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Are you looking for a summer program to improve your English? Do you want to discover a vibrant city and meet new
people, all while studying at one of the world’s most renowned universities?
The English Immersion Summer Program at McGill University is specifically designed to help you improve your language and
communication skills in a stimulating environment and an engaging manner. This is a total immersion program in which you
will interact with native English speakers consistently and practice your English 24/7. You will also explore the beautiful multicultural city of Montreal along with your international classmates as you embark on an exciting education experience.

Program Details
Session 1: July 7 – 25, 2014

Session 2: August 4 – 22, 2014

Should there be a requirement by our partner institutions for a longer program of this type, the program may be extended to
4 weeks for institutional cohorts of 15 or more students.
Program Fees: $3,920 CAD (includes airport shuttle service, accommodations, transportation, three meals per day, and all
extracurricular activities!)

Program Features


Daily classes from 9:30 AM to 3:30 PM
 Main instruction with McGill ESL specialists
 Discovery Challenge modules
 Pronunciation clinic




Conversation club
Communication workshops



Five levels of instruction (Beginner to Advanced)



Organized activities (such as a sushi night, pub & karaoke party, game night, newscast recording, museums,
international cuisine restaurants, farmer’s markets, and much more!) in the evenings and on weekends with native
English-speaking monitors who live in residence with the students



Out-of-town excursions to the nation’s capital, Ottawa or the provincial capital, Quebec City



Three optional weekend activities (additional fees apply)
 Homestay Experience with a Canadian family ($100 CAD)
 Camping and nature weekend ($350 CAD)*
*pending a minimum of 20 participants



Toronto and Niagara Falls trip ($575 CAD)
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夏の間に英語を上達させるプログラムをお探しですか？
を体験し、新しい人々と出会いませんか？

世界でもっとも有名な大学のひとつで勉強しながら、活気に溢れる街

マギル大学では、特に英語とコミュニケーションのスキル向上を目標に、刺激のある環境と学習意欲を高める方法を活用した英
語イマージョン夏期プログラムを企画しています。常に英語のネイティブ・スピーカーと交流し、毎日 24 時間英語を訓練する
100% のイマージョンです。
また、エキサイティングな学習体験に取組むと同時に、国際色豊かなクラスメイトと美しい多文化の街モントリオールを探訪し
ましょう。

プログラムの詳細

セッション 1：2014 年 7 月 7 日～ 25 日

セッション 2：2014 年 8 月 4 日～ 22 日

提携機関から長期のプログラムを要請された場合、同機関から参加する受講者が15 名以上であれば 4 週間へ延長可
能です。
プログラム料金：3,920 カナダドル（空港シャトル・サービス、宿泊、交通、1 日 3 食、全ての課外活動の費用を含
みます！）

プログラムの内容


毎日午前 9 時 30 分～午後 3 時 30 分の授業
∗ マギル大学 ESL スペシャリストによるメイン授業
∗ 小グループでモントリオールの生活・文化体験。クラス・モニターが同行します
∗ 発音クリニック



5 レベルの指導（初級～上級）



夜と週末は、学生と同じレジデンスに滞在している英語のネイティブ・モニターが参加して、多様な活動を催します（寿司ナイト、ゲー
ム・ナイト、ニュース放送録音体験、美術館、エスニック・レストラン、産地直売マーケット、その他多数！)



カナダの首都オタワ観光、またはケベック州の州都ケベック・シティー観光



3 種類の週末活動オプション（追加料金が適用されます）
∗ カナダ家庭でホームステイ体験（100 カナダドル）
∗ キャンプ＆自然（350 カナダドル）*
* 20 名より催行
∗ トロントとナイアガラの滝観光（575 カナダドル）

ふるってご参加ください。そして、あなたも人生最高の夏を過ごしましょう！
詳しくはウェブサイト www.mcgill.ca/eflp をご覧ください。または下記へお問合せください。
Language and Intercultural Communication
School of Continuing Studies—McGill University
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