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VGC: 英語を通して世界とつながり、

国際人になる！

創立以来VGCでは、世界各国からのたくさんの

留学生の目標達成へ導くために努力していま

す。

当校では様々な英語コースやカスタマイズクラ

スを通して、個々の学生にベストな英語教育提

供を心がけております。またVGCは受賞歴のあ

る学校であると共に、当校の経験豊富な教師

陣ならびにスタッフが、カナダで一番の語学学

校を目指し日々努めています。

個々の学生の、一生に一度の貴重な体験とな

る留学の1ページとなる事を、とても嬉しく思っ

ています。ユニークで忘れられないカナダ体験

ができることをお約束します。そして、一語学

学校としてだけではなく、皆さまに“VGCファミリ

ー”の一員として第二の故郷と感じてられること

を願ってやみません。世界50か国以上からの

学生との文化交流が、真の国際人としての第

一歩となること間違いありません。

VGCは社会貢献を通して、世界をより良い方向

へ導く一貫となればと願っております。より良い

語学学校としての試みだけでなく、当校に関わ

った全ての文化への社会貢献の責任を実感し

ています。

VGCのエグゼクティブディレクターであることの

誇りと責任を日々感じつつ、これから訪れる学

生との新しいストーリーを紡いでいけることを楽

しみにしています。

Dominic Walton, 
エグゼクティブ・ディレクター

ディレクター
からのメッセージ
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バンクーバー: 北米でも屈指の安全な街

     VGC Language Schoolは

ダウンタウンの中心部、歴史

の街に位置し、交通公共機

関、ショッピング、レストランな

ど徒歩圏内の大変便利な環

境です。

5. グランビルストリート周辺

はダウンタウンのエンター

テイメントの中心地です。

世界各国のレストランやバ

ー、ナイトクラブの充実は

充実のナイトライフを提供

しています！

6. バンクーバーに7つあるビ

ーチの一つであるイングリッ

シュベイ。市民の憩いのビ

ーチで、ビーチスポーツや綺

麗な夕日を背にバンクーバ

ーを焼き付けて下さい

8. バンクーバーダウンタウ

ンの西に位置するスタンレ

ーパークは、世界で最も大

きな都市隣接のレインフォ

レストパークです。雄大な

木々に、ユニークな植物、

多様な野生動物が生息し、

シーウォールと言う公園を

囲むトレイルも忘れてはい

けないバンクーバーの代

表的観光地の一つです。

7. グランビルストリート周

辺はダウンタウンのエン

ターテイメントの中心地で

す。世界各国のレストラン

やバー、ナイトクラブの充

実は充実のナイトライフを

提供しています！

9. 歴史の街、ガスタウンは

バンクーバーで最も古い街

の一つです。VGCはガスタ

ウンに位置し、おしゃれな

ブティックやレストランに囲

まれています。

Raymond Saundersによっ

て1977年に初めて建てら

れた蒸気時計が有名で

す。15分毎にウェストミンス

ターの鐘の音とともに時間

を知らせます。

11.BCプレイスは、2010年冬季オリンピ

ックのメインスタジアムであり、BCライ

オンズ（カナディアンフットボール）とバ

ンクーバーホワイトキャップス（サッカ

ー）の本拠地であると共に、様々なイ

ベント開催の拠点となります。

10. バンクーバールックアウトタワーは、

ハーバーセンターの最上階に位置し、

ニール・アームストロングによって1977

年にオープンしました。ガラスエレベー

ターで168メートル（553フィート）まで高

速でお連れします。

2. ウォーターフロント駅は、1914

年に建てられた、ダウンタウン

の主要公共交通機関の中心地

となります。

3. イエールタウンは高級感

漂うトレンドの発祥地です。

歴史的建造物は、トップフ

ァッションショップやおしゃ

れなレストラン、住居へ変

貌を遂げています。

4. グランビルアイランドは

おしゃれな市場を併せ持

つ、アーティスティックな場

所の象徴となります。カナ

ダ料理のレストランやアー

ト、エンターテイメントが体

感出来ます。一度は足を

運んでみたい場所の一つ

です。
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VGCが選ばれる理由

VGC チーム

Cecile Diaz
Associate Brand Manager

Languages: English, French

Dan Bang
Marketing & Recruitment Officer

Languages: English, Korean

Kathleen Aldridge
Operations Manager
Language: English

Bianca Lara
Regional Marketing Manager
Languages: English, Spanish

Yoko Date
Marketing & Recruitment Officer
Languages: English, Japanese

Matt Napier
Events Manager

Languages: English, Italian

Julie Hauville
Marketing & Recruitment Officer

Languages: English, French

Chie Miyaji
Marketing & Recruitment Officer
Languages: English, Japanese

Dominic Walton
Executive Director
Language: English

Javier F. Torres
Associate Director

Languages: English, Spanish

Laura Haseley
Director of Studies
Language: English

Ryan Garlough
Pathways

Languages: English, Spanish

Mariana Mello
Marketing & Recruitment Officer
Languages: English, Portuguese

Shirley Li
Marketing & Recruitment Officer
Languages: English, Mandarin

教師陣

経験豊富でハイ

クオリティの教師

陣－多くの教師は

修士号以上を保持

（TESOL,DELTA,CELTA

有資格）。学生の目標

達成を個別指導により

しっかりサポート。

カナディアンエクスペリ

エンス

教室以外での実体験か

ら学ぶ英語は、何より

の英語学習となります。

当校には専任のアクテ

ィビティコーディネータ

ーが常勤しています。カ

ナダの文化体験、毎日

のアクティビティや遠足

を通して、生きた英語を

学びます

個別指導

きめ細かい個別指導に

より、ひとりひとりの目

標に合わせたサポート

を提供します。教師だ

けでなく、VGCのすべて

のスタッフが全面的な

学生のカナダでの生活

を協力します。

豊かな国際色

世界中に友達を作るこ

とができる学校です。

世界50ヶ国以上から集

まった学生との国際色

豊かな

環境の中、真の文化交

流を体験します。

実績

VGCは結果を出す学校

です。数えきれないほ

ど多くの学生がVGCで

学んできました。英語

力向上、目標スコア達

成、カナダの大学入学

と様々な学生の目的達

成のために全力を注ぎ

ます。

カリキュラム

日常の基礎英語だけ

では物足りない学生の

ために、ビジネスやア

カデミックな内容を多く

含む実践的な日常基

礎英語を学べるGlobal 

English。“国際人”への

第一歩を踏み出そう！

世界中の幅広いトピッ

クを通してコミュニケー

ションスキル、広い視

野を身につけます。

Jay Ariken
Career College Director

Language: English, Malay

Helen Song
Marketing & Recruitment Officer

Languages: English, Korean
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社会貢献
VGCの使命は、語学学校としてベスト

な教育基準と環境を皆さまに提供する

ことです。常に質の高いサービスと誠

実なビジネスを心がけています。

質の高い教育の重要性を常に認

識しながら、学校作りに励んでいま

す。VGCは、“教育がよりよい世界を創

ること”を信じています。

世界中の皆さまと関わるグローバルカ

ンパニーの一員として、真摯で誠実、

質の高いサービスの提供をお約束し

ます。VGCの学生のみならず、すべて

の学生の母国に社会還元する責任が

あると認識しています。様々な状況下

で多くの方が教育の環境に恵まれな

い事を理解し、少しでも多くの世界中

の皆様に、教育を通じて未来を変える

チャンスを与えらえる一翼を担えること

を心から願っています。

教育が世界を変える：ブラジル
VGC Language School は下記の非営利団体と提携しています。

キャンパスについて
VGCは、50ヶ国以上の国籍の学生が集う、国際色

豊かな学校です。一歩校舎へ足を踏み入れると、

スチューデントサービス担当スタッフが出迎え、温

かい家族のような雰囲気に包まれています。VGC

は、皆さんの第二の故郷でありたいと願っていま

す。 

校舎内には学生のためのスペースが沢山設けら

れています。1階にはインターナショナルラウンジ、2

階にはカナディアンラウンジと2つの学生専用ラウ

ンジがあります。常に英語でコミュニケーションをは

かり、練習を重ねることこそ、何よりの学習法と信じ

ているからです。そして学生専用ラウンジこそ、最

適な場所となることでしょう。英語と言う世界共通語

を通して、バンクーバーでも屈指の国際色豊かな

当校で、世界中に友達を作りましょう！

CASA DO ZEZINHO 多くの

就学児童が恵まれない環

境の下、生活水準によって

虐げられた教育環境におか

れているという状況がありま

す。それを克服し、自立出来

る成熟した意思決定を行え

るようになるために、教育・

芸術・文化的な方法でサポ

ートをしています。

INVEST は、貧困のため高

校に進学出来ない学生や大

学入学試験を受けられない

学生を支援する団体です。

リオデジャネイロに位置する

INVESTは、スラム街の教育

に恵まれない学生に、夜学

で基礎教育を提供していま

す。この取組を通して、“より

高い学習環境へ進む道を与

えること”=“より多くの職業選

択の自由を少しでも多くの学

生の提供すること”で、負の

連鎖を断ち切る手助けをした

いと思っています。

VGCではブラジルのNGO団体

と提携し、ブラジルからの学

生がVGCに出席する毎に一

日＄1を下記の団体に寄付し

ています（どちらの団体に学

生の寄付が送られるかは、学

生の意思決定によります）
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プログラムについて

週間スケジュール

プログラム
当校はアカデミックな学校として認知されていま

す。熟練の教師、しっかり組まれたプログラム、そ

して親切な個別指導を通してこのような評価を頂

いております。

当校の学生は、学校初日の行われるレベル分

けテストにより、ゴールや弱点、個々にあったレ

ベルで学習できます。学生の効果的な学習のた

めに、カウンセリングやガイダンス、そしてしっか

りしたサポートをしております。

自然と英語学習が進むように寄り添いながらサ

ポートしています。より効果的かつ効率的な実

績に基づいた学習法に焦点を当てています。

VGCのレベルは、ヨーロッパの英語基準であ

るCommon European Framework of Reference 

(CEFR)で構成され、IELTS, TOEFL そしてCam-

bridge 試験のスコアに根ざしています。

当校の教師陣はバンクーバーで最もクオリティ

の高い教師であると共に、最高にフレンドリーで

あることを誇りに思っています。VGCで繰り広げ

られる英語学習におけるアドベンチャーに、皆さ

んをお迎えできることを楽しみにしております。

コアクラス:
選択クラス:

グローバルイングリッシュ（総合英語）

IELTS準備クラス

TOEFL準備クラス

大学進学準備クラス

Grammar through Speaking & Writing (レベル 3, 4)

Reading, Vocabulary & Discussion (レベル 3, 4)

Listening & Pronunciation I (レベル 3, 4)

Expressions & Conversation I (レベル 5)

Intermediate Writing (レベル 5, 6)

Intermediate Grammar (レベル 5, 6)

Listening & Pronunciation II (レベル 5, 6)

English in the Workplace (レベル 5, 6)

Reading, Vocabulary & Debate (レベル 5, 6, 7, 8)

Academic Reading & Vocabulary Builder (レベル 5, 6, 7, 8)

Exam Preparation IELTS (レベル 5, 6, 7, 8)

Advanced Grammar & Writing (レベル 6, 7, 8)

Expressions & Conversation II (レベル 6, 7, 8)

プラスクラス:
スピーキングアンドエラーコレクションプラス

アカデミック準備プラス

マルチメディアプロジェクトプラス

ビジネス英語サーティフィケートプログラム
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グローバルイングリッシュは、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グラマ

ー、熟語習得、発音矯正と総合

英語力を高めるための授業を通

して、日常会話だけでなく、ビジ

ネスやアカデミックスキルを盛り

込んでいます。様々な目的を持

ったひとりひとりの学生のニーズ

に適応したプログラムです。

グローバルイングリッシュ
（総合英語）
日常英語にアカデミックスキルをプラスし
たハイブリッドプログラム

VGCでは、すべての学生が真の”国際人”になるための

ユニークなアプローチ法からグローバルイングリッシュプ

ログラムは始まります。

課題

コース終了後には下記の能力が身につきます:

• 日常会話並びにビジネス、アカデミックな場面で

の総合英語力向上

• 様々な状況下での自分の意見の持てる真の“国

際人”教育

• アカデミックな授業を通した、学ぶ喜びを実感

*各レベルは2ヶ月（8週間）のプログラムです（レベ

ル1は１か月（４週間）のみ）。

隔週で定期テストがありますが、各テストの頑張り

次第では1ヶ月でのレベルアップも可能。

• 初級から上級までの8レ

ベルのグローバルイングリ

ッシュは、基礎をしっかり学

び次のレベルへ進んで行く

ことが可能

• 日常会話とアカデミック英

語の統合による幅広い英

語学習

• 総合的視点の確立と生活

に根差した学習法による、

質の高い学習 

VGCの特徴

Armando Rubio Alonso, 
VGCメキシコ人生徒

 “I really enjoy my Global English class. My teacher is very 
creative when she teaches us. I love the friendly, easy-going 

atmosphere, and being in the Global English program allows me to 
improve my general English without worrying too much about a 

test.”
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VGCの特徴 

• 採点官の経験をもとにした本格トレーニング

• IELTS初心者からハイスコアを目指す学生まで対応可能なクラス

• IELTS模擬試験ならではのシュミレーショントレーニング

IELTS準備クラス
世界中の大学で採用される
英語検定試験

VGCのIELTS準備クラスは、学習効果を高めるための徹底し

たカリキュラム、個々のターゲットスコア実現のお手伝いをしま

す。各課題を網羅したレッスンが、徹底的に個々の弱点並び

に長所を見極め、隔週の模擬テストを通して成長を促します。

各12週間の2レベルに分かれたクラスで、最長6ヶ月（24週間）

の受講可能です。

課題

コース終了後には下記の能力が身に

つきます:

• 目標スコア獲得

• 個別指導を通したスピーキング並び

にライティング力向上

• カリキュラムや教材を学生のレベル

にカスタマイズしたプログラム構成

• 試験の構成や注意点を徹底分析
Tomoyo Hirata, 
VGC 日本人生徒

 “Studying IELTS is a good way 
to improve your vocabulary and help 

you learn how to explain things logically. 
It’s very different than education in 

Japan, and it teaches us critical thinking. 
It’s very rewarding because it’s more 

academic and educational.”
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TOEFL準備クラス
テスト結果がすべてを物語る

豊富な実績を誇るVGCのTOEFLクラスは、個々の目標スコア達成のために、実践に限りなく近い

サンプルテストを通して、個別指導のもと弱点補強に焦点を当てた授業を展開します。またスコア

アップの目的のみならず、帰国後の就職、将来の進学先で“使える”スキルを学ぶ事が出来ます。

隔週で行われる模擬試験では、コンピューター試験の適応力を身に付け、TOEFL試験官の経験を

もとにした個別指導のもと、目標スコア取得を目指します。

課題

コース終了後には下記の能力が身につきます:

• 効果的かつ即効性のある学習法を習得

• カリキュラムや教材を学生のレベルにカスタマイ

ズしたプログラム構築

• アカデミックスキル並びにビジネスや大学進学に

必要となるノウハウを習得

VGCの特徴

• TOEFLプログラム専用コンピューター室で、実際

のテストに限りなく近い環境での学習

• 幅広い試験の知識をもつ経験豊富な教師

• 採点官の経験を基にした本格トレーニング

• 徹底した個別指導によるスペシャル授業
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大学進学準備クラス
アカデミック学習の集大成

”英語圏の学校に進学したいけど、どこで何を勉強したらいいか分からな

い”と思っていませんか？

大学進学や英語環境での就職のためには、日常会話以上のコミュニケー

ション能力、プレゼンテーション能力、情報分析能力が必要です。このクラ

スを通して、自分にあった進学先を見極める能力

を身につけ、個別進学カウンセラーと一緒に後悔しない進学先選びをしま

しょう！大学進学だけでなく、英語環境で働くためにも、北米式アプローチ

法習得は英語学習の集大成となります

VGCの特徴 

•　経験豊富な教師が個別指導 。

• 隔週で専任コーディネータとの個々の進学状況に合わせた進路指導 。

• 進学状況に合わせたプラン提供で、未来を成功へ導く 。

• VGCでは中級から上級へのアカデミック英語力向上のため、2つのレベルの大

学進学準備クラス開講 。

課題

コース終了後には下記の能力が身につきます:

• 聴講スキルと実践的ノートの取り方

• 総合的かつ実践的な考え方の習得法

• データ分析並びにリサーチ能力、北米式論文理解とディスカッシ

ョン仕方

• 観察と証拠に裏付けされた結論づけ

• 英文速読法、ディベート能力、北米式エッセイの書き方

• 大学レベルのプレゼンテーション能力 
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選択クラス
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苦手科目を選択クラスで克服
グローバルイングリッシュ、IELTS準備クラス、TOEFL

準備クラスにおいて、苦手科目補強として選択クラス

を設けています。毎週月曜日と水曜日の午後には集

中したい科目を選択する事が可能です。

個々の成長させたい科目を選択クラスで補うことで、

より総合的なスキルアップが可能です。下記の選択

授業は2週間毎に変更可能で、さらに英語力に磨き

をかけるチャンスとなります。

英語力がレベル3以上に達すると、スピーキング、リ

ーディング、リスニング、ライティングのテーマごとに

分かれた選択クラスを受講出来ます。

選択クラス一覧

• Grammar through Speaking & Writing (レベル 3, 4)

• Reading, Vocabulary & Discussion (レベル 3, 4)

• Listening & Pronunciation I (レベル 3, 4)

• Expressions & Conversation I (レベル 5)

• Intermediate Writing (レベル 5, 6)

• Intermediate Grammar (レベル 5, 6)

• Listening & Pronunciation II (レベル 5, 6)

• English in the Workplace (レベル 5, 6)

• Reading, Vocabulary & Debate (レベル 5, 6, 7, 8)

• Academic Reading & Vocabulary Builder (レベル 5, 6, 7, 8)

• Exam Preparation IELTS (レベル 5, 6, 7, 8)

• Advanced Grammar & Writing (レベル 6, 7, 8)

• Expressions & Conversation II (レベル 6, 7, 8)

VGCでは個々の希望に合わせたクラス編成が可能です

Nerea Moreno Hernandez, 
VGCアンドラ人生徒

 “This Listening and Pronunciation Elective class helps 
me a lot to develop my listening and to get me comfortable 

listening to native speakers who speak quickly.”
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アカデミック準備プラス

アカデミック準備プラスでは、大学基準のアカデミ

ックスキル学習へと導きます。ライティング、リスニ

ング、リーディング、スピーキングや文法学習まで

を、実践的なかつ積極的なディスカッションを通し

て成長させます。アカデミック準備プラスは、北米

スタイルのクリティカルシンキングやアクティブラー

ニングを促進する参加型授業です。アカデミックス

キルを積み上げるよりよい方法です！

各テーマ終了毎にサーティフィケートが授与されます。

スピーキングアンド　　　
エラーコレクションプラス
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プラスクラス
英語の成長をお約束

プラスクラスはGlobal English, 大学進学準備クラス、IELTS準備クラ

ス、TOEFL準備クラスで学んだ事をより実践的に学ぶためのクラスで

す。学んだ知識をより広く深くする伸ばすために、必要なスキルを３つの

PlusクラスとBusiness English Certificate Programから選択出来ます。

ビジネス英語
サーティフィケートプログラム

 “I’m here in this class to improve my 
business English. It helps me write emails properly, 

write reports, and lead meetings in English.”

Pablo Alberto Zeissig, 
VGCグアテマラ人生徒

スピーキング＆エラーコレクションプラスではもっ

と会話の練習をしたいという学生の声に応える授

業を提供しています。日常のテーマや状況に適

応した会話やディスカッションを通して、文法や熟

語を駆使した“使える英語”を習得します。英語の

間違いをその時々に補正することで、自信を持っ

て英語を話せるようになることを目標としています

マルチメディア　　　　　　
プロジェクトプラス

マルチメディアコースでは、簡単なスクリプトの動

画を作成し、異なるジャンルや物語の要素につい

て学習しながら、リーディング、ライティング、グラ

マーや語彙力を強化していきます。ナレーションを

することによる発音矯正や、動画の作成の中での

クラスメートとのディスカッションを通して、スピーキ

ング力の向上を目指します。

下記の4つの各テーマを４週間毎に学びます。

• International Business and Global Marketing in English

• Human Resource Management in English

• Business Communication in English

• International Cultural Interactions

現在ビジネス分野で就業中や、将来

英語を使った分野での就職を希望し

ている、そんなあなたのためのプログ

ラムです。様々な職場で想定されるビ

ジネス英語の基礎を
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CoreまたはPlusクラス受講の全ての学生の授業料に含ま

れるスチューデントサービス。

月～木曜日3:40 – 4:40の間ならいつでも好きな時に出入りがで

きるのがスタディラボの良いところです。

ひとりで勉強するよりも、楽しく効果的にスタディラボで一緒に勉

強しましょう！

CoreまたはPlusクラス受講の全ての学生の授業料に含まれる

スチューデントサービス。

せっかくVGCで一生懸命英語を勉強したのに、日

本に帰ってしまって英語を話す機会が減って、ど

んどん英語を忘れてしまう・・・。そう感じた事はあ

りませんか？卒業後に英語に触れる機会として、

オンライン学習のコンティニューイングスタディを毎

週提供いたします。“VGCファミリー”の証として卒

業後も一緒に学んで下さい。
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あたなに必要な
サポート

ワークショップ

金曜日の午後の無料ワークショップでは、授業では得ら

れない様々な学習を提供しています。ワークショップでは

お仕事探しや移民などに関する問題について、最新、有

効な情報をお届けします。

次の内容を含むワークショップを提供しています：

レジメ作り、面接について、ビザ申請について、カナダの

文化について　等々。

コンティニューイングスタディ 
/ CONTINUING STUDIES
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 “They have a program that is designed 
to enable you to achieve your goals in a very 

short time.”

Fabiola Gonzales, 
VGC メキシコ人生徒

在学生並びに卒業生へ

あなたが必要とするサポートがすべてここに。

VGCはみなさんが授業後のサポートや勉強する場

所、追加の課題などを必要としているのを知っていま

す。VGCでは質の高い教師が必ずいる、出入り自由で

快適なスタディラボという自習室のサービスを提供して

います。スタディラボでは以下のことができます。

• 宿題をを手伝ってもらう

• 英語に関する疑問を解決する

• 勉強や練習に必要な追加の教材をもらう

• 役に立つ勉強習慣や勉強方法を習得する

• テストの復習をする

• 少人数の環境で他の生徒と勉強する
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エクスペリエンス
プログラム

VGC恒例、夏のティーンエクスペリエンスプログラムのご紹介。カナダの文化と英語学習

漬けのカナダ体験を満喫できるプログラムです。ティーンならではの日常会話学習をし

っかり学習し、カナディアンアドベンチャーをフルで体験できる、コンビネーション学習で

す！

経験豊富な教師による授業で学んだ内容を、午後のアクティビティを通して実践、習得

できる内容となります。

それだけじゃ満足できない！と言うあなたに応えた、カナダならではの大自然の中での

キャンプ体験はいかがですか？ぷリスティーン湖でのスイミング、カヌー、キャンプファ

イアー、カナダの息をのむほどの大自然をバッグに忘れられない記念写真を収めましょ

う！

カナダの高校進学や、日本の高校でも役立つ英単語（熟語等）なども含まれます。

ティーンエクスペリエンスプログラムに含まれるものは：

• ダウンタウン校舎での英語学習

• エデュケーショナルアクティビティ

• 午後のアクティビティ

• 週末旅行

人生で最高の夏を
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カナディアン    
エクスペリエンス

VGCアクティビティ

カナディアンエクスペリエンスパッケージは、英語学習の集大成とし

て、希望のアクティビティをカスタマイズ出来るプログラムです。カナダ

留学は、英語学習のみならず、人生の貴重な体験となることでしょう。

カナダ生活の中で、ローカルの観光スポットめぐりなどの日常のアク

ティビティ、そしてロッキー山脈、トフィーやサンシャインコースとでのカ

ヤック体験の小旅行などを提供しています。カナディアンエクスペリエ

ンスパッケージは、希望に合わせた旅行（3～4日の小旅行）とカナダ

文化体験が出来る様々なデイリーアクティビティから、好きなものを独

自に選択できるパッケージです。ぜひ、この機会に最高のカナダ体験

をしてみましょう。ブリティッシュコロンビアの山々でのスキーやスノー

ボード、バンクーバー近郊やグランビルアイランドでのカヤック、スタン

レーパークでのバーベキュー、サーモンフィッシング、地元カナックス

のアイスホッケー観戦などなど、数えきれない冒険を準備しています。

あなたはどんな体験がしたいですか？

VGCカナディアンエクスペリエンスは下記の内容を含みます：

VGCではカナディアンエクスペリエンスに加え、

当校オリジナルのデイリーアクティビティを準備

しています。

VGCではクラス以外で新しい友達を作り、アクテ

ィビティを通して新しい単語を学び、しっかり学

び、しっかり遊ぶ機会を持っていただきたいと思

っています。

春
トフィーノ/バンクーバー島への旅行 • バンクーバー水族館 • アートギャラリーツアー • ホワイトキャップ 
• サッカーゲーム観覧 • スタンレーパークバイクライド • ジャイアンツホッケーゲーム観覧

夏
ロッキーマウンテン旅行 • スキムボード • ホワイトウォーターラフティング • ホエールウォッチング • 
カヤック • ビーチBBQ

秋
サンシャインコーストカヤック • ビクトリアツアー • カナックスNHL ホッケー観覧 • 水上飛行機遊覧観光 • 
カナディアンサンクスギビング • BCライオンズ（カナダフットボール）観覧

冬
スキー/スノーボード • ウィスラー旅行 • スノーシューイング • カーリング • スノーチュービング • 
アイススケート

アクティビティ一覧：

ノースバンクーバーハイキング • スポーツ（サッ

カー、バレーボール、バスケなど） • スタンレー

パークバイキング • アイススケート•  水族館ツ

アー • ビーチBBQ • パブナイト • レーザータグ 

など・・・
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プログラムスタート日
並びにカナダの祝日

バンクーバー公共交通機関
全てのバスやその他の交通公共機関は、VGC
から2ブロックの場所から乗降可能です。
大変便利な場所に位置しています。
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www.VGC.ca

www.VGC.ca

 “The pride of this school is the staff. All 
the people who work here are very focused on 

your success.”

Maxim Paramonov, 
VGC ロシア人生徒  “VGC has nice staff and good mix of 

nationalities, so we have  more chances to 
interact with  students from different countries 

and learn a lot.”

Ja Young Kim, 
VGC 韓国人生徒

 “We have a close relationship with 
the entire VGC team - with the teachers as 

well as with the administrative team.”

Majdouline Bouchioua,
VGC フランス人生徒

 “If I could offer you a piece of advice, 
it would be: come here because it’s a really 
good school. The longer you can stay here, 

the better.”

Frederico Oliveira, VGC 

Student ブラジル人生徒
 “I advise anyone who really wants to 

study to come to Vancouver because it’s the 
best place you can go to.”

Mohammed Al-Hassan,
VGC サウジアラビア人生徒

 “I highly recommend this school 
because in this environment, where 

everybody speaks English, it’s much easier 
to improve your English skills.”

Emese Kalman, 
VGC ハンガリー人生徒


