カナダ 2021年
Sprott Shaw Language College
スプロット・ショウ・ランゲージ・カレッジ

バンクーバー校・トロント校・ビクトリア校

語学留学に加えビジネス留学やカレッジ進学等を目指す

方におすすめ

株式会社キャリアエクスチェンジ

www.career-ex.com

〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-12-1新有楽町ビル 11F PPY BW-06
電話：03-6278-8750 FAX：03-6278-8758 E-mail：info@career-ex.com

バンクーバー・SSLC
時期によって授業料割引キャンペーン等がありますので、キャリアエクスチェンジにお問い合わせください！
学費・ビザ・滞在費用

4週間

12週間

24週間

一般英語

一般英語

週20時間

週25時間

追記

学校申込金

$150

$150

$150

授業料

$1,260

$4,200

$8,160

教材費

$100

$220

$350

滞在手配費

$220

$220

$220

$1,000

$1,000

$1,000

学生ビザ申請費

―

―

$235

小計CAN$

$2,730

$5,790

$10,115

¥232,050

¥492,150

¥859,775

レート＄=85

渡航前にかかる費用

4週間

12週間

24週間

追記

プログラム手配費

¥35,000

¥0

¥0

海外通信送金費

¥11,000

¥11,000

¥11,000

ビザ申請サポート

¥0

¥0

¥35,000

往復航空券（目安）

¥100,000

¥100,000

¥100,000

海外留学生保険料

¥19,640

¥52,440

¥108,010

¥165,640

¥163,440

¥254,010

③渡航後にかかる費用

4週間

12週間

24週間

シェアアパート滞在費

ー

$1,300

$3,250

目安

月＄650

現地生活・交通費

$600

$1,800

$3,600

目安

月＄600

$600

$3,100

$6,850

滞在費
ホームステイ4週間

①小計

日本円

② 小計

③

小計

日本円

CAN$

個室・3食付き
5/29～9/4は週＄20追加
バイオメトリクス費込み

最安値プラン

追記

全体的な留学費用概算は、上記①＋②＋③の合計を目安としてください
【ご注意事項】上記はあくまでも概算です。最新の学校料金・キャンペーン情報はキャリアエクスチェンジまでお問い合わせください。

こちらの留学プランに興味がある方は・・・・

まずはご相談！

お見積作成依頼は

電話･来社での

お気軽にお申付け

無料カウンセリング

ください。

株式会社キャリアエクスチェンジ

プランが決定したら
留学開始の
3ヶ月前を目安に
当社へお申込ください

www.career-ex.com

〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-12-1新有楽町ビル 11F PPY BW-06
電話：03-6278-8750 FAX：03-6278-8758 E-mail：info@career-ex.com
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オリジナル カリキュラム

English as a Second Language (ESL)

SSLCでは独自に開発したカリキュラムを使用。
オリジナルのカリキュラム＆教材を使用することで、
より学生のニー
ズに合った内容で授業を行なうことができます。授業は多くの対話や会話が行われるような工夫がされており、
より
英語を実践的な中で使う機会を得ることができます。
レベル１-３では海外生活でのヒントとなるトピックを起用。学生がカナダの留学生活で直面する事柄、留学生活で
のポイント、北米文化の理解、
また時事問題などを通し英語学習を行いながら海外生活に必要な知識やアイディア
を身に着けます。
レベル４-６では実践的なカリキュラム
「キャリアワールド」
を使用し、
レベル１-３にて習得した英語の基本を実際の
生活やビジネスの場面などを想定した内容にて授業が行われます。あらゆる場面において正確で流暢な英語が使
える
「プロの英語コミュニケーター」の育成を目指します。

英語の基本４スキルをしっかり学習
正確な英語を学習する上で最も重要な
「読む・書く・聞く・話す」
を徹底的に学習。
カリキュラムは
「文法、
リスニン
グ、
リーディング/ライティング、発音/コミュニケーション」
と構成、英語の基礎をバランス良く学習します。
基本を学習
することにより、
その後のステップアップに必要な基礎スキルをしっかり身に着けることができます。

プログラムタイムテーブル

English Your Way

English Your Way

SSLC ESLプログラム

Monday - Friday
9:00-9:50

文法

10:00-10:50

リスニング

11:00-12:00

リーディング & ライティング

12:00-13:00

ランチブレイク

13:00-13:50

発音

14:00-15:00

コミュニケーション

15:50-16:00

無料エクストラ クラス

ポイント！
英語の基本を学習するから、
あらゆる場面にしっかり対応できる！
英語の基本
「読む、
書く、
聞く、
話す」
をしっかり
と学習することにより、
日常英会話力では足り
ない
「仕事で使える英語」
「場面を問わず使
、
える英語」
を習得できます。

フレキシブル ・レベルシステム
SSLCのESLのカリキュラムではフレキシブル・レベルシステムを導入。
「文法、
リスニング、
リーディング/ライティン
グ、発音/コミュニケーション」4つにクラス分けをし、
それぞれのレベル判断をします。
そのため文法はレベル4、
リス
ニングはレベル2など、各スキルで違ったレベルの授業を受けることが可能となっており、
苦手を強化し、得意を伸
ばすことができます。
Level

Level

Level

Level

Level

1

2

3

4

5

6

エクストラクラス 例)
English Lounge (英会話)、
イディオムとスラング、
ホームワーククラブ、
ムービークラブ、文法、
ライティングなど
ワークショップ 例)
履歴書の書き方、カナダの面接対策、
トーストマスター、職場でのコミュニケーション方法など
*実施の科目(内容)はキャンパス、時期によって異なります。

トロントの選べるESLスタイル
ポイント！

リスニング
リーディング
ライティング

SSLCは頑張る学生を100％応援！
もっと英語を学びたい！もっと英語を上達させたい！
そんな学生の声を受け、SSLCでは放課後の無料エクストラクラスやワークショップを開講。
受講するかどうかは自分で決められるので、
自分のペースで勉強できます。

スキル別レベル判断により個々の学生に適し
た学習レベルをカスタムメイド！
6 レベル X 4スキルで２４通りのレベル分け！

トロントキャンパスでは通常のESLに加え、総合英語スタイル(Skill Combined (SC))のESLクラスを提供。
午前中に行われる総合英語スタイルでは、担任の講師より一つのコンテンツを通して文法、
リスニング、
リーディン
グ、
ライティング、
スピーキングを学ぶため、英語を総合的により深く学ぶことが出来ます。
また、午後からの弱点の強
化クラスでは午前中のクラスで見出された苦手なスキルの強化を図ります。

発音
コミュニケーション

ポイント！

トロントESL

スキル別スタイル vs 総合英語スタイル
9:00-12:00

レベルチェックと評価
毎月末、科目ごとにレベルチェックテストを行います。
また、授業の理解度、
課題やプレゼンテーションなどの評
価、英語の上達度、個々の弱点などを記載したプログレスレポート(成績表)を科目ごとに発行、翌月への学習プラ
ンへ役立てることができます。

For more information, visit www.studysslc.com/esl

総合英語

12:00-13:00

ランチブレイク

13:00-13:50

弱点強化クラス１

14:00-15:00

弱点強化クラス２

トロントでは学生それぞれの学習スタイルに合わ
せてESLのスタイルを選択が可能。
初日のレベルテスト後に、アドバイザーと一緒に
どちらのスタイルにするか決めることが出来ます。

English as a Second Language (ESL)

English as a Second Language (ESL)

文法

Level

放課後無料エクストラクラス & ワークショップ
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English for Post-Secondary Education (EPE)

IEPE & EPE

EPEは北米のカレッジや大学へ進学をしたい学生を対象とした進学準備プログラムです。EPEではバラエティーに
富んだエクササイズや集中的なアカデミックスキル強化トレーニングを通じて、
カレッジや大学にて講義を受講す
る上で必要とされる英語力と知識の向上を目指し、進学後に直面する新たなアカデミック環境に適応する力の養成
に焦点を置いています。
また、
カレッジや大学で実際に使われるテキストを用い授業が行われるため、
よりスムーズ
な進学を行うことができます。EPEを修了した学生は、提携の大学やカレッジへIELTS や TOEFL®などの英語テス
トのスコアなしに進学を行うことができます。
「I-EPE⇒EPE⇒カレッジ⇒大学」
スムーズな進学が可能になります。
また、数多くのライティングエクササイズを行うため、進学には興味はないが英語力を飛躍的に向上させたい学生
にも最適な内容です。

Intermediate English for Post-Secondary Education (IEPE)
IEPEはEPEへの準備プログラムとして開発されました。IEPEでは進学後に必要となる要約力やノートの取り方、
プレゼン力の養成に力を入れるとともに一般英語とは異なるアカデミックライティングを基礎からしっかり集中的に
学びます。IEPEでは進学後に必ず必要となる基本スキルをゆっくりとしたペースで学び、EPEへ移行しても困らない
アカデミック英語の基礎力を身に着けます。EPEへはまだ英語力が足りないが、
アカデミックな観点からの英語学
習や進学後に必要となってくる基礎的なアカデミックスキルを身に着けたい学生、大学/カレッジ進学に向けアカデ
ミック英語を基礎からじっくりと学びたい学生へ最適なプログラムです。
プログラム期間と開始日:

4 週間 ・ 8 週間 ・ 12週間 / 4週毎

4 週間 ・ 8 週間 ・ 12週間 / 4週毎
(カレッジ・ 大学への進学を目指す場合は12週間の受講が必修となります。
)

プログラム期間と開始日:

入学基準:

入学基準:

TOEFL iBT® 45-46, TOEIC® 550, IELTS 4.5 総合スコア (ライティング スコア 4.5)、もしくはこれらに準ずる英語
テストスコア、SSLC ESL-SFレベル4以上 またはESL-SC レベル 7 以上 、SSLCオンラインテスト合格のいずれか
+ エッセイテスト + インタビューテスト

TOEFL iBT® 61, TOEIC® 650, IELTS 5.5 総合スコア (ライティング スコア 5.5)、もしくはこれらに準ずる英語テ
ストスコア、SSLC ESL-SFレベル5以上 またはESL-SC レベル 9 以上 、SSLCオンラインテスト合格のいずれか +
エッセイテスト + インタビュ
SSLC パスウェイ プログラムの特徴
インタビューテスト

授業時間:

授業時間:

26.5 時間/ 週
9:00 am - 15:30 pm (月ー木)
9:00 am - 14:30 pm (金)

26.5 時間/ 週
9:00 am - 15:30 pm (月ー木)
9:00 am - 14:30 pm (金)

プログラム モジュール＆トピック:

Academic English Preparation

Academic English Preparation

カレッジ & 大学進学準備プログラム

• TOEFL® などのスコアなしで提携校へ進学が可能。よりシンプルな進学が実現。
• 集中アカデミックプログラム
• ノートの取り方や、プレゼンの仕方、リサーチの仕方など進学に必要なすべての
アカデミックスキルをカバーしたバランスのよいカリキュラム
• 経験豊富な講師陣による集中授業、パスウェイコーディネーターとの進学相談、
日本人アドバイザーによる親身なサポートによりスムーズな進学を実現。

プログラム モジュール＆トピック:

Module 1:

Module 2:

Module 3:

Module 1:

Module 2:

Module 3:

アカデミックボキャブラリー
要約スキル
パラグラフライティング
直接引用 ・ 間接引用
ノートテイキングスキル
プレゼンテーション

アカデミックボキャブラリー
イントロの書き方
コンクルージョンの書き方
メインポイントの識別
サポート文、例文
リサーチ方法

アカデミックボキャブラリー
要約スキル
パラグラフライティング
直接引用 ・ 間接引用
ノートテイキングスキル
プレゼンテーション

アカデミックボキャブラリー
サイエンスエッセイ
要約スキル
インターネットと匿名性
講義でのノートテイキングスキル
プレゼンテーション

アカデミックボキャブラリー
エッセイの書き方
論文に使われる文法
ケーススタディー
アカデミックスピーキング

アカデミックボキャブラリー
エッセイ
エッセイの発展
アカデミックコンテンツを利用した学習
議論の発展とサポート

Topic 1:

Topic 2:

Topic 3:

Topic 1:

Topic 2:

Topic 3:

食生活
成功への道
メディア
都会での生活

心理学
倫理と社会的責任
テクノロジー
歴史

心理学
教育ツールオンラインリサーチ
環境科学ー天気 ・ 地球
時事問題

生活と学習
近代のテクノロジー
人間関係
健康と運動

旅行と冒険
科学と発展
コミュニケーション
ニュースと議論

ビジネスと金融
食品と栄養
言語と文化、芸術
メディア＆カルチャー

IEPE & EPE

IEPE & EPE
For more information, visit www.studysslc.com/university-college-pathway

For more information, visit www.studysslc.com/university-college-pathway
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SSLCパスウェイ: 進学までの流れ
SSLCでは進学に必要な英語力の構築はもちろんのこと、
カナダ、
アメリカ、
そしてヨーロッパ各地にある
パスウェイパートナーカレッジや大学への進学をサポートすることができます。
海外の大学へ進学するための夢を実現するお手伝いをします。

Step 1: SSLC ESL プログラム
SSLCのESLプログラムでは、大学進学するをうえで最も重要となる
正確な英語を習得するため
「読む・書く・聞く・話す」
を徹底的に学
習。SSLCのESLカリキュラムは
「文法、
リーディング/ライティング、
リスニング、
コミュニケーション/発音」
と4スキル構成となっており、各
スキル別々のレベルで学習できます。
きちんと基礎からしっかり学習
できるのでバランス良く英語を上達させることができます。

✓ 進学アドバイス
✓ カレッジ/大学選択・決定
✓ カレッジ/大学申請手続き

University Pathways

University Pathways

カレッジ・ 大学 パスウェイ

Step 2: SSLC EPE プログラム
SSLCの進学対策プログラムEPEはカレッジや大学にて講義を受講
する上で必要とされる英語力と知識の向上、進学後に直面する新た
なアカデミック環境に適応する力の養成に焦点を置いています。
EPEを修了した学生は、提携の大学やカレッジへTOEFLやIELTSな
どの英語テストのスコアなしに進学を行うことができます。

Step 3: カレッジ/大学進学
Step 4: カレッジ/大学卒業

Pathway
Partners

Pathways

Pathways

SSLC パスウェイの特徴
SSLCパスウェイではあなたが目指す進学が実現できるよう、
アカデミック面のサポートや進
学に必要なツールとスキルの構築、手続きなど、進学に必要な様々なサポートを行います。
• SSLC生への無料大学申請手続きサービス(SSLC生以外は有料のサービスとなります。)
• 経験と知識豊富な講師陣、進学アドバイザー、
日本人アドバイザーからの進学サポート
• パートナーカレッジや大学からの条件付き入学許可証又は入学許可証の取得サポート
• IELTS又は TOEFL® スコアなしでのパートナーカレッジや大学への入学
• パートナーカレッジや大学 へのスクールツアーとインフォセッション
• エクストラクラス、
ワークショップ、
セミナーなどクラス時間外の多数の学習機会
• ゲストスピーカーの訪問
• パートナーカレッジや大学スタッフの訪問 ・ 学校紹介

Pathway information subject to change.
For more information, visit www.studysslc.com/university-college-pathway

英語専門プログラム

Language Enhancement

Business English (BE):ビジネス・イングリッシュ
BEではビジネス環境にて必要とされる円滑なコミュニケーションスキルの向上を目指し、英語環境でのビジネス現
場でキャリアアップを目指す学生に最適なプログラムです。
プログラムでは様々なエクササイズを通じて、今日の英
語ビジネス環境に適応するハイレベルな英語スキル(スピーキング、
ライティング、
ビジネス用語の理解等)の習得を
目指します。
また、国際社会で活躍するにあたって必要となる文化理解や時事、経済問題をプログラムに取り入れ、
ビジネスボキャブラリー、
イディオムを学習することにより、様々な環境に対応した正確で流暢な表現力とコミュニケ
ーション力を向上させます。
BEのカリキュラムは英語ビジネス環境、国際ビジネスにて成功するために必要な実用的な英語スキルの指標とし
て国際的に認知されている、
ケンブリッジ英語検定Cambridge Business Certificate(BEC)のPreliminaryにも対
応しているためBEC対策プログラムとしても最適です。

Power Speaking & Modern Media (PMM) ： パワースピーキング & モダンメディア
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PMMでは身近に存在する様々なメディアをトピックに扱い、英語で自分の意思を伝え、討論できるように徹底的に
スピーキング力の向上を目指します。一般英語で学習する日常での会話力の次のレベルを目指すPMMでは、多く
のディスカッション、
ディベートを通してスピーチ力、
プレゼンテーション力、伝達力、発言力、主張力を身に着け誰に
も負けないスピーキング力とプレゼン力を手に入れます。
様々なエクササイズを通じて、
日本人が苦手としている相手にストレートに物事を伝える力、
しっかりと自分の意見
を述べる力など、
グローバル社会で必須となる表現力を身に付け、
また、毎週行われるプレゼンテーションを通し人
前に立つこと、
そして何より自分の意思を伝えることや自分自身に自信を持つことができるようになります。
さらに、
英語でのプレゼンテーション力、伝達力を向上させることにより、
ワーホリやインターンで必要となる英語での面接
の対策としても大きな効果があります。

Language Enhancement
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プログラム期間と開始日:
プログラム期間と開始日:

4 ~ 8 週間 / 週毎月曜日

入学基準:

TOEFL iBT® 45-46, TOEIC® 550, IELTS 4.5 総合スコア(ライティングスコア4.5)、
もしくはこれらに準ずる英語テ
ストスコア、SSLC ESL-SFレベル4以上またはESL-SC レベル 7 以上、SSLCオンラインテスト合格のいずれか

4 ~ 8 週間 / 週毎月曜日

入学基準:

TOEFL iBT® 45-46, TOEIC® 550, IELTS 4.5 総合スコア (ライティング スコア 4.5)、もしくはこれらに準ずる英語
テストスコア、SSLC ESL-SFレベル4以上 または
ESL-SC レベル 7 以上 、SSLCオンラインテスト合格のいずれか
授業時間:

授業時間:

26.5 時間/ 週
9:00 am - 15:30 pm (月ー木)
9:00 am - 14:30 pm (金)

SSLC ビジネス・イングリッシュ プログラムの特徴

26.5 時間/ 週
9:00 am - 15:30 pm (月ー木)
9:00 am - 14:30 pm (金)

• プロフェッショナルな環境での効果的なビジネスコミュニケーションスキルの習得
• 英語のビジネス環境にて重要となるプレゼンテーションスキル、
交渉スキル、
アサーティブなコミュニケーションスキルの習得
• ビジネス英語のみならず、
北米式のビジネスマナー、
面接や履歴書の書き方など
外資系会社への就職に有利

SSLC パワースピーキング & モダンメディア プログラムの特徴
• 毎週行われるプレゼンテーションをビデオ撮影し講師から1対1で改善点を徹底指導
• 即時の間違い修正、
相互フィードバック、
自己分析などのユニークな学習
• ボディランゲージ、
アイコンタクトなどのプレゼン技術の指導
• 発音矯正、
スピーキングにおける文法の間違い修正などの細かい指導

プログラムトピック:
プログラム モジュール:
Module 1:
ビジネスキャリアの構築、ライティング、ゴール

Module 5:
効果的な表現方法

カバーレター、面接、模擬面接、レジュメ、自己アピール
ビジネス英語で使える文法テクニック

広告に必要な表現、プレゼンで使える言葉と構成
ボディーランゲージの効果的な使い方

Module 2:
現在のテクノロジーを用いたコミュニケーション

Module 6:
起業 ・ 自営業のためのコミュニケーション

Week 1

パワースピーキングについて

Week 5

固定観念

Week 2

ポップカルチャー

Week 6

宣伝 & 広告

Week 3

ニュース & ジャーナリズム

Week 7

映画 & ストーリーテリング

Week 4

テレビジョン

Week 8

音楽

Module 3:
ビジネス環境での文化理解 & ビジネスマナー

Module 7:
インターナショナルマーケット・ 貿易英語

ビジネス環境における文化理解、ビジネスマナー
ビジネス間でのソーシャルイングリッシュ

貿易、経済活動、国際ビジネスで使えるビジネス英語
会議の議題と会議で使える英語

Module 4:
ビジネストリップ、 マーケティング OR ファイナンス

Module 8:
公正取引 ・ビジネス倫理の理解

BE & PMM

BE & PMM

電話、メール、メモ、会議シチュエーション、様々な場面でのコミュニ
ビジネスプランの作り方、ビジネスライティング
ケーション
ビジネス環境における質問への的確な返答の仕方
リサーチ、ビジネスプレゼンテーション

ビジネストリップ、マーケティング、ファイナンスの中から需要に応じ 議論で論破するための英語表現、交渉
てその分野で使える英語を学習
ビジネスレポートの書き方
For more information, visit www.studysslc.com/course/business-english

For more information, visitwww.studysslc.com/course/power-speaking-modernmedia
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International English Language Testing System (IELTS)

Communication for Airline Cabin Crew Training (CACCT)

IELTS集中対策プログラム

エアライン キャビンクルー コミュニケーション トレーニング

IELTS集中対策プログラムは4～12週間にて構成され、
テストの傾向と対策、
それを通じての総合的な英語力の向
上を目指します。
プログラムはAcademicテストに対応しカリキュラムが構成されていますが、Generalのテストを受
験予定の方にも有効なプログラムです。IELTSは
「リスニング、
リーディング、
ライティング、
スピーキング」
の4つの部門
からテストが構成されており、
クラスではこの4部門の英語スキルを偏りなく向上させることに焦点が置かれ、苦手
分野を作らず高得点を取得できるようにします。
カナダでカレッジ・大学進学を目指している学生はSSLCのIELTS
集中対策プログラムで効率よくIELTSのスコアを上げることが進学への近道となります。

CACCTは航空業界で人気のキャビンクルーになるためのコミュニケーションスキルを学ぶトレーニングプログラム
です。質の高い接客サービスやホスピタリティーに必要となるコミュニケーションスキルの構築、最上の 『おもてな
し』 ができるよう異文化間で起こるサービスに対する捉え方の違いを学び適切な接客方法の習得を目指します。
ま
た、航空機の仕組み、乗客やクルー間でのコミュニケションから安全対策まで幅広い内容を学んでいきます。
将来、
旅行関係や航空関係、空港などで就職を希望する学生のみならず、英語での接客サービスに興味のある学生にも
おすすめのプログラムです。

プログラム期間と開始日:
プログラム期間と開始日:

4 ~ 12 週間 / 週毎月曜日

4 週間 ・8 週間 / 4 週毎
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Language Enhancement

Language Enhancement

英語専門プログラム

入学基準:

入学基準:

TOEFL iBT® 45-46, TOEIC® 550, IELTS 4.5 総合スコア (ライティング スコア 4.5)、もしくはこれらに準ずる英語
テストスコア、SSLC ESL-SFレベル4以上 またはESL-SC レベル 7 以上 、SSLCオンラインテスト合格のいずれか

TOEFL iBT® 40, TOEIC® 470, IELTS 3.5 総合スコア、もしくはこれらに準ずる英語テストスコア、SSLC ESL-SF
レベル3以上 またはESL-SC レベル 6 以上 、SSLCオンラインテスト合格のいずれか
授業時間:

SSLC CACCT プログラムの特徴
授業時間:

10 時間/ 週
13:00 pm - 15:00 pm (月ー 金)

• 質の高いコミュニケーション力と ホスピタリティースキルの習得
• キャビンクルーとしての業務や知識、
接客など実践に役立つ内容を学習
• 乗客クルー同士のコミュニケションや安全対策の手順まで幅広い内容を学習
• 効果的な履歴書の書き方と面接の受け方を習得

26.5 時間/ 週
9:00 am - 15:30 pm (月ー木)
9:00 am - 14:30 pm (金)

プログラムトピック:
Week 1:

プロとしてのキャビンクルーとは

SSLC IELTS プログラムの特徴
• Academic IELTS.General IELTS対策、両方に対応できるカリキュラム
• テストに出題される各スキル分野をピンポイントに学習することにより効果的に
高得点を目指す
• 大学、
カレッジ進学カウンセリングと進学アドバイス
• 毎週行われる模擬テスト
（原則毎週金曜日）

Week 5: 航空業界入門

キャビンクルーの歴史
トレーニングとクルーのサンプルスケジュール

航空業界の歴史
航空業界での専門用語と定義

プログラムトピック:

Week 2: キャビンクルーになるためには

Week 6: 航空機入門

コミュニケーション、
ソーシャルトレンド

レジャー、
気候温暖化、
世界の仕事と歴史

応募資格や就職活動の流れ
身だしなみについてのルール

航空機に関する入門知識
機体の構造と専門用語

健康的な食生活、
テクノロジー

環境、
芸術

Week 3: 就職活動や面接準備

Week 7: 安全と緊急時対応

生活と都市の機能

住居、
動物、
心理学

履歴書やカバーレターの書き方
面接時によく聞かれる質問とその背景

緊急時における対応とファーストエイド
緊急時に使用される設備と器具の名称

教育、
国際問題

スポーツ、
選択、
色、
旅行

Week 4: カスタマーサービス

Week 8: 航空業界の食事サービス

歴史、
将来的な発展について

社会的交流、
体内時計、
インフラ

接客における大切なルールと必要不可欠なスキル
苦情対応やクライアントとのかかわり方(異文化理解 ・マナー)

機内食の歴史
フードマネージメント

仕事の満足度、
食べ物

旅行と移住、お金と幸せ

CACCT & IELTS

CACCT & IELTS
For more information, visit www.studysslc.com/course/communication-for-airline-cabin-crew-training

For more information, visit www.studysslc.com/course/english-through-translation
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SSLC キャリア パスウェイ パッケージ

SSLCではまず最初にしっかりESLで英語の基礎を学び、
その後にフルタイムの英語専門プログラムを受講するこ
とで、
より深く専門性の高い英語を学ぶことが出来ます。一つ一つの段階を踏んでの英語力の構築が可能なので、
しっかりとした英語力を身に着けることが出来き、英語を応用する能力や、実践的に使う能力を養うことが出来ま
す。SSLCは将来の就職活動、
キャリアアップ、進学といった次の段階を目標としている皆さんが正しい英語を使いこ
なし、活躍できるようサポートします。

SSLCは留学が皆さんにとって非常に大きな決断であることを理解しており、皆さんに満足のいく留学生活を送って
頂けるよう最大限のサポートを行っています。
そのサポートの一環としてSSLCではカナダに渡航してからプログラ
ムの変更を自由に出来るパッケージ、“キャリパス”を提供しています。
このキャリパスはESLと英語専門プログラム、
キャリアプログラムを組み合わせたパッケージとなっており、
カナダに渡航してから英語の伸びを見て、
その時に
一番合ったプログラムを受講することが出来ます。

キャリアプログラム(SSLC姉妹校)
Vancouver International College Career Campus

英語の伸びのスピードは一人一人異なります。SSLCでは皆さんの英語の伸びや留学の目的、留学期間に応じて
日本人アドバイザーと1対1のキャリアカウンセリングを行いながら、数多くの選択肢の中からプログラムを決めて
いくことが出来ます。
カナダに渡航し、
日本と違う文化や異なるバックグランド、価値観を持つクラスメートと一緒に
交流し、時間を過ごす中で日本にいて留学を計画していた時には思いもよらなかった、新しい事に興味を持ち、
挑戦したいと思う気持ちが生まれてくることもあります。SSLCは留学に来てから感じる”挑戦”したいという気持ちを
大切にし、
その ”挑戦”を100% サポートできるようフレキシブルにその時の状況に合わせてプログラム選択が
可能。頑張りたいと思う皆さんをSSLCスタッフが精一杯サポートをします。
SSLCは満足のいくプラスα留学を皆さんにお届けします。

SSLCの姉妹校、VIC Career Campus(VIC-CC)では留学生向けのキャリアプログラムを提供。
ビジネス、
ホスピタリティー、TESOLなど様々なプログラムを少人数制のクラスで受講することが
出来ます。有給Coopプログラムも提供しており、
カナダで就労経験を積むことが可能です。

提供プログラム
Customer Service

Teaching English to Speakers of
Other Languages (TESOL)

カスタマーサービスプログラム

英語講師養成プログラム
*TESOL
英語講師養成サーティフィケートプログラム
*TESOL for Children (TESOL-C)
児童英語講師養成プログラム
*TESOL for Middle School (TESOL-M)
ジュニア(中学/高校)英語講師養成プログラム
*TESOL for Adults
一般英語講師養成プログラム
*TESOL Advanced
TESOL アドバンス
各TESOLプログラムに実習を追加可能。

*Customer Service Professional(CSP)
カスタマーサービス プロフェッショナル
*Advanced Customer Service Professional(ACSP)
アドバンス カスタマーサービス プロフェッショナル
Work & Study Program: 有給Coop可能。
Global Business

ビジネスプログラム

Career Pathway

Career Pathway

SSLCで目指すキャリア留学

キャリア パスウェイ パッケージ の4つのポイント
現地で日本人アドバイザーによるキャリアカウンセリング。
英語力の伸びを見ながら受講プログラムをじっくり相談。
実際のクラスでの体験授業。
クラスを見てからのプログラム編入が可能。
姉妹校プログラムへ編入可能。
日本で決めるのは就学週数だけ。
現地でプログラムが決められるから、その時の実力に応じて目標に合った最適なプログラムを受講可能。

*Global Business Expertise (GBE)
グローバル ビジネス エクスパティー
*Advanced Global Business Expertise(AGBE)
アドバンス グローバル ビジネス エクスパティー
Work & Study Program: 有給Coop可能。
【SSLC ESL プログラム】

Sprott Shaw College
【SSLC 英語専門プログラム】
パワースピーキング
ビジネス英語
テスト対策
進学準備プログラム

提供プログラム
*ビジネス & 貿易 プログラム
*ツーリズム & ホスピタリティー マネージメント プログラム
*幼児教育プログラム
*ヘルスケア& コミュニティーサポート プログラム
Work & Study Program: 有給Coop可能。
週20時間のオフキャンパスワークパーミット
(6カ月以上のプログラムに限る)
For more information, please visit:

viccc.ca / sprottshaw.com

【キャリア プログラム】
ビジネスプログラム
英語講師養成プログラム
カスタマーサービスプログラム

【プロフェッショナル プログラム】
国際ビジネス系プログラム
マーケティング系プログラム
ホスピタリティ
（ホテル）系プログラム
ツーリズム・トラベル系プログラム
幼児教育系プログラム

【大学・カレッジ進学】
SSLCパスウェイ提携校に
IELTSやTOEFLのスコアなし
で 進 学 可 能！

SSLC, VIC-CC & SSC

SSLC, VIC-CC & SSC

Sprott Shaw College は1903年に創立。以降100年以上もの歴史を持つカナダの老舗キャリア
カレッジです。BC州に16のキャンパスを構えビジネスプログラム、貿易、CO-OPインターンシップ、
ホスピタリティープログラム、看護プログラムなど幅広いキャリアプログラムをカナダ人学生や
留学生に提供。学生のキャリアアップをサポートしています。

