
教えている言語

1957年からの語学コース

ハンガリー語  •  アラブ語  •  ブルガリア語  •  フランス語  •  スペイン語  •  アルバニア語  •  イタリア語  •  トルコ語  •  ス

ウェーデン語  •  英語  •  ポルトガル語  •  ポーランド語  • ドイツ語  • ギリシャ語  •  中国語  •   ロシア語  •  ヒンディー語  

•  ペルシャ語  •  セルビア  クロアチア語 •  デンマーク語  •  ウクライナ語  •  ルーマニア語  •  日本語  

•  フィンランド語  •  スロバキア語  •  ヘブライ語 
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1957年創立からの
質の高いサービスで定評の語学学校

カナダ第2の都市モントリオールは、人口の3
分の2がフランス系カナダ人で街の至る所では
多言語が飛び交うフレンドリーで活気に満ち
たヨーロッパ文化と、北米のモダンな文化が融
け合ったとてもユニークな都市のひとつです。
伝統的な建物の残る美しい街並み、国際都市
にふさわしい多様な食文化、そしてなによりも
他の大都市には見られないフレンドリーな人々は多民族国家が織
りなすお互いを敬い認め合う優しさをモントリオールの大自然が
包み込みモントリオールの魅力を作れ挙げているのです。

モントリオールはカナダの中でも芸術の盛んな街として知られて
います。一級のアートギャラリーや美術館のほか、毎年夏から秋に
かけて、映画、音楽、演劇、ダンスにわたる多彩なフェスティバルが
開催されることで有名です。また、バイリンガル都市としても知られ
るモントリオールでは、英語とフランス語を学ぶ人々にとって理想
的な町であるといえます。市内には英語系とフランス語系の大学
が各々２校ずつ存在し、世界各国から集まる留学生で国際的な活
気に満ちあふれています。

最先端の文化と芸術の発信地である一方で、モントリオールは自
然に恵まれた都市でもあります。
町には美しい公園が数多くあり、なかでもカレッジプラトンの学校
の目前には緑に囲まれた広大なマウントロイヤル公園があり憩い
の場として多くの人々に親しまれています。
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1957年創立、留学するならカレッジプラトンへ

モントリオール市内にある私立の語学学校とし
ては最も古い歴史と伝統を誇るカレッジプラト
ン は、１９５７年の創立以来、どこよりもリーズ
ナブルな価格帯と質の高い専門性豊かな教育
の 提供をモットーに、邁進してまいりました。そ
して現在に至るまで言語指導のパイオニアとし
ての 精神は皆様方に高く評価され続きておりま
す。当校のプログラムは、常に学生の要望を反
映できるよう柔軟に設定されている一方で、会
話、文法、読解及び聞き取りといった言語習得に
必要な四技能をあらゆる面から総合的かつ効果的に習得出来るようにバランスよく組ま
れております。長年にわたる言語教育の経験から培った実績のある教授法に加え、近年で
は人気の高いプログラムとしましてカレッジプラトンでは益々加速する英語教育の低年齢
化、及びアクティブで元気なシニア世代の語学ブラッシュアップ研修などにも対応可能な
素晴らしい効率的なメソッドをご用意しております。
日々、英語教育の必要性と異なる世代別のニーズにも迅速に対応可能な体制と
独自の教材開発にも取り組み続け現在その数は２０言語以上に及んでおります。

そしてなにより当校の魅力は、プロフェッショナルな教授陣に加えフレンドリーなスタッフ
が、あなたの留学を全面的にバックアップしていることです。

カレッジプラトンでは、あなたの新しい明日と夢の実現のために、様々なプログラムを提供
して います。大学入学に向けて準備中のあなた、ＴＯＥＦＬ／ＴＯＥＩＣに通用する英
語力を身につ けたいあなた、「外国語としての英語」教授資格取得のためにミシガン／ケン
ブリッジ試験対策が必要なあなた、そして語学を身に付けて将来の可能性を広げたいあな
た等々、そんなあなたにピッタリなコースがきっとカレッジプラトンで見つけることができま
す。現地のカナダ人学生はもとより、世界中より集まる留学生で３５０名をかぞえる全校生
徒と、多彩な資格と経験を有する厳選された教授陣４０名を抱えるカレッジプラトンは、カ
ナダの伝統にふさわしいコスモポリタン精神にあふれる学校です。カレッジプラトンで育ん
だ友情は、磨かれたあなたの語学力と共に、生涯残る貴重な財産となることでしょう。

モントリオールの中心に位置し、趣のある外観と近代的な設備を誇るカレッジプラトンの
校舎内には、無料Wifiや、レストランがあり、常に生徒の便宜をはかれるようになっていま
す。また、毎日開講の会話クラスや週末にはケベック市やオタワ、ニューヨークへの小旅行
への参加も可能です。親切なスタッフが、ビザ取得のアシストから、到着時の空港出迎えや
日常生活一般に関するアドバイスやサポートをいたします。

どこにも負けないサービスの良さと質の高い教育を誇るカレッジプラトンは、あなたの入
学をお待ちしております！
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インターナショナルスチューデント

月曜日から金曜日の午前１０から午後３時までのコース。4週間ごとに新しいコースがスタートします（祝日にあたる場
合は翌日の火曜）途中入学も可能。このコースは短期で効率よく語学力の向上を 目指す人のために設定されています。 
授業内容は、会話、文法、読解及び聞き取りといった言  語習得に必要なあらゆる面を総合的に学べるようにバランス
よく組まれています。クラスでは  毎日の授業に加え、定期的に課題・宿題が出され、上級レベルにおいては、プレゼン
テーショ ンやＴＯＥＦＬ演習（英語コースの場合）等も含まれます。ひとクラスは８人から１５人まで と、語学学習に
は最適の環境です。

*料金はすべてカナダドルで表示されています。書類発行のためには授業料全額のお支払いが必要となります。

月曜日から金曜日の午前１０から午後１２時までのコース, 4週間ごとに新しいコースがスタートします（祝日にあ
たる場合は翌日の火曜）。途中入学も可能。このコースは文法をメインにしているため中級レベルの方におすすめ
です。 一クラスは８人から１５人までの少人数のクラスとなります。

英語・フランス語インテンシブコース

英語・フランス語セミインテンシブコース

26週間（6か月）以上の英語・フランス語インテンシブコースを受講される場
合には就学ビザ（学生ビザ）に申請を行う必要があります。残高証明書の他
に学校発行の入学許可書をカナダ大使館に提出し就学ビザを取得します。
当校のスタッフが申請のお手伝いを致します。
入学許可書は学費（26週間の場合、授業料＄４５５０＋登録料＄１２５＋
教材費＄１７０。料金は全てカナダドル）納入後に学校より領収書と共に郵
送されます。学生許可証の延長手続きはカナダ国内で行うことが可能です。
*DLI番号O19338447695（カナダカレッジと提携によって発行されている
番号となります）

学生許可証について

Weeks Course Registration fee Materials TOTAL

4 $760 $125 $45 $930

8 $1,480 $125 $75 $1,680

12 $2,160 $125 $95 $2,380

16 $2,880 $125 $120 $3,125

20 $3,600 $125 $140 $3,865

24 $4,200 $125 $160 $4,485

26** $4,550 $125 $170 $4,845

48** $8,400 $125 $320 $8,845

Week Course Registration fee Materials TOTAL

4 $660 $125 $45 $830

12 $1,980 $125 $95 $2,200

24 $3,960 $125 $160 $4,245

   週間              授業料                        登録料                              教材費                              合計

 週間          授業料                     登録料                                   教材費                              合計
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English, French, Spanish,
Italian, Greek, German

Russian, Japanese, Mandarin, Persian,
Arabic, Polish, Turkish, Portuguese

8 hrs $320 8 hrs $335

12 hrs $455 12 hrs $480

24 hrs $865 24 hrs $910

36 hrs $1,260 36 hrs $1,295

月、水、金の午後６時から８時までのコース , 4週間ごと新しいコースがスタートします。集中コースだけでは物足
りないという意欲満々の人や、集中コースと並行してもうひとつ別の言語も勉強したいという好奇心にあふれる人
にはぴったりのコース。仕事帰りの会社員や地元の大学生と一緒に勉強しながら、バイリンガルのみならずトライリ
ンガルにもチャレンジできるというのも、多言語教育のパイオニアであるカレッジプラトンならではの魅力の一つで
す。一クラスは８人から１５人までの少人数のクラスとなります。

徹底したマンツーマンのプライベートレッスンは各生徒のニューズとスケジュールにあわせて柔軟にプログラムを組
むことが出来ます、お申し込みから2，3日後にはスタートが可能です。TOEFL、IELTS、TEFaQまたはDELFなどの試験を
受験予定、また面接の予定がある方に最適です。

小人数のクラスによる１２週間、週1回3時間午後6時半～9時半のカリキュラムは、習得する言語の基礎を総合的に
学習します。様々な教授法をまじえてすすめられるこのコースは初級から上級まで３つのレベルに分かれています。

英語・フランス語イブニングコース

プライベートコース

グループコース（英語・フランス語以外）

Week Course Registration fee Materials TOTAL

4 $200 $55 $45 $300

12 $450 $55 $95 $600

Registration $55
Materials $45

Languages Price

4 Spanish, Italian, Greek, German $385

12 Japanese, Mandarin, Arabic, Portuguese, Swedish $480

   週間              授業料                          登録料                               教材費                           合計

         登録料: $55                                            言語                                                           合計     
         教材費: $45

英語, フランス語, スペイン,
イタリア語, ギリシャ語, ドイツ語

スペイン語,イタリア語,ギリシャ語,ドイツ語

日本語,中国語,アラブ語,ポルトガル語,スウェーデン語

ロシア語,日本語,中国語,ペルシャ語,アラブ語,
ポーランド語,トルコ語,ポルトガル語

*料金はすべてカナダドルで表示されています。書類発行のためには授業料全額のお支払いが必要となります。

*料金はすべてカナダドルで表示されています。

*料金はすべてカナダドルで表示されています。

12週間

12週間
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滞在先

法人サービス

カレッジプラトンでは、学生が安心して充実した生活を送れるように、様々な宿泊施設を用意しています。各自の希望
にあわせて、ホームステイ、学生レジデンス、または家具付アパートメントのいずれかを選ぶことができます。またスタ
ッフによる空港出迎えサービスから日常生活スタート準備に至るまで、到着時より万全の態勢でサポートをします。

カレッジプラトンの翻訳サービスは、リーズナブルな価格で、公告や
論文、公式書類等あらゆる種類の翻訳を、２０以上の言語にわたっ
て提供しています。常に最高の質を保証する、経験豊かなプロの手
による迅速で正確な仕事に加え、カレッジプラトンならではのシステ
ムによりサービスの依頼から翻訳物の送付まで、電子メール又はフ
ァックスですばやく対応できる体制が構築されています。

本校では企業に出向いて行う派遣サービスも行っております。こちら
のサービスでは語学力向上、新しい言語習得、そしてビジネス向上
の為のビジネス会話など企業それぞれのニーズに合わせてクラス
を提供することができます。法人サービスの詳細についてはこちらま
でご連絡ください。info@collegeplaton.com

*本校では空港までの送迎サービスも行っております。

• ホームステイ：現地のカナダ人家庭と共に暮らすことで、
言語だけでなく、カナダの文化や生活 習慣を日常生活を
通じて学ぶことができます。このオプションには1日2食の
食事つきです。 

• 学生レジデンス：世界各国からの方々との幅広い国際交
流の場として、また、コミュニケーション能力アップに最適
です。部屋はすべて設備のととのった個室で、台所用品完
備の共同キッチンを使用できます。こちらのオプションに
はお食事のサービスはついておりません。 

• 家具付アパートメント：ダウンタウンの中心に位置し、自主
的な生活を送りたい人向きのオプションです。料金は月７
００～１０００カナダドル。

翻訳：

言語派遣サービス
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入学申請から正式登録まで
お申込用紙はオンラインまたは直接学校にお越しいただいて記入することが可能です。また、受講言語を勉
強されたい方には30分のライティングとスピーキングのテストをコース開始初日に行っていただきます。　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
料金はすべてカナダドルとなっております。お支払いはクレジットカード、小切手、現金、銀行送金で行うこと
ができます。銀行送金の場合には以下までお願いいたします。銀行送金の場合には送金手数料がかかりま
すのでご了承下さい。

受取人名：     COLLEGE PLATON 
銀行名：         NATIONAL BANK OF CANADA 
住所・電話     3550 DES SOURCES BLVD, 
                     DOLLARD-DES-ORMEAUX, 
                     QUEBEC, CANADA, H9B1Z9
                     + 514 684 5670

口座番号#:491-23 

トランジット番号: 00671 

スウィフトコード: BNDCCAMMINT 

ABA 番号: 021000021



4521 Park Ave., Montreal, Quebec, Canada, H2V 4E4

電話番号: 1 (514) 281-1016   |   info@collegeplaton.com   |   www.collegeplaton.com

Q&A　以下はよく質問される事項です

1. どのように、いつ申し込みをすればいいのですか?  
オンライン（www.collegeplaton.ca）又はメール（info@collegeplaton.com）でお申し込みができます。また申し込みは早くお申し
込みされた方を優先にしておりますのでお早めにお願いいたします。 

2. 登録をする際に必要な書類はありますか。 
パスポートのコピー、入学許可書を発行するためには学費全額のお支払いが必要となります。 

3. 支払い方法を教えてください。 
現金、小切手、クレジットカード（Visa, MasterCard, AMEX）、銀行送金 (送金手数料がかかります)。すべての料金はカナダドルで
表示されています。 

4. 必ず開講日にスタートしなければいけないでしょうか。 
4週間ごとに新しいコースがスタートします。ビギナーの方はコース開始2日以内にコースをスタートすることをお勧めします 

5. 何のビザが必要になりますか。 
6か月以内の就学をお考えの方はeTA (electronic travel authorization) と呼ばれる観光ビザを取得していただきます。また6か
月を超える就学をお考えの方にはケベック州から発行されます CAQ (Certificate of Acceptance of Quebec) そしてカナダから
発行されます就学許可書（学生ビザ）が必要となります。 

6. ビザ取得の際は学校の方にサポートして頂けますか。 
カレッジプラトンのインターナショナルコーディネーターが入学登録からビザ申請までフルサポート致します。 

7. 就学許可証または観光ビザ又はeTA?はどのくらい前に申請すればいいでしょうか。 
eTAは申請後72時間でビザがメールにて届きます。また就学許可書は約3，4か月かかりますが大使館により申請時間が異なり
ますのでご了承ください。 

8. カレッジプラトンで就学中に仕事はできますか？ 
カナダ国内で仕事をするためには就労ビザを申請する必要があり、就労ビザなしで仕事をすることは禁じられています。 

9.  カナダ国内に滞在中、医療保険は必要になりますか？ 
就学許可書を申請時に医療保険の証明の提出をカナダ移民局から求められます。観光ビザやeTA申請の際には医療保険提示
を求められませんが、購入することをお勧めします。当校でも医療保険を提供しておりますので詳細はスタッフまでお問い合わせ
ください。 

10. 週末アクティビティなどありますか。 
トロント、ナイアガラの滝、オタワ、ケベックシティ、ニューヨークへの小旅行のプランを提供しております。詳細はこちらまでメー
ルをください。info@collegeplaton.com * 各アクティビティには詳細は別途かりますのでご了承ください。 

11. 返金やキャンセルのルールを教えてください。 
カナダ大使館からカナダ入国拒否の書類が届いた場合、書類提出の確認後、返金の手続きを開始できます。  諸経費＄150カナ
ダドルは引かれます。また、移民局からCAQ、就学許可書が発行された後の返金はございませんのでご了承ください。 その他の
制限が適用される場合もございますのでこちらもご了承ください。


