
2019年、MLI（Muskoka Language International）は創立25周年、また弊社の長年のパートナ
ーであるCISS（Canadian International Student Services）は40周年を迎え、 二つのブランド
を正式に合併しCISS MLIといたしました。 これもひとえに皆様のご愛顧、ご支援の賜物でござ
います。両社は、これまでカナダ全土において外国人学生の為にクオリティーが高く、また彼
らの人生に大きな影響を与えることが出来る経験を提供してきたことで、各国の方々に高い
評価を頂いております。その両社が合併することにより、夏季キャンププログラムから団体教
育旅行、それに中・高等学校体験プログラムまで幅広い選択の教育プログラムをご提供 でき
るユニークな組織となりました。

アクティブラーニング
Active Learning

MLIでは受動的ではなく能動的な学習、アク
ティブラーニングを取り入れ、「思考力・判断
力・表現力」を育てるディスカッションや少人
数グループワーク、プレゼンテーションなどの
アクティビティーを通じた学習方法を実行。

スモールタウン
Small Town
               
19世紀の面影を残す街から活気あふれる新
しい街まで、カナダにはたくさんのスモール
タウンがある。トロント、バンクーバー、カル
ガリー、モントリオールなどの大都市からアク
セスのよい約120のスモールタウンが留学生 
を受け入れ。

グローバル
Global
 
MLIは多様なニーズにお答えできるカスタ
ムメイドのプログラムが特徴。近年よく話題
にあがる、グローバル化をテーマにしたもの
や、若者に求められる様々な課題をテーマに
プログラムをカスタムメイド。

MLI Canada Active Learning Programme

安全性・安心
Safety  

国連による「住みやすい国」調査で常にトッ
プ１０に選ばれているカナダ。他の欧米諸国
に比べて犯罪が少なく、治安に定評があり、
学生を安心して送りだせる最適なデスティネ
ーション。

多文化主義          
Multiculturalism

移民によってできた国カナダには、世界から
200以上の人種・民族が集まり、お互いの文
化を尊重しながら暮らしている。他の国では
体験できない多文化の共存を肌で感じ、国際
性を育もう。

大自然
Nature
 
世界第2位、日本の27倍の国土を誇るカナダ。
カナディアンロッキーやナイアガラの滝の壮
大さは訪れる人を魅了する。キャンプ、ハイ
キング、カヌーなど体験型のアクティビティー
も充実。

6つの
魅力DISCOVER CANADA



グローバルリーダーシップ
GLOBAL LEADERSHIP

プログラムで習得できること
Learning Outcomes

• 自己をより深く理解し、自信を向上

• 批判的思考力の向上

• 英語でのコミュニケーション力強化

• 世界的な問題に対する意識の向上

• チームワーク体験とそれに伴うスキルの向上

• 前向きな変化を成し遂げようとする姿勢

グローバル化が進み、変化し続ける世界で、強いリーダーシップ
をもったリーダーになるために必要なスキルを育成するプログ
ラム。魅力ある様々なワークショップやアクティビティー、コミュ
ニケーションや問題解決力を高める授業など、目的に合わせた
チャレンジ精神を養うプログラム

地域例： カナダ全土、 ブリティッシュコロンビア州、
アルバータ州、 オンタリオ州、ケベック州

時期： 通年受け入れ可能

期間例： １日～２週間

滞在例： 寮またはホームステイプログラム可能

総合的探求学習の取り入れ可能

将来のキャリアや大学留学への準備プログラムとの　　
コンボも可能

ESL英語学習とのコンボが可能

特徴 :
Highlights:

月～金曜日   |   Mon to Fri

週末   |   Weekend

グローバルリーダーシッププログラム

ホストファミリーと過ごすまたは、寮滞在の場合は観光の組み込
み可能

１日終日プログラム例
 1 Full Day programme schedule example

1限目 
2限目
3限目
4限目
5限目

リーダーシップ論　＜あなたはどんなリーダーか？＞
コミュニケーション能力　＜情報の受信と発信＞
問題解決法　＜型にはまらない柔軟な創造力＞
プロジェクト計画　＜前向きな変化を生み出そう＞
コミュニティーボランティア　＜課外授業＞

１週間のプログラム例   |   1 week programme schedule example

月曜日 
火曜日
水曜日
木曜日
金曜日

学力テスト
メッセージの受信
批判的思考
プロジェクト計画
クラスメイト・インストラクター
からのフィードバック

オリエンテーション
コミュニケーションスキル
問題解決法
ボランティア計画
最終プレゼンテーション

午前
リーダーシップ論
メッセージの発信
協調力
プロジェクト調査

自己分析
説得力
革新と創造力
効果的なプレゼンテーション能力

午後

地域でのボランティア活動と省察

プログラム内容例 :
Programme Example:

リーダーシップとチームワーク
コミュニケーション
問題解決
ワークショップ
プロジェクト
プレゼンテーション
ディスカッション



カナダ現地校授業体験と英語研修
LOCAL SCHOOL EXPERIENCE & ENGLISH STUDY  

プログラムで習得できること
Learning Outcomes

• 実生活の中で英語の知識を使用することで、実際
に英語を使ったコミュニケーションを試す機会や
それに対する自信を向上させる

• カナダでの学生生活を体験

• グローバルな理解をより広める

• 一つの国でいくつもの異なる文化が平和的に共存
できる概念を学ぶ

• 学校が考えるプログラムを通じて達成すべき目標
に合わせてプログラムをカスタムメイド

研修は英語スキルアップのためのESL英語クラスと現地校の授
業参加、さらにカナダならではのアクティビティーにも参加。小
学校訪問や観光などを組み込むことができます。

地域例： カナダ全土、 ブリティッシュコロンビア州、
アルバータ州、 オンタリオ州、ケベック州

時期： ９月の末から５月の末

期間例： １日～２週間

滞在例： ホームステイ

月～金曜日   |   Mon to Fri

週末   |   Weekend

ESL学習、アクティビティー、現地校授業参加

ホストファミリーと過ごす

ESL英語学習内容例：
ESL Class Example:

アクティブラーニング
カナダの自然、歴史、文化、習慣、環境
アクティビティーの事前学習

研修中は半日ずつESL英語クラスと現地授業参加

アクティビティーや観光を取り入れることも可能

カナダの学校でカナダ人の友達を作る

特徴:
Highlights:

プログラム内容例 :
Activity Example:

ゲストスピーカー
日本文化紹介
小学校訪問
老人ホーム訪問
リーダーシップトレーニング
チームワーク
大学キャンパスツアー

１日終日プログラム例
 1 Full Day programme
 schedule example

1限目 
2限目
3限目
4限目
5限目

8:50am

10:10am

11:25am

12:25pm

1:45pm

到着と歓迎会
学校授業体験
昼食
日本文化紹介の準備
日本文化紹介

月曜日 
火曜日
水曜日
木曜日
金曜日
土曜日
日曜日

ESL英語クラス
ESL英語クラス
ESL英語クラス
ESL英語クラス
ESL英語クラス

午前
学校授業体験
学校授業体験
小学校または老人ホーム訪問
学校授業体験
日本文化紹介

午後

１週間のプログラム例
 1 Week programme schedule example

ホストファミリーと過ごす週末
ホストファミリーと過ごす週末



特徴 :

長期グループミニ留学
LONG TERM GROUP PROGRAMME

プログラムで習得できること
Learning Outcomes

• カナダの学校システムを知る

• 日本の学校の授業にはないユニークな教科や授業
テーマに触れ合うチャンス

• その地域の文化や生活様式の理解

• カナダ人学生や教師、ホストファミリーとの関わり
を通して、総合的な英語力、流暢性の向上

• 言語、文化や家族構成の違いを認識

１～３か月のミニ留学プログラム。通常カナダの学校が授業を
行っている秋から春にかけて設定され、英語の授業と現地授業
参加型のコンボにてご提供。実際に現地の授業環境に身を置く
ことにより、英語のクラスで学んだ語彙や文法を実際にすぐに使
用することができ、英語でのコミュニケーション能力アップに役
立ちます。アクティビティーの組み込みもできるこのプログラム
は高校生にとって最適なプログラム。

地域例： カナダ全土、 ブリティッシュコロンビア州、
アルバータ州、 オンタリオ州、ケベック州

期間例： １～３か月

滞在例： ホームステイ

特徴:
Highlights:

現地の高校にミニ留学体験

毎日の英語の授業（ESLクラス）で英語力強化

アクティビティーや小旅行などの組み込み可能

カナダの学校でカナダ人の友達を作る

１セメスター（５か月）、１年（１０か月）正規留学プログ
ラムの団体・個人プログラム受け入れも可能。

日本人カウンセラーのサポートも充実した留学生活をご
提供。西はブリティッシュコロンビア州から、アルバータ
ー州、東はオンタリオ州へとカナダ全土、様々な地区へ
の滞在をサポート。

日程例（月曜日から金曜日）
Daily schedule example (Mon-Fri)

1限目 
2限目
3限目
4限目
5限目
6限目

8:30am

8:50am

10:10am

11:25pm

12:25pm

1:45pm

登校
1限目　英語クラス
2限目　英語クラス
昼食
4限目　現地授業参加
5限目　現地授業参加

長期グループミニ留学プログラムの規約：

        引率者が全プログラム期間生徒と共にカナダ滞在
       １つの受け入れ校に最低１０名の参加者が必要

引率者がプログラム期間中滞在しない場合（生徒のみの滞在）
や一人１校などの受け入れ校へのアサインをお望みの場合は
滞在中に日本人カウンセラーがサポートする留学プログラム部
署（AYP部署）での受け入れ可。



プログラムで習得できること
Learning Outcomes

• 地球環境に対する日本とカナダが担う責任への意
識向上

• グローバルな取り組みと地域の取り組みの関連性
への理解の向上

• 地球規模の問題解決におけるグローバル・ガバナ
ンスの役割を学ぶ

• 複雑な問題を細かく分割することで、行動に移しや
すくなることを学ぶ

• 不平等や他との相違、環境の悪化そして持続可能
な開発についての考察

MLIでは2015年に国連が定めた持続可能な開発目標（SDG）の
17の目標を達成するためには、様々な分野がその一役を担って
おり、その中でも教育分野は大きな役割を果たすと信じていま
す。SDGsのいくつかの目標を達成するためにどういった活動が
有効であるかを選定しました。カナダの会社として、カナダが世
界の中でもリーダー的存在である３つの目標―質の良い教育（
＃4）、性の平等（＃5）住み続けられる街づくり（＃11）について
焦点を置きプログラムとしてご紹介したいと考えます。グループ
プログラムはカスタムメイドですので、このSDGsのプログラム
に関してもご希望にそったカスタムメイドのプログラムをご提
供いたします。

地域例： カナダ全土、 ブリティッシュコロンビア州、
アルバータ州、 オンタリオ州、ケベック州

時期： 通年

期間例： １日～２週間

滞在例： ホテル、ホームステイまたは寮滞在

国連、世界を変えるための17の目標SDGs
UNITED NATIONS SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

話題性が高いSDGsプログラムを体験

日本とカナダの両国の視点を学習することが可能

とてもカナダ的なSDGsプログラムの紹介

特徴:
Highlights:

月～金曜日   |   Mon to Fri

週末   |   Weekend

SDGsをテーマにしたプログラム ESL英語クラスは組み込み自由

ホストファミリーと過ごす

１週間のプログラム例
 1 week programme schedule example

月曜日 

火 曜日
水曜日

木 曜日
金曜日
土曜日
日曜日

ナイアガラの滝訪問：観光、ゲストスピーカー、水力発
電所発電所訪問

NPOや現地企業からのゲ
ストスピーカーセッション
学校授業体験

老人ホーム訪問
プレゼンテーションの準備

午前

ホストファミリーと過ごす週末
ホストファミリーと過ごす週末

トロントエスニックタウン
フィールドワーク
日本文化紹介

ディベート
プレゼンテーション

午後

プログラム内容例 : |  Programme Theme & Example:

カナダ移民:トロントエスニックタウンフィールドワーク、日系
カナダ人学習
環境保全：ナイアガラ観光局、ネイチャーウォーク、植樹体験
エネルギー：ナイアガラ水力発電所訪問
ボランティア



プログラムで習得できること
Learning Outcomes

• 英語でのコミュニケーションに対する自信

• 科学的理論や近代のデザイン思考の理解の深化

• 解決案を思案、提案する新しいスキル

• プレゼンテーションスキルの強化

• チームワーク体験とそれに伴うスキルの向上

• 価値のあるチームワークの経験

• 自身の能力レベルの把握と改善点の気付き

サイエンスをベースにしたプログラム。通常の英語学習だけでは
なく、最近注目をあびているロボテック、数学、環境などをテーマ
にした英語学習やアクティビティーにチャレンジ。プロジェクトを
基本にしたアクティブラーニングを提供します。

地域例： カナダ全土、 ブリティッシュコロンビア州、
アルバータ州、 オンタリオ州、ケベック州

時期： 通年受け入れ可能

期間例： １日～２週間

滞在例： ホームステイまたは寮滞在

サイエンスをテーマにした英語学習
ENGLISH THROUGH SCIENCE

スペシャルサイエンスプログラム

午前中のESL英語クラスで事前学習

特徴:
Highlights:

月～金曜日   |   Mon to Fri

週末   |   Weekend

午前ESL英語学習
午後アクティビティー

ホストファミリーと過ごす

ESL英語クラス内容例：
ESL Class Example:

アクティブラーニング
科学にフォーカスした語彙レッスン
選択したアクティビティーの事前学習

アクティビティー例 :

STEM – Science(科学), Technology(テクノロジー), 
Engineering(エンジニア), and Math(数学）
天文科学博物館訪問
ロボテック　 
カナダ現地校でサイエンスのクラスの授業参加体験
サイエンスフェア

１日終日プログラム例
 1 Full Day programme schedule example

1限目 
2限目
3限目
4限目
5限目

STEM 英語学習 ＜データについて英語で話す＞
コラボレーション ＜解決策を協力して見つける＞
デザイン思考 ＜問題解決の循環の理解＞
ハッカソン１ ＜課題とチーム作り＞
ハッカソン２ ＜ 計画とプレゼンテーション＞

１週間のプログラム例  |   1 week programme schedule example

月曜日 
火曜日
水曜日
木曜日
金曜日

学力テスト
アイデアの明確な表現
プレゼンテーションスキル

今後の学習法

アイスブレイクとオリエンテーション
問題の理解と構造
協調的コミュニケーション

クラスメイトやインストラクターから
のフィードバック

午前
好奇心と科学的探究
思考の収束と多様性
問題解決の実践

大学の科学学科を訪問

ミニリサーチプロジェクト
機械の組み立て
ハンズオンチャレンジ

午後

ハッカソンパート2：計画、プレゼンテーションハッカソンパート１：課題、意見、グループ分け

Activity Example:



プログラムで習得できること
Learning Outcomes

• カナダの美しくユニークな冬を体験

• カナダ人がどのように冬に向け準備をし冬を楽しむ
のかを理解

• ウインタースポーツやアクティビティーに参加するこ
とによる適応力、社会性、体力の向上 

• チームビルディング、協調力やコミュニケーション力　
の向上

• 将来の語学学習に欠かせないスキルアップに繋が
るアクティブラーニングや内発的動機づけを楽しく
自然の環境で行う英語学習

冬のカナダプログラム
WINTER PROGRAMME

冬のカナダの自然を味わえるプログラム。ホテルまたはキャビン
滞在（キャンプタウィンゴ）と、週末２泊のホームステイを合わせ
た修学旅行プラン。通常の観光に加え、スキーなどのウインター
スポーツ、環境学習、カナダの学校授業体験、ESLクラスなど盛り
だくさんの内容。

地域例： オンタリオ州

時期： １月～３月

期間例： １日～数日

滞在例： ホテル滞在型修学旅行にホームステイや教育
プログラムを追加

ホテル滞在の代わりに自然を満喫できる、キャンプタウ
ィンゴのキャビン滞在可能

特徴 :
Highlights:

修学旅行の一部にMLIプログラムを組み込む日程

自然を題材にしたESL英語学習

学校交流会で授業参加や日本文化の紹介

ホテル滞在の日程に週末のホームステイ組み込み可能

ESL英語学習内容例：
ESL Class Idea:

アクティブラーニング
カナダの自然
環境

プログラム内容例 :

スキー
スノーチュービング
カーリング
クロスカントリースキー

アクティビティーの例 :

カナダの学校体験
日本文化紹介
小学校訪問
老人ホーム訪問

キャビン滞 在 の 場 合
のアクティビティー例 :
Activity Ex. while Cabin stay:

キャンプファイヤー
星空観察
映画鑑賞
ナイトウォーク

1週間の修学旅行＋1日の学校体験プログラ
ムと週末のホームステイプログラムサンプル

月曜日 
火 曜 日
水曜日
木 曜 日
金曜日

土曜日
日曜日

エージェントによる観光日
エージェントによる観光日
１日学校体験日
エージェントによる観光日
終日ウィンターアクティビティ

ホストファミリーと過ごす週末
朝：ホストファミリー宅出発

ホストファミリーと
対面

夕刻

1 week Hotel Stay Shugaku programme with 1 day school 
& weekend Homestay sample

３日間ホテルステイのプログラムサンプル

第一日 
第 二 日
第三日

終日スキー
終日カナダの学校体験
終日ウインターアクティビティ
またはエコ英語プログラム

終日プログラム
英語学習2時間
英語学習2時間
英語学習2時間

イブニングプログラム

3days Hotel Stay Sample

Activity Example: Winter Activity Example:



国際色豊かな寮またはキャビン滞在型 
サマーキャンプ INTERNATIONAL CAMPS

全ての年齢の参加者が探求者になり、カナダの文化や自然に触
れながら語学力を高めます。様々なキャンプから自分に合ったプ
ログラムを選択可能。  

夏季７月・８月

２,３または４週間
のセッション 

FIT（個人）または
グループ手配可

    セントマイケルズ　
        トロント

変動する世の中で若いリーダーとして活躍していける本質的な
基盤を築く手助けをするプログラムです。授業は、コミュニケーシ
ョン、リーダーシップ、そして意思決定ができるスキルを向上する
ことを焦点に、その分野のエキスパートのスタッフによる授業が
行われます。対象は中上級から上級の英語レベルの生徒で、３
週間のセッションのみ。

週に20時間  13～17歳
グローバルリーダーシップクラス

全ての英語レベルの生徒の受け入れ可能。

一般英語クラス
週に20時間  13～17歳

グローバルイングリッシュ

    CISSバンクーバー　
        ノースバンクーバー

最新の教育に関する研究結果に基づき、生徒中心のグローバル
イングリッシュプログラムのレッスンは、週ごとに設定されてお
り、環境、デジタルシチズンシップ、グローバライゼーション等の
グローバルに関するトピックに密着した内容の語学学習。

週に22時間  13～17歳

    レイクフィールドキャンプ　　
        レイクフィールド・オンタリオ

一般英語クラス

全ての英語レベルの生徒の受け入れ可能 。

演劇を通じて英語を学ぶことで英語に自信を持たせるプログラム
です。レッスンは正しい発音やイントネーションを重点的に学び、
スピーキングのスキルアップに焦点をおいたもので、スタッフから
のサポートとクリエイティブな環境にて行われます。すべての英語
レベルの生徒の受け入れ可能。

演劇を通じた英語学習
週に10時間  9～16歳

週に10または、15時間   9～16歳

一般英語クラスの代わりにお勧めのクラス。プログラムテーマは、
気候変動、先住民の歴史、環境保護や資源管理などの〝今日の世
界″について焦点をおいたもの。すべての英語レベルの生徒の受
け入れ可能。

野外学習を通じた英語クラス
週に10時間  9～16歳

全ての英語レベルの生徒の受け入れ可能。

    CISSトリニティー　　
        トロント

２０時間クラス内授業 + ５時間実習クラス   14～18歳
一般英語クラス

このプログラムは大学進学または、将来のキャリアの準備のため
の英語を取得したいと考えている高校生向けに設けられた、アカ
デミックに焦点をおいた授業です。対象は中上級から上級の英
語レベルの生徒で、３週間のセッションのみ。

アカデミック・キャリア準備クラス
週に25時間  13～17歳

www.cisscanada.com | www.mliesl.com
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