと総合的に英語力
の向上を目的とされています。午後のクラスと週末は、様々な課外活動に参加をする事で、英
語のコミュニケーション力を鍛える事を目的としています。課外学習には、あらゆる角度から文
化や歴史を観に行く事や、スポーツ・映画・散歩・ショッピング等が含まれます。

詳細につきましてはお問い合わせ下さい。

477 Richmond Street, Suite #508,

Toronto, Ontario, M5V 3E7 Canada

Tel: 416-601-0100 Ext.223

E-mail: info@canpacificcollege.com
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CanPacific ならではのサポート

ホームステイ /学生寮手配

• カナディアンの家族と一緒に住んでカナダの文化、習慣を肌で感じながら、学校で習った英語を実際にホストファミ
リーに使い、有意義な学生生活を送るのも大切なことです。生徒さんが快適に、安全に学生生活を過ごせるよう、一
人ひとりの希望を考慮した上で、当校が厳選したホームスティ先を紹介します。

• 学生レジデンス手配も行っております。トロントの中心地で、学校への通学は徒歩で簡単にアクセスでき、また周囲
には観光名所や様々なお店がある、とても便利な所に位置しています。お部屋は、プライベートもしくは二名様一室
でご利用していただき、すべて家具は備えつけです。

空港送迎サービス

• 当校のスタッフが空港から滞在先まで安全にお送りする、空港送迎サービスを提供しています。

留学生向け健康保険紹介

• カナダに来る前に健康保険に加入するよう勧めておりますが、保険に加入していない生徒さんには当校の健康保険をご
紹介しています。

その他、英語の勉強方法、就職・アルバイト探しなど…

ベテラン カウンセラーに いつでも ご相談ください！！
30
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生徒の皆さんが楽しくまた実践的に英語を上達させるために、クラスルームを離れ、様々な課外授業または放課
後のアクティビティを提供しています。現在はコロナの影響でオンラインによるアクティビティーを行っています。

アクティビティー
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