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追記

バイオメトリクス込み

レート＄=85

追記

最安値プラン

追記
目安　月＄650

目安　月＄600

①小計　日本円　

Full Time Intensive

英語コース
週40レッスン

$1,185

$9,630$5,565$2,853

$235― ―

¥242,505 ¥473,025

教材費

学校申込金

4週間 12週間学費・ビザ・滞在費用

$60 $180 $360

海外通信送金費
ビザ申請サポート

海外留学生保険料

③渡航後にかかる費用

往復航空券（目安）

$600

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

24週間

$150 $150 $150

プログラム手配費
滞在先手配費

¥818,550

個室・3食付・4週間$1,185 $1,185

渡航前にかかる費用

ホームステイ滞在費

学生ビザ申請費

小計CAN$

¥35,000 ¥35,000

③　小計　CAN$

シェアアパート滞在費

【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。

$1,300

$1,800

$600 $3,100 $6,850

$3,250

$3,600現地生活・交通費

ー

トロント・SGIC

②　小計　日本円 ¥220,640 ¥218,440 ¥309,010

4週間 12週間 24週間

¥120,000 ¥120,000
¥19,640 ¥52,440 ¥108,010

¥0

¥35,000 ¥0

4週間 12週間 24週間

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！

¥0 ¥35,000
¥120,000

授業料 $1,458 $4,050 $7,700

¥0

¥11,000 ¥11,000 ¥11,000
¥35,000

まずはご相談！
電話･来社での

無料カウンセリング

お見積作成依頼は
お気軽にお申付け
ください。

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

こちらの留学プランに興味がある方は・・・・

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



ESL (一般英語) 

コースの説明 

「せっかくカナダ留学をしているのだから、教科書英語ではなく直接ネイティブスピーカーが話す英語を習い、 
通じる英語を身につけたい。バイト探しも挑戦したい！」と思っている留学生は少なくないと思います。 
これらのポイントに重点を置いてカリキュラムが組まれているESLプログラムは、 
短期間で会話中心に英語を身につけたい方、専門コースを受ける前にしっかりと英語⼒つけておきたい方に人気です。 

期末テスト 

※遅刻・欠席がなく85％以上の成績で 

   授業Bと取らず次のレベルへ 

４週目 

木曜日 

４週目 

金曜日 

修了式 

成績表が配布されます 

期末テスト 

※遅刻、欠席が一定以下で70％ 

以上を取得した生徒は 次のレベルへ 

４週目 

木曜日 

４週目 

金曜日 

修了式 

成績表が配布されます 

１~３週目 通常授業 A 通常授業 B １~３週目 

1限目 

2限目 

3限目 

4限目 

5限目 

    9:00 - 10:10         ⽂法 & 4技能スキル 

     9:00 - 10:10        ⽂法 & 4技能スキル 

  12:15 - 1:25pm         スピーキング 

  1:35 - 2:45pm   スピーキング / 選択科目 

    3:00 - 4:00pm      放課後アクティビティ 

選択科目： Power Speaking, Pronunciation, Vocabulary, Reading/Writing  

※４限目の選択科目はESL5、ESL6が対象となります。 

 

Intensive  ESL  / パートタイム      :  9:00 - 13:35 

Full-Time ESL  / フルタイム         :   9:00 - 14:45  

X-Intensive ESL / 個別レッスン付 :  9:00 - 14:45 + 15:00-16:00 
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TYCP(児童英語教授法) 

コースの説明 

日本で人気の児童英語教育について4週間の短期集中で学べるプログラム。 
⼦どもの発達、⾔語習得の勉強方法、基礎⽂法、多種⽂化などの理論的な内容と物語、絵、⾳楽、ゲームなどの実践的な内容
の両方を学びます。トロントにあるライアソン大学のデイケアで採用されているものと同様の理論を使用。カナダの児童教育現場と同
じ実践的な理論に基づいて勉強します。また、SGICのTYCPでは、プレゼンテーションや課外授業など、参加型の内容が多く含まれ
ています。普通のプログラムでは体験できない内容で毎日楽しく、そして実際の教育現場でも使える実践的な英語を習得することが
可能です。⼦供に英語を教えることを方法を学びながら、英語⼒も高めていきます。 

 4週間完結のプログラムなので、バケーション期間での受講が可能 

 Toronto校、Vancouver校共に別途インターン⼿配可能 

   - 現地施設でのボランティアインターン 

   - 4週間のフルタイム勤務 

   - 終了後には学校からインターンの証明が発⾏される 

   - 実際のカナダの教育機関で経験を積むことにより、日本帰国後の就活に役立つ 

 ⼦供の各年代に沿ったSGICオリジナルのカリキュラム 

スタディプラン 

1週目 

- クラスルームマネジメント 

- 授業計画論 

- 人間発達理論１ 

2週目 

3週目 

4週目 

0 
【スケジュール】 ⽉~金: 9:00 – 14:45 
 

● 4週間サーティフィケートプログラム 

    [ i-TESOLを合わせて修了するとディプロマ取得 ] 

● 入校可能日：公式スタート日 

● 受講資格： SGICのESLレベル5修了、または 

                     TOEIC601点以上 

- 人間発達理論２ 

- 児童向け⼦ども遊び歌 

- ⼦ども発達理論 

- 児童向けストーリー（カナダ人作家） 

- 英語教授法 

- 児童向け遊び、ゲーム 

- プレゼンテーション 

- プロジェクト、課題制作 

- 最終テスト 
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TYCP Unicorn Daycare practicum 

★SGICのTYCPプログラムを修了し、Certificateを授与した⽣徒 

★2つのIDを保持している⽣徒   【 パスポート / 国際運転免許証 / オンタリオ州フォトID / SIN番号 】 

TYCP 特別実習 / 保育園 2週間 

対象者 

スケジュール 

費用 

※ VISAステータスに関係なくお申込み可能 

必要書類 

★日本で受けた予防接種の証明書(母子手帳)のコピー 

  - Tdap (ジフテリア・百日咳・破傷風ワクチン) 

  - Td (ジフテリア・破傷風ワクチン) 

  - MMR (はしか、流行性耳下腺炎、風疹の混合ワクチン) 

  - Varicella (水疱瘡) 

★ツベルクリン検査 

★Vulnerable Sector Criminal Check (カナダの無罪証明書) の提出 

 

スケジュール例 

15:00 - 16:30 おやつ&自由時間 
16:30 - 18:00 外で遊ぶ 
 
• 担任講師のアシスタント 
• 自由時間のアクティビティやゲームを提案 
• 事務仕事  
• こどものサポート (着替え、手洗い、集中できないこどものお世話) 

★手配料：$350 
 
 
 
★手配料：$550 / SGICが各手続きを代行いたします 

※ SGICに上記全ての書類を提出してください。生徒様各自にて必要な⼿続きをお願いします。 

※ Vulnerable sector criminal check 料込み 
※ カナダでのツベルクリン検査代込み 
※ SGICにて現⾦のお支払い 

★期間：２週間  / TYCP卒業後 
★時間： 火曜日～金曜日 3:00~6:00pm 
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Toronto Catholic District School Board 

★SGICのTYCPプログラムを修了し、Certificateを授与した⽣徒 

★2つのIDを保持している⽣徒 

   【 パスポート / 国際運転免許証 / オンタリオ州フォトID / SIN番号 】 

★手配料：$800 / 4週間 

★無罪証明書：$25 

※ SGICにて現⾦でお支払いになります 

※インターン開始希望日より４週間前のお申込みが必要です。 
  TYCPプログラム後、すぐにインターンを開始したい方は、事前にご相談ください。 

★期間：4週間  

★時間：⽉曜日～金曜日 ８:00am~３:00pm 

 
※配属先：指定ができないので予めご了承ください。トロント市内となります。 

TYCP ボランティア・インターンシップ/ 幼稚園～小学校 4週間 

対象者 

スケジュール 

費用 

※ VISAステータスに関係なくお申込み可能 

必要書類 

★パスポート  ★英⽂履歴書   ★ポリスチェック 

スケジュール例 

8:30    実習開始 朝の会 
9:00     クラスのサポート 
11:15  お昼休憩 
12:15  幼稚園のクラス 
15:00  実習終了 
 
• 担任講師のアシスタント 
• 参加型のアクティビティやゲームを提案したり、実際に作ったゲームでこどもと遊ぶ 
• 事務仕事 （フォトコピー、資料作り、掲示板の案内作り） 
• こどものサポート (試験監督や採点、⽣徒の読書補助) 
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i-TESOL (英語教授法) 

コースの説明 

クラスの管理方法や教師としての振るまい方、英語を第二⾔語として英語
で教えるためのテクニック、テストの作成などを学ぶクラスを運営するための
“教授法”、⽂法や発⾳、リスニングなど細かい英語知識を確認・整理しな
がら、生徒に教えるための正しい“⽂法と基礎知識”の2つを中心に学びます。 

英語の授業を運営するために必要な知識と技を効率よく学び、実践に役
立てることが可能です。 

 4週間完結のプログラムなので、帰国直前やバケーションの期間での受講が可能 

 SGIC内でひとりで模擬授業をする実習がある 

 TYCPと同じ講師のため、両方を受講する場合、フィードバックを的確にもらうことができる。 
 中・高校生、大人向けの教授法のため、様々な対象者に合わせた教授を身につけられる 

 TKT(ケンブリッジ大学が開発した英語教授知識認識テスト)の準備。 

● 週間ディプロマプログラム 週間の場合はサティフィケート授与
● 入校可能日：公式スタート日
● 受講資格： の レベル 修了、または 点以上

スタディプラン 

1週目 ⽂法  (品詞、時制、語彙、⾳韻) 

2週目 

教授法： 

学習者のニーズ、成熟度に合わせた教授法、 
構造的アプローチとタスクベース学習 

3週目 

クラス管理 

教師の役割、学習者のモチベーション維持、 
グループワーク 

4週目 
最終プレゼンテーション（模擬レッスン） 

筆記テスト、補足 

【スケジュール】 ⽉~金: 9:00 – 14:45 
 

● 8 週間ディプロマプログラム  

    4週間の場合はサティフィケート授与 

● 入校可能日：公式スタート日 

● 受講資格： SGICのESLレベル6修了、または 

                     TOEIC625点以上 

英語教授知識認定テスト（TKT: 
Teaching Knowledge Test）対策 
 

英語教員に求められる⾔語・教授法の基
礎知識を網羅した、英国ケンブリッジ大学
英語検定機構が開発した知識認定テスト
です。その目的は、教師が自信をもって英
語を教え、また教職に就くチャンスを増やす
ことにありあます。SGICのi-TESOLプログ
ラムではTKT対策用の教材を 

使い、希望者はプログラム修了後にTKTテ
ストを受けることが可能です。 
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SSP (スピーキング強化) 

コースの説明 

毎日の生活の中で、自分の英語に満足のいくコミュニケーションがとれるようになる事を目的にデザインされています。 
英語を話す上で基礎となる発⾳、イントネーション、アクセント、トーンについて学び、正確な英語を話す方法を取得し、授業内の
課題、プレゼンテーションを通して話す作業を⾏っていきます。SGICのスピーキングプログラムでは、録⾳録画を多用し、客観的に
分析しながら、自分の英語の上達具合、改善点などをしっかり確認しながら進めていきます。用いるトピックは、生活に基づいたも
のが多く、実際に使える活きた英語を学ぶ事ができます。スピーキング⼒を付けたい方はもちろん、ボキャブラリーを増やしたい、イ
ディオム/スラングをもっと知りたい、自信をつけたいという方にも大人気のプログラムです。 

 毎週金曜日はプレゼンテーション 

  - 講師からのマンツーマンの細かいフィードバックにより、自分の弱点克服 

 NEWSROOM 

    - 実際にレコーディングすることにより、自分のスピーキングを確認できる 
    - 前回のものと比較できるので、どのくらい上達したか実感できる 

 OUTDOOR INTERVIEW 

    - 街頭でカナディアンにinterviewをすることにより、 
      日本人ならではのShyを克服し、 
      よりリアルな英語に触れることができる 

● 週間ディプロマプログラム 週間の場合はサティフィケート授与
● 入校可能日：公式スタート日
● 受講資格： の レベル 修了、または 点以上

アクティビティ 

シャドーウィング 
ネイティブスピーカーの真似をすることで必要な筋肉を鍛え、感情の付け方、スピーキングの流暢さ
を身に付けます。スラングや新しい単語をどのような場面で使うのかどのように使うのか学びます。 

ディクテーション 

即興スピーチ 

【スケジュール】 ⽉~金: 9:00 – 14:45 
 

● 8 週間ディプロマプログラム  

    4週間の場合はサティフィケート授与 

● 入校可能日：公式スタート日 

● 受講資格： SGICのESLレベル6修了、または 

                     TOEIC625点以上 

内容 

スピーチ  
プレゼンテーション

ディベート 

コミュニケーションスキルにおいて、聞き取る⼒も必要。一つ一つの単語が聞き取れる⼒をつける。 
ディクテーションを⾏うことによってボキャブラリーを増やし、正しい使い方も知ることができる。 

週に１回、スピーチ／プレゼン、ディベートを⾏う。人前で話すことになれ、自信をつける。 
間違った発⾳はその場で直してもらえるので、身につきやい。 

限られた時間の中で自分の意見を述べ、完結させる。頭の中で英語を組み立てるのではなく、 
英語が母国語のように出てくるよう繰り返し即興スピーチを⾏う。 

サバイバル英語 
日常生活で起こり得る場面をトピックに扱う。友達との会話だけではなく生活において必要な英会
話⼒をつける。あせらずに対処できる英語⼒を身につける。 
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EFM (医療英語) 

コースの説明 

医療英語プログラムは、医療従事者、医学生、および将来、医療関係を志す方向けに設計されています。 
学生は英語での医療環境で働くために必要な⾔語スキルを習得します。このプログラムは、同僚、患者、およびその家族と効果的かつ
安全に働くために必要なコミュニケーション能⼒を向上させることを目的としています。特定の医学用語や語彙、医学報告書や招待状
の読み書き、英語で⾏われる医療会議、セミナー、プレゼンテーションに出席するために必要なスキルなど、幅広いトピックに関するセッ
ションを提供しています。学生は200時間のクラス内トレーニングを完了し、8週間のプログラムを修了すると卒業証書を授与されます。
またプログラムを修了後、希望者は現場体験を得るために医療施設で⾏われる4週間の観察セッションに参加することができます。 

 日本とは異なるカナダの医療システムを学べる 

 医療を学びながら、難しい専門用語などの発⾳矯正あり ➡スピーキング⼒が向上 

 Toronto校にて観察セッションの⼿配可能 

 現地医療施設で観察セッションに参加 

 4週間のフルタイム勤務 

 カナダのリアルな職場体験することができる 

● 週間ディプロマプログラム 週間の場合はサティフィケート授与
● 入校可能日：公式スタート日
● 受講資格： の レベル 修了、または 点以上

A セッション B セッション 

1週目 
- 健康と病気 - 解剖学 

- 症状と徴候 - カナダの病院について 

2週目 
- 精神障害と健康  - 消化器系 

- 神経系 - 婦人科  - 中間試験 

3週目 
- 小児医学 - 感染症 – 眼科 

- 患者試験 - 医学の問題と進歩 

4週目 
- 栄養 - 腫瘍学 

- 最終試験 & プレゼンテーション 

1週目 
- 倫理と原則  - 呼吸器系            

- 心臓血管系  - 診断と調査医学 

2週目 

- 循環器系 - スポーツ医学  - 尿路系     

- 内分泌系 - ラボレポートと結果              

- 中間試験 

3週目 
- 公衆衛生 - 処方薬 - 薬理学       

- 画像診断 - 外科治療 

4週目 
- 皮膚科  - 治療 

- 最終試験 & プレゼンテーション 

【スケジュール】 ⽉~金: 9:00 – 14:45 
 

● 8 週間ディプロマプログラム  

    4週間の場合はサティフィケート授与 

● 入校可能日：公式スタート日 

● 受講資格： SGICのESLレベル6修了、または 

                     TOEIC625点以上 
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IELTS (IELTS対策) 

 定期的に模擬テスト 

  4週目と8週目に模擬テストを⾏い、フィードバックをもらい見直します。 

 IELTSのスペシャリスト 

    SGICの中でも定評のある講師がIELTSで高得点と取るテクニックを 

    各パートごとに細かく説明します。 

 目標は最低でもスコア6.5 

    8~24週間のプログラム終了時には、生徒が各項目において 

    スコア6.5を獲得できることを目指しています。 

1週間のスケジュール 内容 

⽉曜 Reading/Writing 

1~3週目 
IELTSの仕組み、4技能のテクニック 

練習問題、時間配分 

4週目 模擬テスト 

5~7週目 
練習問題を繰り返し、スピードアップ法 

高得点に向けたテクニック 

8週目 模擬テスト 

● 入校可能日：毎週⽉曜日 

 

● 受講資格： 【中級】 SGICのESLレベル5修了、 

                               TOEIC601点以上 

                    【上級】 SGICのESLレベル6修了、 

                               TOEIC625点以上 

Listening/Speaking 火曜 

水曜 Reading/Writing 

木曜 Listening/Speaking 

金曜 Reading/Writing 

スケジュール 

【中級】 9:00 ~ 14:45 (週25時間) 
【上級】 9:00 ~ 12:55 (週20時間) 
 

① 9:00-10:10 ②10:20-11:30 ③11:45-12:55 ※トロント校のみ３限まで 

コースの説明 

International English Language Testing System（IELTS）は大学や
カレッジへの進学を検討している学生、さらにアカデミックな英語知識を身につけた
いと考えている学生におススメの英語能⼒を測るテストです。IELTSテストで出題
される、リーディング、リスニング、スピーキング、ライティング全てを伸ばし大学やカ
レッジで必要とされるバンドスコア6.5取得を目指します。経験豊富な教師が、定
期的な課題やレポートを⾏い常に生徒の能⼒を把握する体制を整えて授業を進
めていきます。効果的に短時間でスコアを伸ばすことが出来ます。 
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BEDP (ビジネス英語) 

 8週間のあいだに、様々なビジネスシーンのビジネススキルを習得 

 ビジネスメール、電話対応、就活対策、面接対策まで講師がフォロー 

 カナダでの職場で役立つ、コミュニケーションスキルを徹底的に学びます 

ビジネス基礎知識 

ブランディングとマネージメント 

効果的な広告理論とキャンペーン 

ビジネスの変貌 

ビジネスを動かす“マネー” 
⽂化とビジネスに対する影響 

国際マーケットとグローバリズム 

“会社”という組織と団体 

雇用と人事 

● 入校可能日：毎週⽉曜日 

 

● 受講資格： 【中級】 SGICのESLレベル5修了、 

                               TOEIC601点以上 

                    【上級】 SGICのESLレベル6修了、 

                               TOEIC625点以上 

ビジネスコミュニケーション 

Socializing skills 

Presentation Skills 

Meeting Skills 

Dealing with Numbers 

Telephone & Social English 

Skills 

Negotiation skills 

Problem Solution Skills 

Job Interview Skills 

ビジネスライティング 

ビジネスコミュニケーション基礎 

ライティングと校正スキル 

ライティングスキルの向上 

ビジネス現場での対応方法① 

ビジネス現場での対応方法② 

レポート、報告 

ビジネススピーキング 

雇用主とのコミュニケーション 

コースの説明 

カナダの企業で働く上で必要なビジネススキルを8週間で身
につけるプログラム。長年カナダの企業でビジネスを経験した
講師が授業を担当。ビジネスの現場で即戦⼒になる英語
とカナダの企業、⽂化などについて授業を⾏います。 
教科書はカレッジで採用されているものを使用。ビジネスに
必要なコミュニケーション能⼒として、電話での対応の仕方、
Emailやメモ、レポートの書き方など基本的なスキルを習得
し、講師による模擬面接、クラスメイトたちを前にプレゼン
テーションを⾏います。 
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PPP (UCPP準備) 

コースの説明 

PPPは、当校のUCPP（大学、カレッジ進学）を目指す学生、 
またはハイレベルなアカデミックライティング、リスニング、スピーキングスキルを身につけたい 

学生へのプログラムです。PPP8週間の間に、グラマー、⽂章構成の基礎をしっかりと固め、 
UCPPで求められる様々なタイプのエッセイ課題へ対応できるようにします。 
またリスニング⼒を高めることで、ハイレベルな授業内容にもついていけるようにし、またプレゼンテーションなどの 

スピーキング課題にもついていけるよう、小さなミスもしっかりと訂正し正しく話せる能⼒を高めます。 
8週間目の最終テストをパスできれば次のセッションからUCPPを受講できます。 

UCPP1    4週間 

【スケジュール】 ⽉~金: 9:00 – 14:45 

 

● 入校可能日：公式スタート日 

● 受講資格： 【PPP】    SGICのESLレベル6修了、 

                                  TOEIC 630点以上 

                    【UCPP】  SGICのPPP修了、 

                                  TOEIC 720点以上 

 

UCPP (カレッジ準備) 

コースの説明 

大学やカレッジへの進学を検討している学生、さらにアカデミックな英語知識を
身につけたいと考えている学生のためのプログラムです。12週間のプログラムを
一定以上の成績で修了すると、提携カレッジ・大学への進学が英語の⼊学試
験なしで保証されます。 
SGICの進学プログラム(UCPP)は、3段階(UCPP1→UCPP2→UPCC3)で
デザインされており、次の段階へ進めるかは4週ごとに⾏われるテストにて判断
します。 

UCPP1    4週間 

UCPP1    4週間 

ディスカッション 

（薬、健康、教育など） 

プレゼンテーションの仕方 

ノートテーキングの仕方 

エッセイ/レポートの書き方 

ショートアンサーの答え方 

意訳/要約の仕方 

 

※英語⼒の向上と進学後にも通用する 

   スキルを身につけます。 
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