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SEC概要
キャンパス バンクーバー校 トロント校

ロケーション

生徒数 約200人

約20％ 約18％

約250人

1クラス人数 平均10-12人(最大15人) 平均10-12人(最大15人)

ESL日本人生徒割合
（時期により異なる）

レベル（ESL）

主な国籍

日本人カウンセラー

入校日
毎週月曜日

(ESL、パワースピーキング）
*専門コースは入校日要確認

毎週月曜日
（ESL、パワースピーキング）
*専門コースは入校日要確認

レベル1-10
(現在開講レベル：３－８)

常勤 常勤

レベル1-10
(現在開講レベル：２－９)

ダウンタウン
(エグリントン駅から徒歩５分)

ダウンタウン
(グランヴィル駅から徒歩５分)

ブラジル、日本、韓国、
メキシコ、ヨーロッパ、
中国、サウジアラビア

ブラジル、日本、韓国、
メキシコ、ヨーロッパ,
ロシア、中国,サウジアラビア

トロント校 － 専門コースとインターンシップでキャリアアップ

1. しっかり勉強し、英語漬けになる
• 徹底したイングリッシュ・オンリー・ポリシー。停学などの罰則あり。
• 毎日の宿題で１日の復習、毎週行われる筆記テストで１週間の復習と英語の上達を確認

2. 2週間の休暇制度、更にワーホリの生徒さんに長期休暇制度
• 2週間のバケーション制度 (1週間単位で計2週間まで)
• ワーキングホリデーで16週間以上お申し込みの場合は、就学期間中に長期休暇を取り

 仕事をしてお金を貯め、再度学校に戻り、残りの就学期間を勉強できる 

3. 質の高い講師/スタッフが学校から生活全般まで学生一人一人をサポート
• 全講師が資格を所有し経験豊富なプロフェッショナル。
•
•
 毎月学生から講師についてアンケートをとり学生の生の声を反映させ、質の高い講師・授業を提供
 スタッフが積極的に学生に話しかけたり、カウンセリングなどを行い学生の様子を把握しています。

4.  提携キャリアカレッジ「UCCBT」インターンシップ
     • 授業料をSECからUCCBTに移行できるため、受講できるプログラムの幅が広がる。
     • インターンシップ先から推薦状をもらって日本での就職に活用
      国際ビジネス ホテル業界（AH&LA Certificate取得対策） 
      児童英語教授法 英語教授法(TESL)

トロント校・バンクーバー校、両都市で留学ができる。
 • 授業料を移行できるため、どちらの都市でも生活・就学ができる。
 • 転校に必要な費用や手続きは不要

バンクーバー校 － アットホームな雰囲気の中で、安心して英語漬け！

総合英語＋スピーキング

★ 総合英語で基礎を固めることによって、午後
のスピーキングで表現方法が広がり会話力をア
ップさせる。

★ ワーキングホリデーの方に大人気。カスタマ
ーサービスプロトコルで仕事探しの準備も万全。

★ 午前パワースピーキング＋午後ESLスピーキン
グ受講で、更にスピーキング強化。

■ 総合英語　(午前9時―12時)
テキストブックを使って文法や単語を中心にリス
ニングやスピーキングなど総合的に英語力を伸
ばしていく。

■ スピーキング（午後１時－３時）
色々なトピックに沿ったアクティビティやディス
カッションを通して、多くの表現方法を学び、日常
の英語でのスピーキング力をUP。

SECのESL 

総合英語

発音B

選択コース

スピーキング

一般英語
(全レベル)

パワースピーキング
(レベル６)

プレゼンテーション(レベル５)
発音I (レベル６)

フルーエンシー
デベロップメント(レベル 6 ）

カスタマーサービスプロトコ
ル(レベル５)
ライティング(レベル６)
リーディング(レベル６)
メディアスタディ(レベル６)

(ランチ)

9:00

12:00

13:00

15:00

16:00

25
hr
/w

k
30

hr
/w

k



一般英語から専門コースまで、様々なコース選択ＳＥＣ　コース

プログラム名

総合英語
文法や単語を中心に、リスニング・リーディング・ライティン
グなど総合的に英語力を伸ばしていく。総合英語で基礎を固め
ることにより会話の幅が広がりスピーキング力が上がる

国際マーケティング・ビジネス、基礎会計など、
ビジネスの基礎を英語で学びたい人にオススメ。
コース修了後にカナダ一般企業でインターンシ
ップが可能。

マーケティング・
金融関係の企業。

●国際ビジネス・
金融について専門知
識を学べる。
●学んだ内容を多分
野で応用しやす

●「AH&LA」
の資格対策す

●公立学校でインタ
ーンシップも可能
(トロント）
●TESL Canadaに認
定されているコース

4・8・12 週間

4～20 週間

トロント
8週間

 バンクーバー
6週間

語学学校 or 
公立小・中
・高校

ホテルの各部署

ホテル業界でフロントデスクやハウスキーピン
グからレストラン運営の仕方など幅広く学びます。
世界共通のホテル業界の資格AH&LAが取れる。
(合格者）

英語を教えたい人にオススメのコース。カリキュ
ラムデザイン、クラスマネージメント、
ESLの現状などTESL Canadaのカリキュラム
に沿って学ぶ。

色々なトピックに沿ったアクティビティやディスカッションを
通して、多くの表現方法を学び、日常英語でのスピーキング力
をUPグ力が上がる

子音・母音の音の違い・発音の練習、単語のアクセントのつけ
方や読み方などを学ぶ

プレゼンテーション＋コミュニケーション＋発音で、スピーキ
ング強化！

人前で話すことによりスピーキングに自信をつけ、より効果的
なプレゼンテーションを学ぶ

ワーホリ職探し準備コース。レジュメ作成、面接のコツ・練習、
接客英語・単語を学ぶ

メディア用語や紙媒体、WEBサイトやソーシャルメディアなど、
メディアの種類を理解する

スムースに文章を読む、文章をできるだけ早く解読できるよう
に練習する。

文章の構成を学び、さまざまなタイプのエッセイを書くことを
練習していく。

一般英語コース

選択コース

専門コース

内容 必要
レベル

全レベル Ｔ・Ｖ １週間～ 9:00-12:00

1～12 週間 9:00-12:00

4･8･12 週間 12:00-13:00

4 週間 13:00-15:00

4 週間 13:00-15:00

１～4 週間 13:00-15:00

1～12 週間 13:00-15:00

１週間～ 13:00-15:00

１週間～ 15:00-16:00

Ｔ・Ｖ

Ｔ・Ｖ

Ｔ・Ｖ

Ｔ・Ｖ

Ｔ・Ｖ

Ｔ・Ｖ

Ｔ・Ｖ

Ｔ・Ｖ

全レベル
(３クラス)

全レベル
(１クラス)

レベル６

レベル 5

レベル 5

レベル６

レベル６

レベル６

期間 時間キャンパス

スピーキング

パワースピーキング

ビジネス英語＋ケンブリッジ大学承認の資格取得対策＋TOEIC
スコアUP 8 週間 9:00-15:00Ｔ・Ｖレベル６ケンブリッジＢＥＣ

ケンブリッジ英語検定対策コース。合格者はケンブリッジから
サティフィケートを取得

ビジネスプレゼンテーション・ビジネス戦略など英語環境での
ビジネス会話力を養う。

12 週間 9:00-15:00Ｔ・Ｖレベル 7ケンブリッジＦＣＥ、
ＣＡＥ

4、8 週間 9:00-15:00Ｔ・Ｖレベル 7ビジネスプロトコル

進学、就職などで、英語力をスコアで証明する為の、国際的に
認知された試験対策 4､8､12 週間 9:00-15:00Ｔ・Ｖレベル 7ＩＥＬＴＳ

大学・カレッジ進学対策コース。進学先で必要となる様々なス
キルを磨く。提携校あり。 4､8､12 週間 9:00-15:00Ｔ・Ｖレベル 7ＥＡＰ

進学向けのアカデミック英語。TOEFLスコアを上げたい人にお
薦め。

1～8 週間 9:00-13:00Ｔレベル 7ＴＯＥＦＬ

法律用語を学び、法的英語でのディスカッションや、カナダの
法制度への理解を深める 4、8、12 週 13:00-17:00Ｔ・Ｖレベル 8リーガルイングリッ

シュ

キャビンクルーとしての知識、乗客・クルー同士のコミュニケ
ーション等幅広い内容を学ぶ

(開講時間は時期により変更になることがあります。)

5、10 週 9:00-13:00Ｔ・Ｖレベル 8キャビンクルートレ
ーニング

リーディング

ライティング

プレゼンテーション

カスタマーサービス
プロトコル

発音

メディアスタディ

姉妹校の専門学校「UCCBT」でキャリアアップ

■ Upper Career of Business & Technology Inc.(UCCBT) はカナダ政府認定のキャリアカレッジ（専門学校）
     です。就職に直結するスキル、知識を養うことを目的とし、全てのプログラムが現在の国際社会に役立
     つ物ばかりです。

■ インターンシップにより、、授業で習った知識を英語環境の現実社会にどのように適応する
      かを学ぶことにより即戦力を養い、インターンシップ終了後に企業から推薦状をもらい、
      就職活動に役立たせる。

■ＳＥＣと姉妹校の為、授業料をUCCBTプログラムへ移行できるので、ＳＥＣだけでなくＵＣＣＢＴ
     の下記のプログラムも受講できる。

■ SECレベル８（上級レベル）から受講可能。

ＵＣＣＢＴ　コース

プログラム名 内容 期間 特徴インターン先

ＵＩＭ
国際マーケティング＆
金融基礎

ＨＯ
ホスピタリティ

ＴＥＳＬ
英語教授法
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