
歴史ある語学学校、
ユーロセンターズのトロント校。
1990年に開校し、今では世界的認知度
を誇るユーロセンターズ。そのネット
ワークを生かして初級レベルからアカデ
ミックレベルまで質の高い学習を提供し
ています。とはいえ、ひとクラスの平均に
12名。アットホームな雰囲気を残しなが
ら学習できる環境を整えています。

定評のある国籍バランスの良さと、
立地を生かしたアクティビティ。
北米の中で5番目に大きな都市であり、
カナダで最も大きなビジネス都市である
トロント。その中心部に校舎を構える
ユーロセンターズは観光にもとても便
利。世界中から来ているクラスメイトと
共に勉強も交流も楽しむ事ができるで
しょう。

学生同士の交流にも配慮した
豊富なアクティビティ
土日も含め、頻繁にアクティビティが行
われています。観光や小旅行はもちろ
ん、スタディークラブなども企画されて
おり、学習を通しても交流が持てるよう
工夫されています。

■学生数：170人～ 300人
■レベル数：10レベル（初級～上級）
■クラス人数：平均12名（原則最大14名）
■日本語スタッフ：常駐している
■アクティビティ：CNタワー、トロント動物園、ナイアガラの滝、

ロイヤルオンタリオ博物館、リプリーズ水族館、パブナイト、カン
バセーションクラブ、シカゴツアー、ニューヨークツアーなど。
■成績証明書：可。（旅行申込時にお申出下さい。）
■ 選択コース：会話、ビジネス英語／ TOEIC、TOEFL、IELTS
など。

※サンプルタイムテーブルはP25をご覧下さい。■ 選択コース：会話、ビジネス英語／ TOEIC、TOEFL、IELTS
など。
※サンプルタイムテーブルはP19をご覧下さい。

日
　
程

1 2 ▼28 29 30
夕刻：羽田発 t
空路、トロントへ。

‥‥《日付変更線通過》‥‥

夕刻：トロント着
着後、出迎えを受け滞在先へ。

 
 
トロント泊

ユーロセンターズ トロント校にて英語研修
● 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25レッスン（約21時間）
● 4週間の研修中に1回、午後から現地大学の学生による

トロント大学キャンパスツアーと学生交流があります。こ
の開催日は午後の授業に出席することはできません。

　実施日は出発案内書にてお知らせいたします。
●土・日はフリータイム 各自のプランでお過ごし下さい。

 
 
トロント泊／語学研修

滞在先から各自空港へ移動
各自にてフライト・チェックイン。
午後：トロント発 t
空路、帰国の途へ。

‥‥《日付変更線通過》‥‥
v 機中泊

午後：羽田着
着後、空港にて
解散

日
　
程

1 2 ▼28 29 30
夕刻：成田発 t
空路、バンクーバーへ。

‥‥《日付変更線通過》‥‥

午前：バンクーバー着
着後、出迎えを受け滞在先へ。

 
 
バンクーバー泊

ユーロセンターズ バンクーバー校にて英語研修
● 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25レッスン（約21時間）
● 4週間の研修中に1回、午後から現地大学の学生による

ブリティッシュコロンビア大学キャンパスツアーと学生交
流があります。この開催日は午後の授業に出席することは
できません。

　実施日は出発案内書にてお知らせいたします。
●土・日はフリータイム 各自のプランでお過ごし下さい。

 
 
バンクーバー泊／語学研修

滞在先から各自空港へ移動
各自にてフライト・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

午後：成田着
着後、空港にて
解散

トロント大学（U of T）について
トロント大学（通称：U of T）は1827年にキングスカレッジとして設立され、1850年にトロ
ント大学へと改称されました。現在学部生約6万7千人、大学院生約1万5千人、のべ8万人以
上が学んでおり、アメリカを含めた北米全体の中でも屈指の規模を誇る研究総合大学です。
10人のノーベル賞受賞者を輩出し、教授のレベルも北米トップクラスと言われています。主
要キャンパスであるセントジョージキャンパスは、ダウンタウンのクイーンズ公園周辺にあ
り、歴史的な建造物と豊かな緑に囲まれた観光名所としても広く知られています。2017年
の大学総合ランキングでは、国内1位、世界では22位にランクされました。

アクティブ トロント 
英語研修 + 学生交流 30日間

羽田発着
A� 502,000円

B� 474,000円

発着地別追加代金
札幌・福岡発着追加代金� 30,000円

大阪発着追加代金� 10,000円

出発日 30日間帰国日（研修4週間）
A 8月12日（日） 9月10日（月）
A 8月19日（日） 9月17日（月）
B 8月26日（日） 9月24日（月）

旅行代金に含まれるもの
●日程表に記載し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（食事条件に明示した食
事／原則個室）●語学研修費用（授業料）●教材費●現地学生とのキャンパスツアーお
よび交流費用●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●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（羽田：2,570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●超過手荷物料金●渡航諸手続き費用（旅
券印紙代など）●eTA登録代金

旅行代金に含まれるもの
●日程表に記載し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（食事条件に明示した食
事／原則個室）●語学研修費用（授業料）●教材費●現地学生とのキャンパスツアーお
よび交流費用●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●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）、旅
客保安サービス料（成田：520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●超過手
荷物料金●渡航諸手続き費用（旅券印紙代など）●eTA登録代金

■添乗員：同行しませんが、研修期間はスクールスタッフがお世話いたします。�■最少催行人員：1名　■募集人員：各出発日10名
■語学学校：ユーロセンターズ�トロント校　■レッスン数：月～金曜日、週25レッスン（週21時間）　■滞在方法：ホームステイ（原則個室）�
※ホームステイは、原則個室となっておりますが、繁忙期では場合によって、相部屋となることもありますので、あらかじめご了承ください。
■食事条件：一日2食　■利用予定航空会社：エアカナダ
■P15の休校日に加え、9月21日（金）は休校となります。
★このコースは、帰国日の変更・延長は一切できません。
【札幌・大阪・福岡発着の方へ】
●�乗り継ぎの国際線は、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、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／ 2018年3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。

◆ 安心の『エアラインチェックインアシスタントサービス』付き ◆
日本出発時の成田空港にて、係員がご利用の航空会社でのチェックインをお手伝いし、セキュリティーゲートまでのアシストを提供いたします。

当日は『出発案内書』に記載した指定の窓口にご集合いただき、有料待合室にて『出発前オリエンテーション』を行い、全員でチェックインを行います。

◆ 安心の『エアラインチェックインアシスタントサービス』付き ◆
日本出発時の羽田空港にて、係員がご利用の航空会社でのチェックインをお手伝いし、セキュリティーゲートまでのアシストを提供いたします。

当日は『出発案内書』に記載した指定の窓口にご集合いただき、有料待合室にて『出発前オリエンテーション』を行い、全員でチェックインを行います。

旅行代金（羽田発着） お一人様あたり

School Information

Point1 Point2

� 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� 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

（イメージ） （イメージ）UBCキャンパス（イメージ）

イメージイメージ

（イメージ）

（イメージ）

燃油サーチャージ 旅行代金に含みます。

※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。

このコースは、カナダのeTA（電子渡航認証）が必要です。

学生交流 〜キャンパスツアー〜
滞在中1回、現地大学生がツアーリーダーでU of T見学！ 
※ツアーリーダーはU of Tの学生とは限りません。

トロント大学（U of T）キャンパスツアー付きブリティッシュコロンビア大学（UBC）キャンパスツアー付き

羽田発 エアカナダ 直行便で行く

19

★関空・名古屋発 直行便利用コースは、P28をご覧ください。

保険付き

★羽田発着
（札幌・大阪・福岡追加）国際クラス ホームステイ 出発保証

早期割引対象外！

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）

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

2018年6月25日（月）
※定員（各出発日 15名）になり次第受付終了となります。

受 付 締 切
2018年6月25日（月）

※定員（各出発日 10名）になり次第受付終了となります。

受 付 締 切

おすすめポイント
◆羽田空港で出発前オリエンテーション実施＆	
チェックインのアシストサービス付！

◆	ナイアガラの滝＆CNタワー観光付き
	 世界三大瀑布の一つ「ナイアガラの滝」と	
トロントのシンボル131階「CNタワー」

Check!

羽田発着
045
コースNo.

札幌追加
046
コースNo.

大阪追加
047
コースNo.

福岡追加
048
コースNo.




