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CCEL キャンパス
1050 Alberni St., Vancouver, 
BC, Canada
• ダウンタウンの中心
• 屋上パティオ
• 学校カフェ&レストラン

CCEL レジデンス
1689 Robson St., Vancouver, 
BC, Canada
• ロブソン通り沿い
• スタンレーパークまで徒歩5分
• CCELまで徒歩10分



CCEL ENGLISH PROGRAMS 

Smrtイングリッシュ
CCELの英語コースでは、デジタルメディアを活用した画
期的なレッスン－Smrtイングリッシュ－を提供していま
す。学生は教科書の代わりにラップトップ（ノートPC）を、
講師はホワイトボードと共にワイドスクリーンを使用し、
授業を展開します。

新時代の英語学習環境
CCELのアカデミックチーム
によって開発されたSmrt
イングリッシュは、決して
「オンライン自己学習
プログラム」ではあり
ません。講師は、ビデ
オや画像、実在のWEB
サイトといったアクテ
ィブかつ「生の教材」
を利用し、よりダイナミ
ックな授業を展開しま
す。ディスカッションや
プレゼンテーションに
おいても、オーディ
オ＆ビジュアルを存分
に活用することができ
ます。

Smrt受講者の声
•	 “机に向かって勉強というよりも、実際
に体験する感覚が多いです”

•	 “文字だけでなく、ビデオや画像をたく
さん使うので、楽しく分かりやすい”

•	 “ディスカッションの時、話したいこと
を検索して写真を見せられるので、話
が盛り上がりました”

•	 “家でもリスニングの復習ができるの
がいい！”

•	 “本物のWEBサイトでホテルの予約
を練習をしてみたり、電車の路線につ
いて調べたりしたのは、実生活でも役
に立ったと思う”

•	 “紙を使わないのがECOでいいと思い
ます”

•	 “卒業してからもアクセスして勉強を
続けたいです！”

ビジネス英語プログラム
ビジネス英語コースは、英語を使って仕事をする上で
役立つ様々な英語スキルを習得するプログラムです。
職場でのコミュニケーション、Ｅメール、ミーティング
など、実用的なコミュニケーションスキルに加え、ディ
スカッションやプレゼンテーションなど発展的な内容
も含まれています。
また、カナダで仕事やインターンシップを探す際に必
要な、履歴書、面接、求人情報などのトピックもカバー
されています。

ワーキングホリデー・プログラム
カナダで接客関連のアルバイトをしたいと考えている
方は、ESLで中級レベルに達したら、午前クラスはビジ
ネス英語クラス、午後は接客英語クラスを受講される
ことをお勧めします。

進学準備英語 (EAP)
CCELは、カナダの多数の大学と契約を結んでいま
す。CCELのEAPプログラム修了は多くの北米の大学へ
の入学基準を満たす英語力と認められます。

企業研修
CCELでは、毎年各国の企業や公的機関か
ら依頼を受け、英語研修プログラムを提
供しています。研修内容はご要望に応じて
個別対応いたしますので、まずはご相談く
ださい。

日本企業の研修実績：
財務省、住友金属鉱山、三菱化学、日本ガ
イシ、久光製薬、昭和産業、日星産業、	ジ
ョンソン、	熊本県警、	モーガン・スタンレ
ー、	マッキンゼー&カンパニー	、デロイト・
トーマツ

接客英語について
ホスピタリティサービス英語（EHS）は、カ
ナダのカフェ	やレストランなどで働く上で
必要な	接客英語を身につける午後の選
択クラスです。	また校内のカフェ&レストラ
ンで、	コーヒーメイキング（バリスタ）、	バ
ーサービスについてなどを実践的に学び
ま	す。コースにはBC州認定のServing It 
Right(SIR)資格も含まれています。
	



専門スキル取得コース 
CCELのビジネスカレッジ部門(Canadian College)
は、CCELと同じキャンパス内で、様々な専門プログ
ラムを運営しています。コースは3ヶ月から2年まで
と幅広く、長期プログラムには、Co-op（インターン
シップ）も含まれ、カナダの企業で職業経験を得る
ことができます。

Canadian College のプログラム
国際的に認知された資格(FITT, AH&LA, PMI, 
CISCO, Microsoft, RedHat, Comptia)

•	 	講師は各業界のエキスパート
•	 	少人数制クラス
•	 	ヨーロッパを中心に、世界中から集まった学生
•	 	Co-opプログラム（インターンシップ）

英語＋専門プログラム・パッケージ
CCELでは、「語学で終わらない留学」を合い言葉
に、以下のようなプランで専門スキル取得をお勧
めしています。

Canadian College のプログラム

•	 	Business Management

•	 	International Trade (FITT認定国際貿易プロ
グラム)

•	 	Hotel & Hospitality Management (AH&LA認
定プログラム)

•	 	Social Media Marketing

•	 	Project Management (PMI認定プログラム)
•	 	IT (CISCO, CompTIA, Microsoft Server, Red 

Hat)

PROGRAMS

期間                    6ヵ月後																																																1年後																																							2年後	

９ヶ月 ESL ビジネス英語 ホテルマネージメント
サーティフィケート *Smrt	Year適用(３６週から５２週対象)

1年 ESL ビジネス英語 国際貿易FITTディプロマ

1年半 ESL ビジネス英語 ホスピタリティマネージメント・
サーティフィケート

６ヶ月のインターンシップ
（ホスピタリティ関連）

2年 ESL ビジネス英語 ビジネスマネージメント・ディプロマ（９ヶ月のインターン含む1年半コース）

2年半 ESL ビジネス英語 ソーシャルメディアマーケティング・ディプロマ(6ヶ月ｘ2回のインターン含む2年コース）

特典①：Smrt	Year（スマートイヤー）は、一般英語(ESL)だけでなく、複数のコースの受講を考えている方、
カナダとアメリカの２カ国留学に興味のある方に最適です。また、スマートイヤーのお申し込み期間内であ
れば、追加料金なしでコース変更が可能です。

特典②：Smrt	Year対象期間(３６週から５２週)外で、英語コースと専門プログラムを同時にお申込みいた
だいた場合、パッケージ特典としてフルタイム英語コース４週間分（約＄１３００）を無料で提供しています。
詳しくはお問い合わせください。

留学プランの例:

A c a d e m i c  P a r t n e r



CCEL & Canadian College
1991 年創立、国際的な評価を得る伝
統校 
•	 Languages	Canada,	PCTIA,	
EQA 	認定校

•	 学生数:	500 - 700名	(語学、専門
含む)

•	 国籍ミックス：　ヨーロッパ１５％
、中南米２０％、中東＆アフリカ１５
％、アジア５０％　（日本人率平均：
２０％）

Campus
•	 最新設備の新校舎、ビル全体がキ
ャンパス

•	 ロブソン通り徒歩１分、バラード駅
より徒歩3分の便利で治安の良い
エリア

•	 学校運営のレストラン&カフェ、開
放的な屋上パティオ

•	 WiFi完備（学校および学生寮）

Student Service
•	 放課後アクティビティと週末トリッ
プ、会話クラブ、ボランティアの機
会など

•	 選べる滞在先:	ホームステイまた
は学生寮（学校より徒歩10分）

•	 日本人スタッフ常駐

ABOUT US 

アメリカ姉妹校
SCEL(Spokane College of English Language)
日本人が少なく、治安の良いエリアにあるアットホームな
語学学校

スポケーンとは？
アメリカのワシントン州東部に位置し、シアトルに次ぐ州
第2の都市
自然が豊かで、治安の良い街
シアトルと比べ、生活費が約20-25%低い
年間260日以上続く晴天＆充実した週末アクティビティ

Campus
学生数：１００-１５０名
ダウンタウンの中心、バスターミナル向かい
最新設備の新校舎、WiFi完備

ESL Program/一般英語コース
CCELと同様Smrtイングリッシュカリキュラムを提供。
マルチメディアを多用し、ダイナミックで実践的な「使える
英語」が学べる。
バンクーバーへ転校可能

EAP(English for Academic Purpose)/進学準備
英語
SCELでは、多数のアメリカの大学と契約を結んでいます。
SCELのEAPプログラム修了は多くの北米大学への
入学基準を満たす英語力と認められます。



eh!レストラン&カフェ
CCELはキャンパス内で本格的
なレストランを運営しており、
ホスピタリティ関連の授業や
実習の場としても使われてい
ます。このレストランは、世界中
から集ったCCELの留学生だけ
でなく、学校スタッフや地元の
カナディアンも利用しているの
で、英語を使った交流の場とし
て最適です。

カナダで働く！
バンクーバーには、ワーキングホリデーや留学生の方にも、アル
バイトやインターンシップ、ボランティアとして働く機会がたくさ
んあります。Facebookページ「カナダで働く！」には、最新の求
人など耳寄り情報が随時アップデートされていますので、是非ご
活用ください。	facebook.com/workinvancouver)

LIFE IN VANCOUVER

アクティビティ・プログラム
放課後、夕方、週末に様々なアクティビティを実施しています。ア
ウトドア＆インドアスポーツ、小旅行、カルチャー体験、イベント、
会話クラブ、学生パーティなど、内容は季節ごとに変わります。「
こんなことをやってみたい！」というご要望がありましたら、是非
お知らせください。

ホームステイ
平日2食、週末3食付き、個室ベッドルーム、専用又は共同のバ
スルームとなります。WiFiアクセス有り。ペットや食事のリクエ
ストには、極力副えるようにお手伝いいたします。

レジデンス（学生寮）
CCELの学生寮は、学校まで徒歩10分の好立地、周辺にはレストラン
やカフェ、スーパーマーケットなど、生活に必要なものは全て揃って
います。寮での滞在は、世界各国からの留学生達と知り合えるいい
機会でもあります。お部屋のタイプは個室またはツインシェアから選
べ、キッチンとバスルームはシェアとなります。費用にはeh!レストラ
ンでの朝食が含まれています（平日のみ）。また３ヶ月以上滞在され
る方には、ランチも無料で提供される特典もあります。



CCEL PROGRAMS AND LEVELS

English Levels 110 115 120 125 130 140 145

CCEL English Courses （英語コース）
一般英語	(ESL)

ビジネス英語
進学準備英語	(EAP)

IELTS/TOEFL 試験対策
1:1 プライベートレッスン

CCEL Elective Courses （選択クラス）
発音&会話
スピーキング&リスニング
基礎文法
コミュニケーション
会話&ボキャブラリー
会話&イディオム
接客英語実践トレーニング
YouTube English

リーディング&ライティング
ディベート&ディスカッション
映画の英語
プレゼンテーション
1:1	プライベートレッスン

Canadian College Programs （専門プログラム）
ビジネスマネージメント
国際貿易
ホテル＆ホスピタリティマネージメント
ソーシャルメディア・マーケティング
プロジェクトマネージメント
IT

インターンシップ(Co-op)

ESL Timetable
Courses Time Mon - THU Friday

フルタイムインテンシブ(38レッスン/週)
- Smrt Core + 2 electives

フルタイム(28レッスン/週)
- Smrt Core + 1 Elective

パートタイム(18レッスン/週)
- Smrt Core Classes Only

8:30-10:00 選択授業①	(Smrt ELECTIVE)

10:00-10:20 休憩
10:20-11:50 総合英語	(Smrt CORE)

11:50-12:50 ランチ休憩
12:50-14:20 総合英語 選択授業	②
14:40-16:10 選択授業	② アクティビティ

15:00 アクティビティ
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Address:    
#450-1050 Alberni St., Vancouver, BC, 
V6E 1A3, Canada

Phone:     
1.604.688.9366

Email:     
study@canada-english.com 
(日本語でどうぞ)

www.canada-english.com
www.canadiancollege.com 
www.usa-english.com

日本語サイト   
www.canada-english.com/jp/    
www.canadiancollege.com/jp/

日本語ブログ   
japanese.ccel.ca/

Smrtイングリッシュ   
www.smrtenglish.com 

カナダで働く！フェイスブック 
facebook.com/workinvancouver


