～カナダ個人語学留学（短期･長期） 2019～
学校名：グローバル・ビレッジ・イングリッシュ・センター（Global Village English Centres）

201-806 Homer Street, Suite 201 ,Vancouver, BC V6B 2W5 Canada
Tel：６０４-６８４－１１１８

Fax：６０４-６８４－１１１７

http://www..gvenglish.com
場 所：バンクーバー、ビクトリア（バンクーバー島）
、カルガリー
グローバル・ビレッジ語学学校の特色
２６年以上もの歴史が確証する、安全で信頼の出来るサービス。常に業界の標準を上回ります。
３つのキャンパスがあり、１クラスの平均人数は１２名です。自然環境に恵まれ治安もよく、アジア圏を
中心に様々な国からの受け入れをしております。優秀な講師陣と安全なホームステイを提供しています。
さらにカナダ国内やアメリカへのアクセスも便利で、語学留学修了後、各自で個人旅行をすることも可能
です。
プログラムの特色：
★アジア・中南米などの国から学生が集まり、インターナショナルな環境の中で受講することができます。
(日本人平均 ２０％～３０％)
★個人のレベルに応じたクラスで学ぶことができます。
★スケジュールに応じて集中的な英語のトレーニングができます。
★１週間からの短期留学コースから１年間の長期留学コースまで自由に選択できます。
環 境：バンクーバー、ビクトリア
バンクーバー：カナダ西海岸に面した美しい都市でカナダの重要な海港です。美しい自然、リラックスした
雰囲気、フレンドリーな人々で有名なバンクーバーは、ダイナミックで様々な人種が暮らし
ている都市です。世界中からバンクーバーに移り住み、ここを｢ホームタウン｣とする人々で
国際都市を形成しています。世界の中で一番住みよい都市の一つとして常に選ばれています。
ビクトリア：バンクーバー島の南端にあり、英国風の街並みが広がり、治安も良く、とても住みやすい街で、
カナダで最も温暖な気候の街として知られています。自然も豊かで、ホエールウォッチング、釣
り、カヌー、キャンプなど様々なアウドアを楽しむことができます。学校は、ダウンタウンにあ
り、交通の便（市バス）の良い所にあります。ビーチや観光スポットにも近く、便利なロケーシ
ョンです。
カルガリー：開拓時代のフロンティア スピリッツを伝えるカウボーイの街である一方で、アルバータ州最大
の商業都市としてダウンタウンには近代的なビルが立ち並ぶ街です。
様々なアウトドアを体験できる自然豊かな環境の中に学校があります。
滞在方法（ホームステイ）
：
学校までは市バスで平均 40～60 分のカナダ人家庭にホームステイします。１家庭１人を原則とします。
但し、同校に通う他国の生徒が滞在している場合もあります。ホームステイ先から学校までは、原則とし
て各自で通学することになります。通学方法については、学校初日のオリエンテーションで説明しますの
で、市バスなどの交通機関を利用する場合は、定期券(長期の場合)等を購入すると便利です。(各自負担)
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日 程（例）
：２週間（１３泊１５日） General English Standard コース（バンクーバー：25 ﾚｯｽﾝの場合）
１日目

成田・関空発→ バンクーバー空港到着 入国審査

（土曜日発） 送迎担当者が出迎え、ホストファミリー宅へ

ホームステイ(泊）

２日目

ホストファミリー宅で過ごす

３日目

学校初日は、ホストファミリーに行き方を確認後、各自で学校まで行きます。

（月曜日）

＊初日にクラス分けテストとオリエンテーション、テキスト配布
＊バス等の交通機関を利用する場合は，定期券(長期の場合)を事前に購入します。
通学費用は、各自負担となります。
（研修初日の月曜日が祝日の場合は、翌日からとなります）

４日目
（火曜日）

クラスにて英語研修
週５日間

８：３０～１４：２０（月～金）

ホームステイ（泊）

＊授業終了後、さまざまなアクティビティに参加することができます。
１５日目
（土曜日）

ホームステイ先よりバンクーバー空港へ
各自で帰路のフライトチェックイン
バンクーバー発

１６日目

機内（泊）

成田・関空着

（日曜日）
＊期間は、希望に応じて１週間から長期まで自由に選べます。
（最大４８週間まで可能）
＊航空券は、ご依頼があれば本会にて手配いたします。
クラス分けテスト：クラスは８段階に分けられ、レベル 1～２は Beginner、レベル３～６は Inetmediate、
(学力レベル)

レベル７～８は Advanced となります。

１．Beginner（初級）

レベル１～２

英語を殆ど理解できない学生を対象にカリキュラムが構成。英語を基本からしっかりと学習し、よ
り早く英語に慣れ、次のレベルへ上がれるように英語学習を行います。
２．Intermediate（中級）

レベル３～６

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。バランス良く
基礎からしっかりと勉強する事により、仕事や進学、または様々な場面で英語をしっかり使いこな
す事のできるように備えます。
３．Advanced（上級）

レベル７

英語力の理解に焦点が置かれています。バラエティに富んだ話題を用い英語学習を行い、英語を実
生活やビジネスなど特定の分野にでも対応ができるように学習します。
４．Advanced Plus(上級プラス)

レベル８

より高いレベルでの英語学習を様々なスキル取得に焦点を置き行います。応用力のある英語力を習
得し、あらゆる場面にて英語を流暢に使いこなせるように学習します。
★語学留学コース
受講期間：１週間～36 週間（１週間単位で授業を増やすことができます。
）
開始日：月曜日（月曜日午前にレベル分けのテスト、オリエンテーションを実施）
入学金：１５０カナダ＄

教材費：１０カナダ＄(１週間ごと)
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バンク―バー校
コース①：General English Standard（20 レッスン／毎週 16 時間 40 分）
授業時間：月曜日～金曜日の８：３０～１２：２０
日数（例）

授業時間

授業料

ﾎｰﾑｽﾃｲ料（Full Board weekly)

1 週間～3 週間
370 ｶﾅﾀﾞ$（週単位）
４週間～11 週間
355 ｶﾅﾀﾞ$（週単位）
１週間～３６週間

16 時間 40 分ｘ週数
（１ﾚｯｽﾝ 50 分）

12 週間～23 週間
340 ｶﾅﾀﾞ$（週単位）
24 週間～35 週間
325 ｶﾅﾀﾞ$（週単位）
36 週間～

ビクトリア
225 ｶﾅﾀﾞ$（週単位）
カルガリー
205 ｶﾅﾀﾞ$（週単位）
※７月、８月は 15 ｶﾅﾀﾞ＄
（週単位）プラスになります。

310 ｶﾅﾀﾞ＄(週単位)
コース②：General English Intensive（25 レッスン／毎週 20 時間 50 分）
授業時間：月曜日～金曜日の８：３０～１４：２０
日数（例）

授業時間

授業料

ﾎｰﾑｽﾃｲ料（Full Board weekly)

1 週間～3 週間
395 ｶﾅﾀﾞ$（週単位）
４週間～11 週間
375 ｶﾅﾀﾞ$（週単位）
１週間～３６週間

20 時間 50 分ｘ週数
（１ﾚｯｽﾝ 50 分）

12 週間～23 週間
355 ｶﾅﾀﾞ$（週単位）
24 週間～35 週間
340 ｶﾅﾀﾞ$（週単位）
36 週間～
325 ｶﾅﾀﾞ＄(週単位)
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ビクトリア
225 ｶﾅﾀﾞ$（週単位）
カルガリー
205 ｶﾅﾀﾞ$（週単位）
※７月、８月は 15 ｶﾅﾀﾞ＄
（週単位）プラスになります。

ビクトリア校、カルガリー校
コース①：General English Standard（20 レッスン／毎週 16 時間 40 分）
授業時間：月曜日～金曜日の８：３０～１４：００
日数（例）

授業時間

授業料

ﾎｰﾑｽﾃｲ料（Full Board weekly)

1 週間～3 週間
360 ｶﾅﾀﾞ$（週単位）
４週間～11 週間
345 ｶﾅﾀﾞ$（週単位）
１週間～３６週間

16 時間 40 分ｘ週数
（１ﾚｯｽﾝ 50 分）

12 週間～23 週間
330 ｶﾅﾀﾞ$（週単位）
24 週間～35 週間
315 ｶﾅﾀﾞ$（週単位）

バンクーバー
225 ｶﾅﾀﾞ$（週単位）
※７月、８月は 15 ｶﾅﾀﾞ＄
（週単位）プラスになります。

36 週間～
300 ｶﾅﾀﾞ＄(週単位)
コース②：General English Intensive（25 レッスン／毎週 20 時間 50 分）
授業時間：月曜日～金曜日の８：３０～１５：２０
日数（例）

授業時間

授業料

ﾎｰﾑｽﾃｲ料（Full Board weekly)

1 週間～3 週間
395 ｶﾅﾀﾞ$（週単位）
４週間～11 週間
375 ｶﾅﾀﾞ$（週単位）
１週間～３６週間

20 時間 50 分ｘ週数
（１ﾚｯｽﾝ 50 分）

12 週間～23 週間
355 ｶﾅﾀﾞ$（週単位）
24 週間～35 週間
340 ｶﾅﾀﾞ$（週単位）

バンクーバー
225 ｶﾅﾀﾞ$（週単位）
※７月、８月は 15 ｶﾅﾀﾞ＄
（週単位）プラスになります。

36 週間～
325 ｶﾅﾀﾞ＄(週単位)
・１週目の月曜日午前は、レベル分けテストとオリエンテーションがあります。
・クラスは、１週間で１７時間～２１時間勉強する事になります。
授業科目：コミュニケーション、文法，リーディング，ライティング，スピーキングなど
・１５:３０以降は、様々なアクティビティがあり、希望に応じて自由に参加できます。
（有料）
登校初日のオリエンテーションの時に確認してください。
・休校日：毎週土曜日と日曜日
1/1、2 /18、4/19、4/22、5/20、7/1、8/5、9/2、10/14、11/11、12/25、12/26
・授業料に含まれるもの：選択コースのレッスン、学生ＩＤカード、無料でインターネット利用
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★ホームステイ料手配料＆送迎費
・ホームステイ手配手数料がかかります。 各学校：２５０カナダ＄
・空港からホームステイまでの送迎は、事前申込できます。
（有料）
バンクーバー

出迎え：１００カナダ＄

送り：７５カナダ＄

ビクトリア

片道：９０カナダ＄

往復：１６０カナダ＄

カルガリー

片道：８５カナダ＄

往復：１６０カナダ＄

・ホームステイ料は、土曜日から金曜日まで滞在を１週間単位(７泊)とし、食事は、平日朝・昼・晩の３食、
土日朝・晩の２食が含まれています。
・ホームステイ料金は、ホームステイ中に、個人の都合で宿泊、食事をキャンセルした場合や事前に宿泊し
ない場合があってもホームステイ料の返金、減額はありません。
・ホームステイの延泊（単泊）を希望される場合は、１泊３５カナダ＄になります。
★その他に必要な経費
旅券(パスポート)申請料： ５年間の旅券（11,000 円） １０年間の旅券（16,000 円）
国際航空券代

＊必要な方には、本会にて手配いたします。

海外旅行傷害保険

＊必要な方には、本会が紹介をします。

現地生活費

個人留学修了後の個人旅行

～お申込み後の変更・解約等～
１． お申込み後、手配内容に変更が生じた場合は、変更手配料がかかります。
主な変更事項：日程の変更、受講コースの変更、ホームステイから寮などへの変更 等
変更手配料
(イ)お申込み後から出発日の前日から３１日前

１回につき３，０００円

(ロ)出発日の前日から起算しさかのぼって１５日前

１回につき１０，０００円

(ハ)出発日の前日から起算しさかのぼって１４日目以降

原則解約料と同扱い

２． お申込み後の派遣先の変更は、原則として｢解約｣扱いとなりますのでご了承ください。
３． お申込み後、解約される場合、以下の条件により解約料がかかりますので予めご了承ください。尚、
いかなる理由による解約の場合でも入学手続代行料は返金いたしません。
(イ)お申込み後から出発日の前日から３１日前

入学手続代行料のみ

(ロ)出発日の前日から起算しさかのぼって３０日目以降～１５日前まで
入学手続代行料とホームステイ料の１週間分と授業料２５％
(ハ)出発日の前日から起算しさかのぼって１４日目以降出発日前日まで
入学手続代行料とホームステイ料の１週間分と授業料４０％
(ニ)出発日以降または無連絡不参加
入学手続代行料とホームステイ料と授業料５０％
＊航空券の解約料については、航空会社によって異なりますので、お申し込みの際にご
確認ください。
４． 派遣先にて英語研修を修了前に、途中で放棄した場合、残金の返金はありません。
授業を欠席した場合も、欠席した授業相当分の返金はありません。また、いかなる理由で欠席した場
合でも、滞在期間(ホームステイなど)を欠席日数分延長することはできませんのでご注意ください。
５．英語研修中に，受入校の定める規則に反し、罰則により退学処分を受けた場合、いかなる差額の払い戻
しにも応じませんのでご了承ください。
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