
 

 

 

 

 

ILAC Kissとは？ 
 

多くの教育機関からカナダ最高峰と評される

ILAC のレッスンが、オンラインで世界中 

どこからでも参加可能になったプログラムが ILAC Kiss (Keeping It Simple &Smart) です。 

講師はカナダ在住、大人数クラスやアカデミック英語を教えた経験のある、ILAC の人気講師が学生を 

リードしますので、安心してクラスに参加することができます。 

最新のテクノロジーを駆使しながら、クラスメイトとのペアワークや数人でのグループディスカッション

など、現地での対面クラスと同様の内容がオンライン授業でも体験できるようプログラムを最適化し、 

ご自宅にいながら現地のクラスルームに参加しているような体験が可能になりました。 

クラスメイトは世界 90 か国以上から集まる多国籍な環境で、日本にいながら世界中に友達を作ったり、 

国際交流をすることもできます。コロナウイルスの影響で渡航ができず日本で待機している方、留学に行

く予定はないが英語力を伸ばしたい方、それぞれの目的に向かって ILAC Kiss で英語力を伸ばしませんか？ 

 

ご自宅から世界へ 

カナダ在住の 

ILAC 人気講師と一緒に 

生きた英語を学ぼう 



 
• 世界中から集まるクラスメイト 

• 平均 14 名の少人数クラス 

• 17 段階の細かい英語レベル 

• プログラム： 

フルタイム(週 20 レッスン)、セミタイム(週 12 レッスン) 

から選択可能 

• ライフスタイルに合わせて選べる 10 種類のタイムスロット 

• 目標に応じて選べるコース 

一般英語、ケンブリッジ対策、IELTS 対策、進学準備 

 

対象年齢 

15 歳以上 

 

開始日 
 

• メインスタート日から

の開始を推奨 

※開始日カレンダーを 

ご参照ください。 

 
 

 

• オンラインのバーチャルクラス＋エッセイ・課題 

 

ILAC Kiss では英語力向上に必要なスキルをオンラインのバーチャルクラスで学び、その後の 

宿題や課題で復習・予習をすることで効率よく学習ができます。また、エッセイやライティングの

課題等もあり、日本ではあまりなじみのないアカデミック英語もしっかり鍛えながら総合的に 

英語力を伸ばすことができます。 

 

 

 

Online Activity 

 

Online 
 

ZOOM の Breakout room 機能を使い、現地のレッスンと同様に 

クラスメイトと数人でグループディスカッションもありますので、 

スピーキングもしっかり鍛えられます。 

ZOOM のホワイトボード機能や、画面共有でテキストを共有しながら

問題を解いたり、新しい単語や文法、会話表現を学んだりと、現地の

レッスンと同じ体験ができます。さらに、ZOOM ならではの挙手 

サインや Good ボタン、チャット機能、アンケート機能など便利な 

機能を駆使することで、楽しく、分かりやすくレッスンを進めること

ができます。 
 

Offline Activity 
 

Offline  
 

ILAC Kiss では、文法等の宿題以外に現地ではクラス内で行っていた 

レッスンの一部(エッセイ作成やライティング課題など) がオフライン

の課題として出されます。オンライン・オフラインで相互に学習する

ことで、メリハリをつけて効率よく学ぶことができ、アウトプットの

時間を増やすことができます。 

また、会話表現だけでなくアカデミック英語もしっかり鍛えることで

多様な表現力を身に付けることができます。 



• レベルや目標に応じて、様々なコースの中から選択ができます。 

 

レベル 1～9：一般英語コース 

  弊校の一般英語コースでは、世界のスタンダードとされるケンブリッジメソッドを用いて 

  スピーキング・リーディング・リスニング・ライティング・文法・発音を バランスよく学び、 

  総合的に英語の基礎を伸ばせるようレッスンを行います。 

  2 週間に 1 度ケンブリッジ検定の模試 (レベルに応じて KET もしくは PET) を行いますので、頻繁に 

  英語力の進捗状況を確認できます。 

 

レベル 10～17：目的に合わせて以下のコースから選択できます。 

 

• ケンブリッジ検定対策コース 

ケンブリッジ検定対策コースでは、様々なトピックを扱い、国際色豊かなクラスメイトとの 

ディスカッション等を通しての柔軟な発想や、自身の意見を自分の言葉で表現できる力をつける 

ことを目的にしています。文法や語彙などの知識量だけでなく、英語を使いこなせるように 

なりたい方にお勧めのコースです。2 週間に 1 度ケンブリッジ検定の各試験(レベルに合わせ、FCE

や CAE、CPE) の模試を実施し、頻繁に英語力の進捗状況を確認できます。 

 

• IELTS 対策コース 

IELTS での頻出テーマや頻出単語について取り扱い、高スコアを取るための回答の秘訣やスキル、

テクニックを訓練します。担任教師から解き方のコツや戦略を紹介し、効率的に点数アップする 

方法を学びますので、目標スコアに向けて最短距離で対策ができます。2 週間に 1 度 IELTS の模擬

試験を実施するため、頻繁にスコアの進捗状況を確認でき、公式試験受験時期が測れます。 

 

• パスウェイ・大学進学準備コース(フルタイムのみ) 

大学やカレッジ進学に必要な英語力に加え、大学・カレッジ入学後に必要なアカデミックスキル

(長論文の書き方やリサーチスキル、タイムマネジメント、クリティカルシンキング、プレゼン 

テーションスキルなど)も一緒に学びますので、進学に向けしっかり準備することができます。 

2 週間に 1 度 IELTS の模擬試験を実施するため、頻繁にスコアの進捗状況を確認できます。 

 



 

 
 

ILAC Kiss パスウェイ・大学進学準備プログラム 
 

 IKAC Kiss では、8 週間以上のお申し込みで 

 進学カウンセリングや出願手続きなどの進学 

 サポートを無料で提供しています。 

 現地渡航前から、進学に向けた準備を開始 

 できます。 

 

サポート内容 

• カナダ国内 80 校以上の提携大学・カレッジ

の中から、最適なプログラムや進学先を 

選べます。日本人の進学担当者がお手伝い 

いたしますのでご安心ください。 

• ご希望があれば、日本にいながら ZOOM を 

使って現地の進学担当者と面談もできます。 

• 提携大学・カレッジのほとんどが、ILAC から

の条件付き入学を認めておりますので、

TOEFL や IELTS のスコア免除で進学できるプ

ログラムが多数あります。 

(詳しくはお問い合わせください。) 

• ZOOM でのバーチャルキャンパスツアーな

ど、大学やカレッジのイベントに参加して 

最新情報を取得できます。 

 

ILAC’s custom curriculum online 
 ILAC Kiss では、ILAC の通常コースと同様にオックスフォードユニバーシティプレスと共同開発した 

 オリジナルテキストをデジタル化して使用しています。 

 初級から上級までレベルに合わせたカスタマイズカリキュラムで学習ができます。 

Start from home, finish in Canada. 



 
 ILAC Kiss では世界中様々な地域からご受講いただけるように、10 のタイムスロットをご用意して 

 おります。ご自身のライフスタイルに合わせた時間帯を 1 つ選択し、ご受講いただくことが可能です。 

 

フルタイム  

※タイムスロット表の曜日はカナダ時間を基準としています。 

 時差の関係上、ご受講いただく地域によっては曜日がずれる可能性がありますので、ご自身の地域の 

 曜日・時間をよくご確認ください。またカナダの祝日は、レッスンはありません。 

 

日本から受講する場合： 

サマータイム期間中 

• SLOT 1：月～金 21:30～24:30 

• SLOT 2：火～土 1:00～4:00 

• SLOT 3：火～土 6:00～9:00 

• SLOT 4：火～土 7:00～10:00 

• SLOT 5：月～金 10:00～13:00 

サマータイム終了後 

• SLOT 1：月～金 22:30～25:30 

• SLOT 2：火～土 2:00～5:00 

• SLOT 3：火～土 7:00～10:00 

• SLOT 4：火～土 8:00～11:00 

• SLOT 5：月～金 11:00～14:00 



  

セミタイム  

 

※タイムスロット表の曜日はカナダ時間を基準としています。 

 時差の関係上、ご受講いただく地域によっては曜日がずれる可能性がありますので、ご自身の地域の 

 曜日・時間をよくご確認ください。またカナダの祝日は、レッスンはありません。 

 

日本から受講する場合： 

 

サマータイム期間中 

• SLOT 6：月～木 21:30～23:30 

• SLOT 7：火～金 1:00～3:00 

• SLOT 8：火～金 6:00～8:00 

• SLOT 9：火～金 7:00～9:00 

• SLOT 10：月～木 10:00～12:00 

サマータイム終了後 

• SLOT 6：月～木 22:30～24:30 

• SLOT 7：火～金 2:00～4:00 

• SLOT 8：火～金 7:00～9:00 

• SLOT 9：火～金 8:00～10:00 

• SLOT 10：月～木 11:00～13:00 

 
 



 
 

 
 

• 代理店様経由でお申込書(右図)を japan@ilac.com まで 

お送りください。 

• 請求書の期日に従い、お支払いをお願いいたします。 

• 弊校で着金を確認後、レベル分けテスト(ケンブリッジ 

オンラインテスト)をご案内いたします。 

※進学コースをご希望のお客様には、ケンブリッジテストの 

 スコアに応じて別途スピーキングアセスメントを実施 

 いたします。 

• ILAC Kiss では ZOOM を使ったバーチャルオリエンテーションを

行っております。メールでご案内をお送りいたしますので、 

ぜひご参加ください。 

• 以上で準備完了です！ 

開始日までにクラスの ZOOM リンクが届きますので、クラスに

参加しましょう！ 

 
 
 

卒業生からのコメント 

 

• H. K さん 

素晴らしい先生と優しいクラスメイトに囲まれたクラスでとても楽しかったです。3 時間のオンライン 

授業は私に合っていたのと、オフライン(セルフスタディ)の課題はオンラインクラスでやった内容を復習

するのに最適でした。素晴らしい経験ができました！ 

 

• M.S さん 

ILAC Kiss では世界中から集まるクラスメイトと出会うことができ、そして彼らから前向きなエネルギーを 

もらうことができました！クラスに参加すると、毎回自分の英語力をもっと伸ばしたいとモチベーション 

を高めることができましたし、クラスの担任教師はとてもいい人で、すごく協力的で色々サポートしてく

れました。ありがとうございました！ 

 

• B.M さん 

ILAC Kiss の 1 番重要なところは、教師陣が熱心でフレンドリーで、とても素晴らしいことだと思います。

私は本当に良い体験をすることができてとても満足です。ILAC Kiss を受講して明らかにスピーキング力が

よくなったので、今では戸惑うことなくスムーズに英語でコミュニケーションをとることができます。 

今後も、ILAC での学習を続けていきたいと思っています。 

 

 
 
 
 
 

mailto:japan@ilac.com


 

その他にも、「渡航したときに、担任教師と直接会えるのが楽しみ」いう現地渡航へのモチベーションが

高まったという声や、元々英語力が高い生徒様からも「ILAC には豊富なレベル分けがあり、自分に合った

クラスを受講できる。周りのクラスメイトのレベルも高く、授業もとても勉強になる」といったお声も 

いただいております。 

 

何かお困りのことがあれば、担任教師や現地の日本人スタッフがご相談に乗るので安心！ 

日本人スタッフとは、ZOOM を通して個別カウンセリングをすることも可能です。 

 

皆さんの夢は何ですか？ 

ILAC Kiss ではご自宅にいながら世界とつながることが可能です。 

現地へ渡航する以外にも、英語力を伸ばすツールとして ILAC Kiss を 

使い、ご自身の夢を叶えてみませんか？ 

 

ぜひ、ILAC Kiss でそのお手伝いができれば嬉しいです。 

 
 

 
 

 
 

Dream Big today  

for a better 

tomorrow! 


