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拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

いよいよ東京オリンピック・パラリンピック開催を 2020年 の来年に控え、ここ数年のキーワー

ドともいえる「グローバル人材育成」の観点からも、短期・長期の留学や語学研修、IECワ ーキン

グ・ホリデーヘの関心は近年ますます高くなつております。カナダ大使館では、カナダから約 70

の教育機関を迎え、 「カナダ留学フェア 2018春」を下記の通 り開催いたします。

毎年恒例となりました本フェアでは、小 。中・高校、語学学校、カレッジ、大学の担当者が来

日し、ブースにて日本語で個別相談に応 じる他、体験者からのア ドバイスなど生の声も間くこと

ができます。また、大使館および在 日州政府事務所によるプレゼンテーションや、留学や IECワ

ーキングホリデー・プログラムなどに関するセミナーも開催いたします。

フェアのご案内をお送 りいたしますので、掲示板や資料コーナーにご配置いただき、留学や

IECワ ーキング・ホリデーに興味をお持ちの皆様に幅広くお知らせいただければ幸いです。追加の

チラシやポスターをご希望の場合は、下記お問合せ先までご一報下さい。

多くの皆様のご参加をお待ちいたしております。

敬具

カナダ大使館広報部
―記―

カナダ留学フェア 2018春
小中高/語学学校 (英語 。フランス語)/カ レッジ/大学/1ECワ ーキング・ホリデー

主催 :カ ナダ大使館

【会場】 カナダ大使館  (東京都港区赤坂 7-3-38)

o 3月 16日 (金)   17:00～ 19:00
o 3月 17日 (土)   11:00～ 17:00

入場無料 。入退場自由

*留学フェア会場 (カ ナダ大使館)入館には写真付き身分証明書のご提示が必須です。

参力日校 リス ト、セミナースケジュールは mVW.canada―りⅥ婆ku―fair.comを ご覧ください。

お問い合わせ先 :

カナダ大使館広報部 E―mili  Tokyo.Educ“ o■@intCrllational.gc.ca
Fax:      03-5412¨6249

Governmettt of Canada   Coむ vernernent du Canada
巨mbassy of Canada     Arttbassade du Canada

平成 30年 2月 吉 日

カナダ大使館主催 :カ ナダ留学フェア 2018春 開催のお知らせ
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カナダ留学フェア

2018春

会場 :カナダ大使館
3/16(金 )

3/17(二 L)

●対象 :小。中・高校生

大学生

社会人

英語。フランス語学習者

IECワーキングホリデー

●入場無料。入退場自由

●各種セミナーも開催

事前登録はこちら :

〉canada― ryugaku― fai

主催 :カナダ大使館

〉EduCanada.ca

EduCanada肥
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カナダ留字フェア 2916春
主催 :カ ナダ大使館
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しヽらしヽろな轟的を持つた鐵学生が世界囀から纂まり、のびのびと学ベト国、ぬナ視

このrinWttF_lア では、カナダから来理した教育機閲のスタッフと実験:こ会って、国本語で纏談できま魂

めなた0癬学を、カナダ大使館が応援しま晩

ご来場者全員に

オリジナル・エコバッグを

プレゼント!

lプーースで顆rll纏 顆
カナグの参力爾校がブースを設けま

す。各機関の1青 報瑕集や、個別相談

が可能.査護ブースでは、査証・ビジ・

JAについてのご質問もお受けしま或

I●彩な電装渉―
カナゲ留学の基本情報から、留学棒

験談や盤学のタイプ別の紹介など、

さまざまなセミナーを実施,詳 細は

フェア特設サイトで確認しよう l

I鐵学体験機の声

カナダ雷学をした先輩たちの話を聞

くことが可能。留学タイプ別に、実体

験に基づいたアドバイスなどがもら

え、より具体靖なイメージをつかむこ

とができます。
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圏露議 :S周 lG圏 (金 )豊 7:③ O～ 真91◎渉

ヅ濯 17理 (土 )豊 1:の C～ 17:◎◎

会場 :カ ナダ大使 饉
〒掛アー8503 東京都シき区赤場反7丁目3番38号

*カナダ大使鑢入館には写真付身分証明書のご提 示が必鎮です。
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は参力騒絞 響ス ト

颯セミナースケジュープレ

鶉過去鍛フェアの様子 。参力露警命声

鶉 よくおろ質問

〉EduCanada.ca (:桑・イム)

腱ヨ tokyo.education⑬ internation3:`9c.ca
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教育関係 者・留学代理 店向けの B2Bワークショップも3月 16日 に開催 。 詳細は特設サイトをご参照ください。(要 事前登録 )


