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SELC in Vancouver 
SELC バンクーバー・キャンパスへようこそ！
SELCは1985年、オーストラリアのシドニーに設立された、もっとも歴史の長
い語学学校の一つです。これまで35か国を超える国から、3万8千人以上の生
徒がSELCで英語を学んでいきました。そして、2012年、SELCはCanada 
Vancouverでの歴史をスタートさせました。

SELCには、一人一人のニーズに合わせた幅広い専門クラスが用意されていま
す。様々な種類のアクティビティも用意されているので、クラス以外でも英語
に触れる機会がたくさんあるでしょう。入校日は毎週月曜日となっています。
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SELC Vancouverについて

SELCを選ぶ10の理由
30年間の経験に基づいた
優れたプログラム

イングリッシュオンリー
ポリシーの徹底

35ヵ国以上の国から3万8千人
以上の生徒が学んだ歴史あるESL

トップレベルの設備と
最高のロケーション

素晴らしい教師陣

フレンドリーなスタッフ

ユニークで効果的なプログラム

様々なコース

バランスの良いナショナリティ

SELCインターンシッププログラム

優れたプログラム なぜSELCなのか

最高のロケーション

素晴らしいキャンパス

SELC Vancouverキャンパスには、オー
ストラリア、シドニー、ボンダイキャン
パス、シティキャンパスと同様の優れた
プログラムが用意されています。SELC 
Vancouverではユニークで革新的な英
語学習プログラムが、経験豊富な教師陣
によって提供されています。

SELC Vancouverキャンパスは、
Vancouver発祥の地で、最も有名な観光
地の一つであるGastownにあります。美
しい街並みや歴史的建造物に囲まれ、快
適なスクールライフを送ることができる
でしょう。ショッピングやバンクーバー
のありとあらゆる観光名所が歩いていけ
る距離にあるので、新たな留学生活をス
タートさせるのに最高の場所となるでし
ょう。

SELC Vancouverは中規模のキャンパス
に常時平均100～150名の生徒がおり、
15名以上のスタッフ、魅力的なコース、
優れた設備、そして経験豊富な教師陣が
あなたの英語学習をサポートします。キ
ャンパスは国際色豊かで、幅広い年齢層
の仲間達と英語を学ぶことのできる、理
想的な環境です。

SELC Vancouverの2階建てのキャ
ンパスには15の教室、コンピュータ
ルーム、ラウンジに加え、大きな暖
炉があります。教室からは、バンク
ーバー港とノースバンクーバーの山
々の素晴らしい景色を望むことがで
きます。

SELC Vancouverで過ごした日々
は最高でした。スタッフはとても
フレンドリー、先生方はみな知識
豊富で優しく、何より世界中に友
達ができました。街はとても美し
く、アウトドアアクティビティが
豊富で、放課後や休日も退屈せず
過ごすことができて、この街が大
好きになりました。

Pablo, エクアドル

www.selc.net/jp info@selc-canada.ca facebook/selcvancouverƔ Ɣ
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あなたのニーズに合わせて選べるSELCのプログラム

カナダならではの体験
SELCの高品質な教育と学生ひとり、
一人へのサービスはあなたにとって
忘れることができないユニークな
カナダでの経験となるでしょう。

ユニークな雰囲気
SELCの学内のフレンドリーでアット
ホームな雰囲気は他の大規模校では
味わうことができないユニークなも
のです。

基礎英語をしっかり学びたい。1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ビジネス英語を学びたい。

バリスタコースを取ってカフェで働きたい。

デイスカッション＆ディベート、パブリックスピーキング＆
プレゼンテーションなどの日本人が苦手とするスキルを磨きたい。

英語を使って働くためのワークスキルを学び、
リゾートホテルで働きたい。

グローバル人材になるために必要な英語以外のスキルを身につけたい。

英語を学ぶ過程を通して積極性や自分への自信を身につけたい。

初級

中級準備

中級

上級準備

上級

レベル分け

スピーキングと発音

リスニング

リーディング

ライティング

ボキャブラリー

文法

自己主張

クリティカルシンキング

問題解決力

言語スキル

ライフスキル

学習する全てのスキル

SELCのプログラム
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Fundamental(基礎英語) Core1 (専門科目1) Core2 (専門科目2)

コース開講期間 初級 中級準備 中級 上級準備 上級

英語基礎

Co
re
 1

8週

リスニング&スピーキング 4週

ビジネス英語 8週

仕事を得るために使う技術 4週

バリスタ 4週

IELTS試験準備 8週

カナダに関する学習 8週

TOEIC対策 8週

プレゼンテーション、
パブリックスピーキング 4週

Co
re
 2

英語間違い訂正 常時開講

会話と流暢さ 常時開講

ディスカッションとディベート 4週

ビジネス英語

TOEIC対策

8週

8週

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

モーニング
イングリッシュ
(15hrs)

Fundamental Studies 
基礎英語

Core1 Fundamental Studies 
基礎英語専門科目1

専門科目2

インテンシブ
イングリッシュ
(20hrs)

インテンシブ
プラス
(25hrs)

Core 2

9:00am

12:30pm
1:20pm

2:35pm

3:40pm

発音矯正

あなたのレベルと学習時間に合わせて３つの分野からコースをお選びいただけます。

2:20pm

タイムテーブル＆コース

SELCでの１年間は、私にとって最高の
時間でした。コロンビア、メキシコ、
カナダ、ブラジル、デンマーク、スロ
バキア、日本、タイ、中国、ロシア、
ウクライナなど、世界中から来た人々
と友達になることができました。彼ら
はただ連絡先を知っているだけの知り
合いではなく、本当の友達です。SELC
のおかげで私は世界中に家があり、そ
して彼らはスペインに家があります。

Pelayo, スペイン

www.selc.net/jp info@selc-canada.ca facebook/selcvancouverƔ Ɣ
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初級から上級レベルの総合英語学習
(上級準備、上級においてはケンブリッジ試験のFCEとCAEに重点が置かれます)

� 発音矯正

リスニング＆スピーキング
英語間違い訂正

会話と流暢さ

ディスカッションとディベート

TOEIC対策

ビジネス英語基礎 

ビジネス英語基礎

バリスタ

IELTS試験準備

カナダに関する学習
TOEIC対策
プレゼンテーション、パブリックスピーキング

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

専門科目１（Core 1）

基本コース

専門科目１（Core 1）

専門科目２（Core 2）
9:00am ー 2:35 pm,  毎週水曜日 2:35pm ー 3:40pm,  月曜日 ー 金曜日

基礎英語 9:00 - 2:20 pm  月、火、木、金

発音矯正（初級 － 中級） ビジネス英語（中級）

リスニング＆スピーキング
（初級 － 中級準備）

SELC CanadaのFundamental 
Studiesはいかなるシチュエーションで
も快適に英語を使えるようになりたいあ
なたに最適のコースです。主要なスキル
はフルカバーしながらもスピーキングと
リスニングを特に重視し、実践的で使え
る英語を身につけることができます。

ネイティヴスピーカーと対等なコミュニ
ケーションを可能にする、綺麗な発音を
身につけるトレーニングができます。母
音・子音の発音、英語独特のリズム、イ
ントネーションなど、英語の発音を体系
的に理解し、日常のカジュアルな会話で
も、ビジネスのようなフォーマルなシチ
ュエーションでも活用できるSELC独自
のプログラムです。

SELC Canadaのビジネス英語コースで
は、多様なビジネスシチュエーションに
おける英語でのコミュニケーション能力
を飛躍的に伸ばすことができます。ネゴ
シエーション（ビジネス上の交渉）や電
話でのやりとりといった必須のスキルに
加え、最新のビジネストピックのケース
スタディで、グローバルな視野を広める
ことができます。

説得・交渉、意見の主張、傾聴など多岐に
わたるワークの実践で、リスニングとスピ
ーキングをバランスよく伸ばします。ネイ
ティブスピーカー、イングリッシュスピー
カーの８５％とも言われるノンネイティブ
スピーカーが混在し、様々なアクセントを
聞き取ってコミュニケーションしなければ
ならない現実の英語世界への入り口となり
ます。

SELCのコースの詳細
SELCは全ての学生のレベルとニーズに合ったコースを提供します。
全コースが２週間から５２週間までの期間で受講できます。
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仕事獲得に使う技術（中級以上）
カナダ滞在期間中のあなたの理想の
仕事獲得をサポートします。面接で
必要とされるリスニングやスピーキ
ングのスキル、カナダの商習慣にあ
わせたレジュメやカバーレターの構
成、仕事を探して適切にアプローチ
する方法を学びます。

カナダに関する学習（中級以上）
カナダの文化、政治、歴史、地理と
いった背景的知識を通じて英語スキ
ルを高める事ができるコースです。
このコースで得た知識は、カナダ滞
在中にローカルのカナディアンコミ
ュニティーで友好的な交友関係を広
げることや、仕事でのシチュエーシ
ョンにも役立ちます。

プレゼンテーション、
パブリックスピーキング
(上級準備以上)

プレゼンテーションスキル、感情的
にならない自己主張トレーニング、
ネゴシエーションスキルからなる、
滑らかなスピーキングを重視したコ
ースです。コミュニケーションにお
ける自身の長所と短所を見つめ直し
て、人前で自信を持って自己主張が
でき、考えを的確に伝えられるよう
になりたい人に最適です。

TOEIC対策（中級）
TOEICのリスニング＆リーディング
テスト、スピーキング＆ライティング
テストで高得点を達成するための主要
なスキルを学ぶことができます。ボキ
ャブラリー、文法はもちろんのこと、
文章構成力や論理、滑らかなスピーキ
ングのトレーニングを通じて、国際環
境での総合的な英語スキルやビジネス
コミュニケーションの自信を高めてい
きます。

IELTS試験準備（上級準備以上）
SELC CanadaのIELTS試験準備コ
ースでは、IELTSテストの形式に慣
れ、高得点を達成するコツを学ぶ事
が出来ます。IELTSテストの特徴を
踏まえて構成された効果的なトレー
ニングプログラムで自信と英語スキ
ルを高めるとともに、タイムマネジ
メント・ストレスマネジメントを体
得します。

バリスタ（中級準備 - 中級）
カフェでの仕事に就きたい方、コー
ヒーメイキングのスキルを身につけ
たい方に最適のコースです。
本格的なエスプレッソマシンで、ラ
テやエスプレッソなどバラエティー
に富んだドリンクの作り方をトレー
ニングし、コーヒーにまつわる知識
に加えてレストランやカフェでの仕
事に直結する接客英語も学ぶことが
できます。
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専門科目２（Core 2）

SELCは先生と学生の距離がとても近く、
英語を勉強するには最高の環境でした。プ
ログラムは多彩で、水曜日の選択クラスを
通して集中的に自分の弱点を補うことがで
きました。SELCはVancouverのESLの中
ではかなり小規模な学校ですが、アットホ
ームな空間で世界中から集まる仲間たちと
英語を勉強することができる最高の学校で
す。私がSELCで過ごした3か月は、一生
忘れることのない最高の時間でした。

Minjae Kim, 韓国

ディスカッションとディベート
(中級以上)

英語間違い訂正（中級以上）

英語をツールとして自分の意見をしっか
りと表明できるようになり、実践的なコ
ミュニケーションスキルを高めること
を目的としたクラスです。学生同士の
ディスカッションにとどまらず、プロ
フェッショナルが参加するオンライン
ディベートも行います。このコースで
身につけられる力強いスピーキングス
キルは、面接やビジネスでのプレゼン
テーションにも効果を発揮します。

スピーキング、発音、文法、ライテ
ィングのアクティビティーと、ひと
りひとりにあわせたフィードバック
であなたの英語の用法上の間違いを
取り除くことが出来ます。正確で滑
らかな英語を身につけたい方におす
すめのクラスです。

会話と流暢さ（初級 - 上級）
様々なトピックを用いた少人数グル
ープでのディスカッションで、よど
みなく会話を続けられるようになる
ことを目的としたクラスです。日常
会話、説得・反論、仮定にもとづい
た議論の展開など、レベルにあわせ
た自己表現のトレーニングと、講師
によるカスタマイズされたフィード
バックで流暢なスピーキングを伸ば
すことができます。

ビジネス英語（中級）
専門科目１のビジネス英語とセットで
受講するクラスです。

TOEIC対策 (中級)
専門科目 1 のTOEIC対策とセットで受
講するクラスです。
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実践で役立つSELCならではの
パッケージプログラム
1. しっかり英語マスタープログラム
(6,9,12ヶ月) + SELC社内での実務研修(2週間)

対象レベル：全レベル
このプログラムでは、初級,中級準備の英語レベルの人にじっ
くり時間をかけて英語力を向上していただき、TOEIC点数ア
ップからディスカッション、ディベートなどの高度の技術を
学ぶとともに、グローバルビジネスに必須である自己主張ス
キル、問題解決能力、リーダーシップスキルなどを身につけ
ていただきます。
＊研修期間には、実際に外資系企業などのオフィスで働くた
めのスキルを身に付けるため、SELC社内で密度の高い実務ト
レーニングを行います。

対象レベル：中級以上
すでに基礎英語力を持っている方を対象としたこのプログラ
ムでは発音矯正、ビジネス英語、ディスカッション、ディベ
ート、パブリックスピーキング、プレゼンテーションを中心
に日本人が苦手とする分野の英語スキルを重点的に向上させ
ます。

2. ワーホリスペシャル (3 - 6ヶ月)

3. 英語スペシャリストプログラム

対象レベル：全レベル
短中期で英語力の向上を図るプログラム。一般英語のみなら、
水曜日と毎日の午後の授業で自分に会った専門科目が選べます。

専門科目例：
バリスタ、ワークスキル、パブリックスピーキング＆プレゼンテ
ーション、リスニング＆スピーキング、発音矯正、ディスカッシ
ョン＆ディベート等

5. 英語コミュニケーションプログラム

SELCカナダでは放課後、毎週１－３回の頻度でグローバル塾を無
料で開講しています。このプログラムでは日本人学生が英語を効
果的に身につけるための様々なノウハウとともにグローバルに活
躍するために必須となるスキルを伝授します。

6. グローバル塾

SELCキャリアカレッジとの共同プログラム、
一般ビジネス、ホスピタリティープログラム

対象レベル：初心者
英会話はまったく初心者の方にぴったりのプログラム。午前中
はインターナショナルクラスで他の国々の学生とともに学び、
午後のクラスは少人数セミプライベートレッスン(通常1- 4名)
で旅先や日常生活で役立つ英語表現を身につけます。クラス内
外での様々なアクティビティーを通じて基礎的なコミュニケー
ション力をアップし、誰もが直面する英語での日常会話の不自
由を解消します。

4. 4週間日常会話マスタープログラム

バリスタコース対象レベル：Pre-Intermediate(中級準備)以上
仕事斡旋時対象レベル：Intermediate（中級以上）

英語学習期間中にSELCのバリスタコース（４週間完結）の受講
が必須となります。

プランA : 
英語 + バリスタコース + ローカルカフェでの有給仕事斡旋

仕事斡旋時対象レベル：Intermediate (中級)以上
斡旋ホテル名：マリオットホテル、ベスト・ウェスタンホテル等
仕事内容：ホテル業務全般（英語のレベルによって異なります）

リゾート地への移動(電車やバス等)や食事は全て自費となります。

プランB : 
英語 + 日本人の少ないリゾートホテルでの有給仕事斡旋

先ずは英語力を中上級（Upper-Intermediate）まで向上させた上
でSELC Career Collegeにて一般ビジネスを3 - 6ヶ月学習する。
その後、学習期間と同期間、オフィス環境で原則無給のインターン
シップにつきます。

総合英語（3 - 6ヶ月）+ 一般ビジネス（3 - 6ヶ月） + 
オフィスインターンシップ（3 - 6ヶ月）

基本的な英語力を身につけた上でホスピタリティープログラムを学
びたい人にお奨めします。ホスピタリティーの学習期間と同等の期
間、有給または無給で働くことができます。

印のあるプログラムはSELCキャリアカレッジのプログラムとなります。

総合英語（3 - 6ヶ月）+ ホスピタリティー（3 - 6ヶ月） +
オフィスインターンシップ（3 - 6ヶ月）

(1 - 3ヶ月)

www.selc.net/jp info@selc-canada.ca facebook/selcvancouverƔ Ɣ
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Stanley Park, Vancouver SXUÀQJ trip,  TRÀQo

YRJD class at SELC, Vancouver Rocky Mountain, Kelowna

Takumi, 日本

SELCでは英語だけでなく、様々な国の人々や文
化を学ぶことができました。スタッフや先生方は
とても協力的で、英語を学ぶには最高の環境でし
た。SELCで世界中に友達を作ることができたの
で、彼らを1人1人訪れることが、僕の夢の1つに
なりました。

スポーツ

観光

ピクニック

週末アクティビティ

映画鑑賞

特別イベント

その他

www.selc.net/jp info@selc-canada.ca facebook/selcvancouverƔ Ɣ

アクティビティ
SELCバンクーバーには、West Trek社の協力のもと、様々な種類のアクティビティが
用意されています。これらのアクティビティを通して、CanadaやVancouverのこと
をより深く理解するとともに、楽しみながら英語力を向上させることができます。



Global Communication Program

英語学習（公式TOEICテスト付　　　）
＊ 英語学習は上記3期間よりお選びください。 

SELC社内での実務研修
2週間+ オプションオプション

24週 /36週 /48週

Global人材になる第一歩！

このプログラムは、英会話力向上、TOEIC点数アップからディスカッション、ディベートなどの高度の技術を学ぶととも
に、グローバルビジネスに必須である自己主張スキル、問題解決能力、リーダーシップスキルなどを身につけます。

しっかり英語マスター
プログラム
休学留学スペシャル

9:00-10:30

月

Core ❷ Core ❷ Core ❷ Core ❷ Core ❷

火 水 金木

10:30-11:00

11:00:12:30

12:30-13:20

13:20-14:20

14:20-14:35

14:35-15:40

午後休憩

午前休憩

お昼休憩

Fundamental Studies

Fundamental Studies

Fundamental Studies

Fundamental Studies

Fundamental Studies

Fundamental Studies

Core ❶

Core ❶

Core ❶

英語学習時間割表

実務研修の内容

おススメパッケージ

Taking telephone messages
Making appointments
Attending a meeting
Organizing a meeting

Taking telephone messages
Making appointments
Attending a meeting
Organizing a meeting

Placing an order
Making an inquiry
Making yourself clear
Making a complaint

Placing an order
Making an inquiry
Making yourself clear
Making a complaint

Making a presentation
Making a point
Writing a brief report
Reporting to a supervisor

Making a presentation
Making a point
Writing a brief report
Reporting to a supervisor

Getting evaluated by a boss         Handling a complaint from a customer 
Taking notes and writing a minute at a meeting
Knowing North American business etiquette
Introducing a boss/colleagues to a guest/customer 
Sending email to and responding to email from customers,colleagues and bosses   etc

Getting evaluated by a boss         Handling a complaint from a customer 
Taking notes and writing a minute at a meeting
Knowing North American business etiquette
Introducing a boss/colleagues to a guest/customer 
Sending email to and responding to email from customers,colleagues and bosses   etc

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

発音矯正、リスニング＆スピーキング、ワークスキルズ、
英語試験対策準備、ディスカッション、ディベート、プレゼンテーション、
リーダーシップスキルズ、自己主張スキル、問題解決能力、
クリティカルシンキング等

この体験は、実際に外資系企業等のオフィスで働くためのスキルを身につけるため、
SELC社内で密度の高い実務トレーニングを行います。

＊ 実務体験の対象レベルはUpper Intermediate（中級上）以上となります。＊ 実務体験の対象レベルはUpper Intermediate（中級上）以上となります。
＊ 定員人数は毎月最大4名様までとなります。＊ 定員人数は毎月最大4名様までとなります。

Core1、Core2はレベルにより受講可能なコースが異なります。

Elementary～Intermediate（初級˜中級）の方は、総合英語を受講いただきます。
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Cambridge FCE/CAE　（中級上 / 上級）
Fundamental Studies (基本コース)

Core ❶ + Core ❷ 

さまざまな角度から英語力を強化し、更にライフスキルを学ぶ

世界で活躍するためのノウハウを身につけたい人
キャリアアップのために英語をマスターしたい人
大学を休学して海外で英語を身に付けたい人

こんな方に
オススメ

２２週間英語学習  +  ２週間SELC社内研修
２４－４８週間英語学習  +  ２週間SELC 社内研修
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SELCのワーホリスペシャルは、英語力が限られていても、敢えて英語を使った仕事にチャレンジすることで実践的な英
語力をアップさせ、他では経験できない感動のワーホリ体験で、人として成長できる絶好のチャンスを提供します。

Working Holiday Special

ワーホリスペシャル
他では経験できない感動のワーホリ体験

仕事斡旋時対象レベル ： Intermediate（中級）以上

英語 + 日本人の少ない有名リゾートホテルでの有給仕事斡旋

日本人の少ない土地でカナディアンの仲間と共に働く
プラン

B

斡旋ホテル名 ： マリオットホテル、ベスト・ウエスタンホテル　等
仕事内容 ： ホテル業務全般（英語のレベルによって異なります）
リゾート地への移動（電車やバス等）や食事は全て自費となります
宿泊はホテル内もしくは、ホテル紹介の宿泊先となります（安価で宿泊可能）

バリスタコース対象レベル ： Pre-Intermediate（中級準備）以上
仕事斡旋時対象レベル ： Intermediate（中級）以上
    英語学習期間中にSELCのバリスタコースの受講が必須となります
    バリスタコースは4週間完結でCore①にて受講します

カナダで英語を使った仕事をGETしよう
プラン

A
英語 + 大人気のバリスタコース + ローカルカフェでの有給仕事斡旋

英語学習期間により手配料が異なります。 料金は2015年10月現在のものです。 詳しくはお問い合わせ下さい。

＊
＊

＊

＊

＊
＊
＊

手配料 : 12週間以上 $800 / 8 - 11週間 $1,200 / 7週間以下 $1,500
SELCの選べるワーホリプラン

おススメパッケージ

12 週間 プランA or B+ 24 週間 プランA or B+12 週間 プランA or B + 12 週間+
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ビジネス専門学校を併設するSELCならではのパッケージプログラム

総合英語＋一般ビジネス＋オフィスインターンシップ
キャリアアップ留学スペシャル

受講期間 ： 24 - 48週間
対象レベル ： 上級準備

実務経験を通してビジネス英語を極める！

さらにご希望の方にはバンクーバー屈指のTOEIC専門校で４週間の仕上げをしていただけます。

パターンA ： ９か月から１年間の留学を考えているあなたへ

パターンB ： ６か月の留学を考えているあなたへ

こんな方にピッタリのプログラム

あなたの英語力に合わせて留学期間が選べる　(２４週間、３６週間、４８週間)

SELCイングリッシュセンターで上級準備以上レベル（TOEIC７0０点以上）の英語力をつけた後、
SELCキャリアカレッジで一般ビジネスを学び、その後、オフィスインターンシップを実施します。

語学研修だけでなく、一般ビジネスを学び、インターンシップで英語圏でのビジネス商習慣を身につけたい！
国際色豊かな学習環境で学びたい！ SELCには世界20か国からの学生が集まっています!
オフィス環境で無給インターンシップを経験したい！
TOEICで高得点（800 - 900点）を上げて帰国したい！

総合英語 (12 - 24週間) 一般ビジネス (12週間)

一般ビジネス (12週間)

オフィスインターンシップ (12週間)

あなたの英語力がすでに上級準備（TOEIC７００点以上）に達していれば口頭イ
ンタビューにパスすることで英語学習をせずに直接、SELCキャリアカレッジで
一般ビジネスを受講し、その後、オフィスインターンシップを実施していただけます。

オフィスインターンシップ (12週間)

現地で
オフィス勤務
ができる
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