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追記

バイオメトリクス費含む

レート＄=100

追記
5週間以上で無料！

6ヶ月以上はビザ必須

最安値プラン

追記
目安　月＄650

目安　月＄600

Power Speaking Training(PST) 週22.5時間

バンクーバー・グローバルカレッジ
学費・ビザ・滞在費用 4週間 24週間 48週間

授業料 $1,400 $7,680 $15,360

滞在手配費 $200 $200 $200

学校申込金 $150 $150 $150

学校教材費・設備費 $100 $150 $200

ホームステイ
個室・3食付き

$1,250 $1,250 $1,250

小計US$ $3,100 $9,430 $17,395

①小計　日本円　 ¥310,000 ¥943,000 ¥1,739,500

学生ビザ申請費 ー ー $235

海外通信送金費 ¥6,600 ¥6,600 ¥6,600
ビザ申請サポート ¥0 ¥0 ¥35,000

渡航前にかかる費用 4週間 24週間 48週間
プログラム手配費 ¥35,000 ¥0 ¥0

往復航空券（目安） ¥100,000 ¥100,000 ¥100,000
海外留学生保険料 ¥13,110 ¥114,700 ¥199,870

③　小計　US$ $600 $3,600 $14,350

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。

シェアアパート滞在費 ー ー $7,150

現地生活・交通費 $600 $3,600 $7,200

②　小計　日本円 ¥154,710 ¥221,300 ¥341,470
③渡航後にかかる費用 4週間 24週間 48週間

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。

こちらの留学プランに興味がある方は・・・・

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
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GCでスピーキングが
驚異的に伸びる理由

スピーキングの学校にいる以上、英語を話さなくては意味がない！

あなたがカナダに来た目的は何ですか？英語を話すことを怖がっていては

英語は伸びません。一番英語力が伸びる瞬間は、英語を話しているときに  

「これを英語でどう伝えたら良いのだろう？」と思ってモヤモヤしている

ときです！グローバルカレッジでは日本人同士であっても母国語は話させま

せん。それはみんなの英語が伸びで欲しいからです！

イングリッシュオンリー

当校では通常「1ヶ月に1回あるレベルアップテスト」というものを設けて

いません。なぜならスピーキングが伸びる早さは人によって様々だからで

す。文法は良く知っているのに話し方がわからないだけかもしれない。ただ

シャイなだけかもしれない。など理由は人それぞれ。そのため当校では1

週間ごとレベルアップする機会を生徒全員に与えています。早い生徒で1、2

週間で一つレベルを上げていきます。ただし、話さないと先生は絶対に上

のクラスに上げてくれません。レベルアップするには「担任の先生からの推

薦状＆毎週金曜日の小テスト75％以上＆上のクラスの担任の先生とのスピ

ーキングテスト」によって決まります。午前中が担任制になっているからこ

そ、生徒一人一人の弱点や伸び率を先生たちはしっかり見ていて、毎日生徒

一人一人の記録をつけています。グローバルカレッジなら生徒自ら進んで

会話を始めるようになりますし、日々成長するあなたの英語レベルに確実に

あった授業を受けられます！

日々生徒の英語レベルをチェック！
一週間毎にレベルアップする機会あり

アットホーム＆フレンドリー部門1位

先生たちはもちろんスタッフも、生徒たちの名前を覚え、挨拶し話しかけてき

ます！学校全体で行うアクティビティーでは、クラスやレベルの壁を越えて

仲良く会話したり、出かけに行ったりする様子をよく見かけます。あなたに

英語を話す機会を与えてくれるのは先生・友達・スタッフ・みんなです！

当校のアクティビティーは先生が企画しているものばかりで、どこに行くに

も先生が一緒について来ます。先生たちオリジナルな企画では「アイスホッ

ケーのルール説明会」「カナダ人伝授メイクアップ授業」「ヨガクラス」「水族

館スカベンジャーハント」などユニークな企画が多いのが特徴です。また生

徒の希望者が受講できる「PST Plus」という無料英語クラスも追加で受ける

ことが可能です。

先生企画アクティビティー

生徒のリピート率が一番高い学校!!スピーキング

に

が 

伸びる
驚異的



パワースピーキングトレーニング GC一般英語クラス

時間 月 火 水 木 金

9:00 -10:30 エッセイ 読解 文法 読解 プレゼンテーション

10:40 -12:00 スピーキング ＆ コレクションシート

13:00 -14:30 
サバイバル

イングリッシュ 
or ディベート

ボキャブラリー 
ディスカッション

ミュージック
ディスカッション

リスニング ＆
ディスカッション

発音 ＆
スピーキング

に伸ばすことができます。「話す」→「直す」を様々なテーマで繰り返し、このコレ

クションシートが午前・午後と毎日行なわれます。1週間のパワースピーキング

トレーニングを受けるだけでこのコレクションシートがあなたの手元に10枚残

っていきます！

今まで気づかずに話していたフレーズや、接続詞の使い方、話しているとついつ

い抜けてしまう「a」や「the」の使い方なども細かく指摘されます。

クラス内であなたや他の生徒が会話した内容で、文法や表現など間違えていた箇

所を先生が紙に書き起こしていきます。 授業が終わる最後30分前に、その授業内

であなたが話して間違えていた箇所や、文法が違っていた箇所をナチュラルに聞

こえる表現等に先生と一緒に直していきます。コレクションシートを使用して目

で見て（視覚から）間違った箇所を確認できるため、口頭で（聴覚から）「ここが間違

っていますよ」と直されるより印象に残りやすく、着実にスペーキング力を驚異的

グローバルカレッジが編み出した当校独自のメソッド＆オリジナル教材を用いて

様々なシチュエーションの中で生徒全員のスピーキングを引き出し、会話した内

容を先生が紙に書き起こし訂正する方法を毎日行ないます。当校では、これを「コ

レクションシート」と呼んでいます。この独自メゾットが口コミで広がり、世界各

国からスピーキングを伸ばしたい生徒がたくさん当校に集まってきています！

       でわかる！スピーキングを驚異的に伸ばす『コレクションシート』とは？

スケジュール・授業内容例

異国で生活する上で必要な会話や単語を身につける授業です。

例：家を探す上で必要な英語、物をなくしてしまった時の英語、レストランでの

注文の仕方、仕事を探す上でのレジュメやインタビュー、道の聞き方など。

様々なお題に対してYES/NOで分かれ討論ディスカッションを行ないます。

自分の意見を持つことは大事であること、自分の思ったことを表現する能力を

身につけます。

例：家に置いてある物の名前は全部言える？

   [単語学習 → ディスカッション]どんな家に住みたい？

例：車のパーツは全部言える？

   [単語学習 → ディスカッション]どんな車に乗りたい？

実際に流行っている歌の歌詞から、比喩表現・イディオム・熟語を勉強していき

ましょう。

その後、その歌の歌詞にまつわるディスカッションをしていきます。

午前の授業も午後の授業もスピーキングを中心とした一番人気のクラス

サバイバルイングリッシュ

ディベート ミュージックディスカッション

ボキャブラリーディスカッション

スピーキングに自信がない。伸び悩んでいる。

海外生活する上で必要な英語力を身につけたい！

自分の思っていることを表現できるようになりたい！

時間 最短受講期間 クラス人数 レベル分け レベルチェックテスト

９:00 -14:30（月〜金） １週間
1クラス平均10〜12人
（最大15人）少人数制

初級〜上級まで7レベル
（同じレベルでもさらにA/B/Cと
細かくレベル分けがされています。）

ライティング＆スピーキング
（入学日初日から授業があります。）

話す

直す

こんな方にオススメ！！



PiELTS パイエルツ

Business English
スキルアップクラス

TESOL
スキルアップクラス

時間 月 火 水 木 金

9:00 -12:00
ビジネス

コミュニケー
ション

ビジネス
マナー

ビジネス
交渉に大事な

事とは

マーケティン
グ会議

企画書作成

13:00-15:00
フォーマル・イン
フォーマル会話

会社のロゴに
隠された真実

ビジネス
契約書を
交わそう

セールス会議
プレゼン

テーション

時間 月 火 水 木 金

9:00 -10:30 プレゼンテーション

10:35-12:00

黒板の
とり方＆
生徒への
話し方

生徒の
間違いの
直し方

リーディング
アクティビティ

レッスン
プランニング方法

言葉の
伝え方

PSTレベル Level1-3 Level4 Level5 Level6-7

IELTSレベル Pre-Intermediate IELTS4.0 IELTS5.5 IELTS6.0以上

9:00 -10:30

パワースピーキング
トレーニング

パワースピーキング
トレーニング 

パワースピーキング
トレーニング

IELTS3

10:40 -12:00

13:00 -14:30

IELTS2

14:40 -16:10 Pre-IELTS IELTS1

生徒のレベルに合わせ1日のパワースピーキングトレーニングクラスとIELTS

クラスの割合が変り、それぞれのクラスでレベル分けがされています。

このコースでしっかり英語を鍛えてから、大学やカレッジに進学していく生徒が

数多くいます。

卒業生の進路：UBC,SFU,BCIT,Capilano University,Douglas College,

Langara College,VanArts ,AI ,Sprottshaw,NEW Image College,

VFS,Vancouver Community Collegeなど。

「ビジネス上の英語」は「通常の英会話」とは違います。日本語で

も難しいフォーマル/インフォーマルな英語の言い回し、北米ビ

ジネスマナー、欧米文化に会わせたビジネススタイルの違い、

様々なシチュエーションでの言葉はじめから最後に至るまで、

「会議」「交渉」「E-mail」「電話」「受付」「マーケティング」「契約書」などのケーススタディーを

もとに進んでいく授業です。

実際の企業名なども挙げ、実践に役立つビジネス上での英語を習えます。北米スタイルのビジネ

スマナーを学ぶため、学校外に出る課外授業もあります。

パワースピーキングレーニング ＆ IELTS Acadimic

英語を使った仕事に就きたい！

カレッジや大学進学を目指している。

仕事で英語を使う。

IELTSスコアを上げたい！

アカデミックな英語を勉強したい！

英語の先生になりたい！

実践的な先生スキルを身につけたい！

時間 最短受講期間 クラス人数 レベル分け レベルチェックテスト

９:00 -16:10（月〜金） １週間
1クラス平均6〜10人
（最大14人）少人数制

PST：７レベル
IELTS：４レベル

ライティング＆スピーキング
（入学日初日から授業があります。）

時間 最短受講期間 クラス人数 レベル分け レベルチェックテスト

９:00 -15:00（月〜金） 4週間
最大定員8名まで
完全少人数制

PSTレベル４以上
（中級以上）

ライティング＆スピーキング
（前もってレベルチェックを行います。）

時間 最短受講期間 クラス人数 レベル分け レベルチェックテスト

９:00 -12:00（月〜金） 4週間
最大定員8名まで
完全少人数制

PSTレベル４以上
（中級以上）

ライティング＆スピーキング
（前もってレベルチェックを行います。）

生徒の英語レベルに合わせたスケジューリング

スケジュール  ※内容は日によってカスタマイズされます。

スケジュール  ※内容は日によってカスタマイズされます。

英語を教えるということは英語を自分で理解する必要があり、自分自身の英語の勉強になります。

また、英語での表現力が豊かになり、英語を教えられるという自信にも繋がります。

こんな方にオススメ！！

こんな方にオススメ！！

こんな方にオススメ！！



English for Young Learners EYL

このクラスは５歳〜1４歳を対象とした通年開講しているキッズクラスです。

当校には毎年世界中からたくさん子どもたちが、主に勉強を目的として短期留学／

長期留学しにやってきています。校内アクティビティーも有り（毎週金曜日は図

書館に行きます。）楽しく学習できます。入学時期により全体のクラス人数や国籍

割合が大きく変わってきます。

5歳〜14歳を対象とした通年開講しているキッズクラス

こんな方にオススメ！！

子どもに留学をさせたい！

ローカルの小/中学校に入学予定のため、

その準備段階として受講させたい！

時間 最短受講期間 クラス人数 レベル分け レベルチェックテスト

　９:00 -14:30（月〜金） １週間
最大定員8名まで
完全少人数制

5〜7歳グループ、 8〜10歳グループ、
11歳12歳グループ、13歳14歳グループ

（同じグループでも人数により
レベル分けがされることがあります。）

ライティング＆スピーキング
（入学日初日から授業があります。）

時間 月 火 水 木 金

9:00 -10:30 English / 文法 社会 / 異文化勉強 English / 算数 社会 / カナダ地図 小テスト / 宿題

10:40 -12:00 スピーキングシェア リーディングボキャブラリー プレゼンテーション リーディングディスカッション 図書館

13:00 -14:30 学校周辺地図を作っていよう！
アイスクリームを
作ってみよう！

花や植物についてレポート 想像上の動物作成 食物繊維について

スケジュール・授業内容例  ※生徒の年齢に合わせ、内容・教え方はカスタマイズされます。

キッズクラスQ&A

カナダの小学校で使っている教材をもとに、年齢別によって知っておくべき単語

やフレーズなどを様々な方法で勉強していくとともに、生活上の知識勉強も一緒

に行ないます。

親子で同じホームステイに滞在できる？

年齢別で毎日違う校内での勉強＆アクティビティーになります。１週間ごとテー

マが変わり、「動物について」「世界史」「ポエム」「環境」「健康」「食物連鎖」などに

ついて、リサーチ、読書レポート、プレゼンテーションなどを行ないます。

午前のクラス 9時〜12時 午後のクラス 13時〜15時

子どもが海外に行くのが初めてだけど、英語のレベルが
低くても大丈夫？

大丈夫です！

クラスが完全少人数制になっているためレベルの差は先生が補うこと

が出来ます。生徒一人一人の弱点を把握しそれに合わせた「ヘルプの

出し方」を教えてくれたり、「宿題」を出してくれたりします。子どもたち

の英語の身につけ方は大人の場合と違い、文法から英語を学ぶわけでは

なりません。「友達と話す」「まねをする」「歌からのフレーズから意味を

理解する」「絵などの視覚から意味を理解する」などによって学んでいき

ます。最初はシャイな日本人の子たちも１週間でクラスメイトと仲良く

なり、最後には「帰りたくない〜！」と言う子たちがたくさんいます。

子どもが 14歳だけど、日本でインターナショナル学校に
通っているため英語力がある。その場合、
キッズクラスと大人クラスのどちらを受講すべき?

14歳（中学2年生）、15歳（中学3年生）の子たちに関しては「キッズクラス」

と「大人英語クラス」のどちらにするか選んで頂くことが可能です。

海外経験が初めての生徒さんは、キッズクラスを選ぶことが多く、今まで

海外留学経験をお持ちの生徒は、「大人英語クラス」を選ばれることが多

いです。「大人英語クラス」もレベルが7段階にわかれているので、自分に

合ったレベルに入ることが出来ます。

ご家族で滞在できるホームステイを手配可能です。同室に2つ、あるいは

3つベットがある部屋か、２部屋を借りるかたちとなります。

また、親御さまは学校に通わず、お子さまのみを学校に通わせるケースで

あっても同じホームステイのお手配が可能です。その場合、親御さまの

ホームステイ代のみチャージさせていただきます。

1 3歳の子だけど、一人で渡航し、一人で学校に通うことは

できる？

13歳以下でもアナカンサービス（Unaccompanied Minor Service）

を利用すれば一人で飛行機に乗り、海外渡航が可能です。

航空会社によって、一人で渡航できる年齢が異なりますので飛行機を予約

される航空会社さんにお問い合わせください。

13歳以下の方のみで渡航の場合、安全のため送り迎え付きのホーム

ステイへのお申し込みをお願いしております。その場合ホームステイ代

＋学校までの送迎（*追加料金$300）がかかります。

また、カナダでは州の法律によって、18歳以下の方の単身渡航には現地の

ガーディアン（保護者）が必要となります。

BC州のガーディアン用紙に生徒の情報と当校の担当者情報を入力し、

その後、その用紙をガーディアンとなる人がカナダのガバメントオフィス

に持って行き、認証手続きをします。

TEL：＋1（604）669-1603 | www.gcc-canada.com
#298-1199 West Pender St, Vancouver, BC V6E 2R1


