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が選ばれる
Why students choose VGC の理由6

国際色の豊かさ
英語は世界をつなぐ

行き届いた

“ニュースでしか知らなかった世界の
国々に友人ができ、その友人の国に起
きている事を実感した時、自分には何
が出来るだろうと初めて感じました”
これが世界55ヶ国以上から集まった
VGCの学生の本当の声です！
英語を話すことで世界が広がる体験を
是非、VGCで実感してください。

隔週で行われる講師との個別
指導で、弱点克服 & 効果的
学習法習得。Study Lab との
連携で、エクストラの課題学
習やきめ細かい指導を実感で
きます！

個別指導

"Home away from Home"　
VGCキャンパスはホーム、スタッ
フ＆クラスメートは家族です。
アットホームな雰囲気だからこ
そ安心でき、英語の勉強も楽し
くなる！

日本人カウンセラー常勤

留学中の安心は誰と出会ったか？悩
みを相談できる人がいたか？で変わ
ります。
いつも学生がポジティブな気持ちで
学校生活を送れるよう、皆さんの可
能性と未来を信じるカウンセラーとし
て、学生に寄り添います。

ファミリー

レッドカード＆パープルカード

English Only Policy なんて当たり前！
英語環境を保つため、学生を時にはレッ
ドカードで厳しく指導、
時にはパープルカードで応援します。
英語を話し、さらにプライズが与えられる
喜びを英語力アップのモチベーションに！
もっともっと英語を話したいと思える環境
こそVGCです。

いつでも相談OK 第二のふるさと

VGC

定評のある
プログラムVGC

教育が世界を変えるという理念に基づ
きアカデミック専門科目から始まった
VGC だからこそ、教育について、カリ
キュラムについてこだわりがあります。
前向きに学びたい学生が各国から
VGC に集まり切磋琢磨し英語を学ん
でいます。

VGC

褒めて育てるパープルカード



Unique support at VGC

VGC では月～木曜日 3:40 ～ 4:40 まで、教師の常
勤するスタディラボという学習室を開講しています。
授業で分からなかったこと、復習していたら出てきた
質問、課題や宿題などのサポート、追加の課題をもらっ
たりなど、放課後にスタディラボに参加することで、
分からないことをそのままにせず、解決しながら学習
を進めたり、苦手なスキルを更に強化することができ
ます。

ならではのサポートVGC

隔週金曜日の午後に、どの生徒でも参加できるワークショップを開講しています。
授業では得られない仕事探しに役立つスキルを学べます。
レジュメ・カバーレター作り、面接準備のアドバイスなど、仕事探しを控えたワーキングホリデー
の学生に人気です。

VGC で一生懸命英語を勉強し上達させても、卒業後や日本に帰国後は英語を勉強する機会や英語を話すチャンスがあまりなく、
すぐに英語を忘れてしまいそう・・・と心配する生徒さんも多いはず。
そんなVGC卒業生の英語力をキープさせるため、卒業後も週に一度、オンラインでの学習コンテンツを提供しています。

スタディラボ

ワークショップ

Study Lab

Workshops

コンティニューイング スタディ Continuing Studies



目的にあった様々なコアクラス

日本人カウンセラーがおすすめする

まずは英語の基礎から学びたい カナダでカレッジ・大学に進学予定

世界中に友達をつくりたい

ワーキングホリデーで仕事をみつけたい
とりあえず話せるようになりたい

カナダで看護師として働きたい

世界で通用するスコアが欲しいけどパソコンが苦手

カナダで移民を目指している

アメリカでカレッジ・大学に進学したい

将来の就職活動に役立てたい

日本の大学・短大で TOEFL スコアが必要

昇進・進学に英語証明が必要

大学やカレッジに進学する予定

パスウェイを使って進学したい

英語でプレゼンやディベートができるようになりたい

グローバルイングリッシュ

基礎からみっちり総合英語

世界に通用する資格取得 海外進学を目的にしてる

カナダでずっと暮らしたい

IELTS準備クラス

TOEFL準備クラス 大学進学準備クラス

which c
lass?

どんなコースが合うかな？スタート

外資系に就職がしたい



Weekly Schedule

週間スケジュール

Program Outline

プログラムレベル表

みっちり
勉強でき

る

VGCの時
間割

スケジュールとレベル一覧

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

Core
Class

Plus
Class

Study
Lab

コアクラス: 28レッスン/21Hours プラスクラス: 36レッスン/27Hours

コアクラス コアクラス コアクラス コアクラス コアクラス

コアクラス コアクラス コアクラス コアクラス コアクラス

コアクラス コアクラス

スタディラボ ＊詳しくは裏面”VGCならではのサポート”ページをご覧下さい！

プラスクラス プラスクラス プラスクラス プラスクラス

選択クラス 選択クラス

2:05 PM
3:25 PM

3:40 PM

4:40 PM

休　憩

休　憩

休　憩

昼　食

ワークショップ

隔週金曜日開催

10:20 AM
11:40 AM

12:30 PM
1:50 PM

8:45 AM
10:05 AM

どこのレベルにあ
なたは

入るかな？



プラスクラス

グローバルイングリッシュコース
総合英語

本当に使える英語を学ぶために、偏ったスキルだけでなく全
ての要素を強化することで、日常会話のその先にある、さら
なるニーズにも応えられるプログラム内容になっています。ま
た VGC では総合英語コース名を「ESL」ではなく「Global 
Englsih」と呼んでいます。プログラムを通して、さまざまな
状況下で自分の意見を持ち、それを英語で伝えることのでき
るよう真の “国際人” を育てていきます。

入学日に受けるテストで、ご自身の英語レベルを１～８段階で
正しく認識

進学ばかりでなく、就職にも役立つ英語検定試験
TOEFL 準備クラス

レベル：レベル 6 以上で受講可能
レベル：全レベル

TOEFL 専用コンピューターラボで、iBT 対策を日々体感
隔週の模擬テストでターゲットスコア達成に向けサポート

経験豊富な TOEFL 専門講師による個別指導

スピーキング・リスニング・ライティング・リーディング、
そして文法や語彙、発音と、総合英語力アップを図るプログラム

世界中のトピックを扱うテキストを使った授業

各レベル 8 週間で修了するプログラムですが、隔週で行われる定
期テストの結果次第では 4 週間でのレベルアップも可能

コア
クラス

コア
クラス

世界中で評価の高い英語検定試験
IELTS 準備クラス

レベル：レベル 6 以上で受講可能
2レベルのクラスで各 12 週間

公式 IELTS 試験採点官による経験をもとにした実践的授業

隔週の模擬テストでテスト対策万全、定期的に成果を確認、
ターゲットスコア達成に向けサポート

大学進学や英語環境で使える
北米式学習法を習得し進学後に備える

大学進学準備クラス

レベル：レベル 5 以上で受講可能
2レベルのクラスで各 1６週間
聴講スキルと効果的なノートの取り方、エッセイの書き方を習得

データ分析やディベート、プレゼンテーション能力のアップ
大学進学カウンセラー常勤

カナダ・アメリカに進学提携校あり（パスウェイプログラム）

コア
クラス

コア
クラス

クラス内容詳細

エントラ
ンス カウンセ

リング
インター

ナショナ
ル

ラウンジ
卒業式

レベル

アカデミック準備プラス 4・5・6・7・8

マルチメディアプロジェクトプラス 5・6・7・8

スピーキング & エラーコレクションプラス  3・4・5・6・7・8

ビジネス英語サーティフィケートプログラム 5・6・7・8

ビギナープラス 1・2・3

発音プラス  5・6・7・8

プラス
クラス



サマーティーン高校準備コース

選択クラス

Grammar through Speaking & Writing

Reading, Vocabulary & Discussion

Listening & Pronunciation I

選択
クラス

ティーン
クラス

アクティビティを通して世界から集まる同年代の仲間と
友達になったり、総合英語を学ぶだけでなく高校留学
に役立つ英語を学べます。

VGC

週末の小旅行や季節ごとの VGC オリジナルツ
アーでカナダの様々な場所へ Let’s Go ！

カナダでしか味わえないアクティビティ満載

年間行事も友達と一緒にワイワイと

カナダを
もっと満

喫

したいあ
なたへ

オー
シャ

ンカ
ヤッ

ク

ロッキ
ーマウ

ンテン
旅行

アクティビティ いざ、カナダへ

アクティビティ
の充実・楽しい

3・４

レベルクラス

3・４

3・４

高校準
備コース キャンパ

ス前

Speaking

Expressions & Conversation I

Intermediate Writing

Intermediate Grammar

Listening & Pronunciation II

English in the Workplace

Reading, Vocabulary & Debate

Academic Reading & Vocabulary Builder

Exam Preparation IELTS

Advanced Grammar & Writing

Expressions & Conversation II

3・４

５

５・６

５・６

５・６

５・６

５・６・７・８

５・６・７・８

５・６・７・８

６・７・８

６・７・８

ハロウ
ィン



www.VGC.ca

日本語での
お問い合わせEメール japan@vgc.ca

Marketing Office
住所 435 West Hastings Street

Vancouver, BC, V6B 1L4, CANADA 

電話 1-778-737-9057
FAX 1-855-794-5385

Hastings Campus
住所 411 West Hastings Street

Vancouver, BC, V6B 1L4, CANADA 

Granville Campus
住所 535 Granville Street

Vancouver, BC, V6C 1X6, CANADA 


