
SSLC/VIC-CCでは、実践的な英語スキルを⾝につけ
英語で専⾨知識を学び、キャリアにつながる就労経験まで

トータルで実現可能。将来のキャリアにつながる留学、

キャリアアップを⽬指す本気の留学を⽬指す⽅に最適な学校です。
 

【SSLC/VIC-CC５つのポイント】
    １．安⼼して留学⽣活をスタートできるスチューデントサポート

 ２．英語の基礎を底上げをするESLプログラム
    ３．ワンランク上の英語⼒をみにつける英語専⾨プログラム

    ４．英語で専⾨知識やスキルを学ぶキャリアカレッジプログラム
 ５．PracticumやCo-opで英語での実践経験をつむ

 

英語をツール化し、新たなスキルと専⾨知識を習得

キャリアにつながる留学を実現させる！

 

バンクーバー トロントビクトリア

Vancouver
International
College
Career Campus



S S L C / V I C - C Cで⽬指すキャリアにつながる留学

カナダ 3都市4キャンパス留学

SSLCスタッフが
⼀⼈⼀⼈のゴールに合わせて

キャリアプランニング！

英語をしっかり学び

⾝につけるSSLC ESLだから、
あなたの夢の実現を可能にします。

ESL
パワースピーキング(PMM)
ビジネス英語(BE)
テスト対策(IELTS)
パスウェイ(EPE)
キャビンクルートレーニング (CACCT)
バケーションプログラム

最少年齢：16歳
規模：通常期 150名程度 夏期 350名程度
⽇本⼈スタッフ：常駐

開講プログラム：

ESL/ Teens ESL(春〜夏)/チルドレン ESL(夏)
パワースピーキング(PMM)
ビジネス英語(BE)
テスト対策(IELTS)
パスウェイ(EPE)
バケーションプログラム

最少年齢：16歳 (春 14歳~, 夏 6歳~ )
規模：通常期 250名程度 夏期 450名程度
⽇本⼈スタッフ：常駐

開講プログラム：

ESL
パワースピーキング(PMM)
ビジネス英語(BE)
テスト対策(IELTS)
パスウェイ(EPE)
バケーションプログラム

最少年齢：16歳 
規模：通常期 80名程度 夏期 150名程度
⽇本⼈スタッフ：常駐

開講プログラム：

CIBT Education Group
SSLC/VIC-CCはCIBT Education Groupの傘下に位置し、バンクーバーにおいては幅広いロケーションにて学⽣レジデンスを
提供。また個々の留学の⽬的や将来の⽬標に合わせて語学学校からカレッジまで様々なプログラムを受講可能です。カナダ最⼤の

教育グループがみなさんの留学⽣活を包括的にサポートします。

SSLCでは豊富な英語専⾨プログラム、VIC-CCではキャリアに直結する様々なプログラムや実務経験が得られるCo-oP/Practicum
の受講が可能！姉妹校のSSCにてカナダ⼈学⽣と机を並べてビジネス、ホスピタリティ、貿易、幼児教育、ヘルスケアプログラムな
どを学ぶこともできます。英語だけではない、英語プラスαの留学で就活やキャリアアップに有利になるスキルを⾝につけることが
できます。

キャリアプランニング
まずは英語の基礎⼒を⾝につけ、英語の応⽤⼒がついた時点で、数多くのプログラムから⾃分の⽬的に合った次のステップを幅広

い選択肢の中から決めることができます。また、SSLC では多くの学⽣がキャリアアップを⽬指し、留学⽣活を送っています。多
くの仲間達の中で切磋琢磨しながら情報交換が⾏い、また毎⽉のデモレッスンや体験レッスンなど、渡加後に視野を広げることが

できます。SSLCなら現地で⾒つかった⾃分の⽬的に合わせてプログラムを選んでいくことが可能です！

SSLC バンクーバー SSLC トロント 

SSLC ビクトリア VIC-CCバンクーバー

TESOL/TESOL-Children/ TESOL-Teens & Adult
ビジネスプログラム (AGBE/GBE)
カスタマーサービスプログラム(ACSP/CSP)
デジタルマーケティング(DMP-Co-op/DMP)
Co-opプログラム

最少年齢：18歳 
規模：150名程度
⽇本⼈スタッフ：SSLCスタッフが兼任
開講プログラム：
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キャリパス 5つのポイント

プログラム変更が⾃由なキャリパスでは、カナダに渡航後⾃分の⽬的に合わせてプログラムをカスタマイズ！

英語⼒を徹底的に向上。スピーキング強化でワーホリに備える。仕事に強いビジネススキルを伸ばす。

プログラムの組合せは100パターン以上！お申込み週数内であれば授業料の追加なしにプログラムの変更が可能。英
語⼒の伸びに合わせて段階的にステップアップができるから、⾃分ペースで英語⼒のレベルアップが可能。基礎⼒を

固め英語を使いこなす『英語のツール化』そして、ツールとなった英語で新しい専⾨知識を構築し、実践に繋げ『知

識のスキル化』が可能なのがSSLC/VIC-CCのキャリパス！本当に取りたいプログラムを受講可能。「渡航後にでき
た新しいゴール」「英語⼒の伸びが早かった」「留学の⽬的変更」その時の本当にやりたいを実現。⾃分らしい留学

スタイルを⾒つけて、⾶躍のスキルを⼿に⼊れる！

英語⼒の伸びや⾃分の興味∕⽬的に

合わせてプログラムを組み合わせる

パワースピーキング

ビジネス英語

テスト対策

⼤学進学準備

ビジネス

カスタマーサービス

TESOL

キャリパスサンプルモデル

POINT

キャリパス

まずは「英語」！基礎を固めてそ

の後、キャリアにつながるスキル

を⾝につけたい・・・ どのプロ

グラムが⾃分にとって最適か決め

られない・・・カナダで⾃分の可

能性に挑戦したい・・・ ！本当

に⾃分がやりたい留学をカスタマ

イズ！

現地で⽇本⼈アドバイザーによるキャリアカウンセリング

英語⼒の伸びを⾒ながら、受講プログラムをじっくり相談

実際のクラスでの体験授業

クラスを⾒てからのプログラム編⼊が可能

基礎英語⼒ 応⽤英語⼒ 英語で知識構築 実践

CAREER PATHWAY

⼀般英語 (ESL) Co-op
Practicum
ワーホリ

英語のレベルアップ 英語のツール化 知識のスキル化

姉妹校へも編⼊可能。受講パターンは100通り以上！
プログラム例: PMM、ビジネス英語、テスト対策、ビジネス、TESOLなど

渡航後に現地で決められるから、その時の実⼒に応じて⽬的に⼀番合った

最適なプログラムを受講！ キャリパスで将来の成功を実現！

⽇本で決めるのは就学週数だけ！

授業料の追加なしでプログラム変更が可能！

キャリパスはこんな⽅にお勧め！ 

キャリパスの注意点
プログラム変更は⼊学基準を満た

してから現地で⾏われます。渡航

前に専⾨プログラムへの登録はで

きないので、希望の時期にプログ

ラムの受講ができない場合もあり

ます。
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 英語の４技能を基礎からしっかり底上げする

 応⽤英語、実践英語の⼟台となる'使える’英語を習得する

スキル別レベルシステム

SSLCではカナダでの⽣活に役⽴つ英語の習得、4科⽬×6レベ
ルで24クラスに細分化されたクラスに対応できるよう、オリ
ジナルのカリキュラム、教科書を使⽤しています。オリジナ

ル教材では、留学⽣に合った内容で授業が⾏なうことがで

き、カナダ⽣活やキャリアアップに必要な内容を取り⼊れ留

学⽣活をサポートしています。

 基本の4技能をしっかり学習

オリジナル教材

毎⽉、⽉末に科⽬ごとにテストを⾏

い、授業の評価と合わせて翌⽉のレ

ベルを決定します。⽉の最後の⽇に

は授業の理解度、課題やプレゼンテ

ーションなどの評価、英語の上達

度、個々の弱点などを記載した、プ

ログレスレポート（成績表）を科⽬

ごとに発⾏し、翌⽉への学習プラン

へ役⽴てることができます。

ESLではフレキシブルレベルシステムを導⼊し「⽂法、リスニ
ング、読み書き、発⾳ & コミュニケーション」各スキルそれ
ぞれのレベル分けを⾏います。そのため、⽂法ではレベル4、
リスニングはレベル2などと、それぞれのスキルレベルにあっ
た授業を受けることが可能となり、苦⼿を強化し、得意を伸

ばすカリキュラムとなっており、着実な英語⼒アップを⽬指

せます。

毎⽉のテストと成績表

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。カリキュラムはその4つのスキルを
「⽂法、リスニング、読み書き、発⾳ & コミュニケーショ
ン」と構成、英語の基礎をバランス良く学習します。基本を

学習することにより、その後のステップアップに必要な基礎

スキルをしっかり⾝に着けることができます。

ESL
1レベルが３ヵ⽉のカリキュラムでしっかり積み上げ学習

4科⽬×6レベルで、24クラスにまで細分化

⼀⼈⼀⼈のレベルに合ったスキル別レベル分け

複数のインストラクターから学ぶ活きた英語

POINT

English as a Second Language

SSLCプログラムガイド SSLC紹介動画
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*各クラス後に休憩時間が含まれます。
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放課後無料クラス

SSLCは頑張る学⽣を100％応援します！

もっと勉強したい！もっと英語を上達させたい！

そんな学⽣の声を受け、SSLCでは放課後無料クラスやクラ
ブ、ワークショップを提供。受講するかどうかは⾃分で決め

られるので、⾃分のペースで勉強することができます。

SSLCではしっかりとした基礎⼒をつけるために、ESLでは
各スキルそれぞれのレベルにあったクラスで学びます。選

択科⽬はなく、固定のスケジュールとなっているため、苦

⼿な部分もしっかり強化することができます。

また、SSLCではESLの次のステップとしてフルタイムの
応⽤英語プログラムやVIC-CCのキャリアプログラムを受講
可能。クラスレベルがIntermediate以上、⼜はSSLC
onlineテストやTOEICなどの公式スコアで⼀定以上のスコ
アを獲得できれば、基礎があるからこそ学べる応⽤英語や

キャリアプログラムに挑戦ができます。レベルが上れば上

がるほど、出来ることの幅が広がり、専⾨的な英語⼒や知

識の獲得、またCo-opやバイトにも挑戦が可能。語学だけ
では終わらないプラスα留学ができるので、モチベーション
を⾼く保ちながら就学することが可能です。



        

 実践の場で使える⼀つ上の英語⼒を⾝につける

⽬的や強化したいポイントにあわせて選べるプログラム

ビジネス英語 ( B E )パワースピーキング ( P M M )
PMMでは多くのディスカッション・ディベートを⾏い、クリ
ティカルシンキングの⼒を養うとともに、スピーチ⼒、プレゼ

ンテーション⼒、伝達⼒、発⾔⼒、主張⼒の向上を⽬指しま

す。英語で⾃分の意思を伝えられるよう、意⾒を交わせられる

ように徹底的にスピーキング⼒を磨き「効果的に英語で表現で

きるようになる！」、「抜群のプレゼン⼒を⾝に付ける！」が

プログラムのゴールです。

＜プログラムの特徴＞

◆即時の間違い修正、相互フィードバック
◆発⾳矯正など、より伝わるスピーキングスキル指導
◆ボディーランゲージ、アイコンタクトなどプレゼン技術指導
◆毎週のプレゼンテーションをビデオ撮影しフィードバック

テスト対策 ( I E L T S )

BEでは様々なビジネストピックを⽤いた実践的なエクササイ
ズを通じて、ビジネス環境に適応する英語スキル(⽂法、スピ
ーキング、読み書き)の習得を⽬指します。グローバルなビジ
ネス環境に対応した流暢な表現⼒とコミュニケーション⼒を習

得します。また、英語だけではなく国際的なビジネストピック

や経済問題に取り組みながら、⾃分の考えを突き詰めるクリテ

ィカルシンキング⼒の育成も⾏うため、グローバル環境でキャ

リアアップを⽬指す⽅に最適なプログラムです。

＜プログラムの特徴＞
◆ロールプレイ、ディスカッション、リサーチなど実践学習
◆毎週おこなわれるプレゼンテーション
◆最新の経済、時事問題をトピックに、思考⼒と伝達⼒の向上

⼤学進学準備 ( E P E )
IELTSではテストの傾向と対策、それを通じての総合的な英語
⼒の向上を⽬指します。授業では「リスニング、リーディン

グ、ライティング、スピーキング」の4部⾨の英語スキルを偏
りなく向上させることに焦点が置かれ、苦⼿分野を作らず⾼得

点を取得できるよう対策を⾏います。特に多くの⼈に苦⼿とさ

れるエッセイライティングやスピーキングでもしっかりと得点

をとれることを⽬指します。

＜プログラムの特徴＞

◆毎週⾏われる模擬テスト∕スピーキング模擬テスト
◆頻出の単語、熟語への徹底対策
◆テスト対策を通じて総合的な英語⼒の底上げ

EPEでは⼤学へ進学した後に必要になるクリティカルシンキン
グの⼒や⾼度なアカデミック英語の取得を⽬指します。アカデ

ミックボキャブラリー、リーディング、エッセイ・リサーチペ

ーパーの書き⽅、プレゼンテーションの仕⽅やディスカッショ

ンの練習などを徹底的に⾏い、英語圏の⼤学で通⽤する知識や

スキルを⾝につけます。EPEを修了した学⽣は、提携の⼤学や
カレッジへIELTSなどの英語テストのスコアなしに進学するこ
とが可能です。

＜プログラムの特徴＞

◆カレッジ仕様の教科書とトピックを扱った講義スタイル授業
◆効果的なノートの取り⽅、プレゼンテーションスキル
◆ディスカッション⼒、クリティカルシンキング⼒の育成

キャビンクルートレーニング 

( C A C C T )         SSLC パスウェイの特徴
SSLCパスウェイではあなたが⽬指す進学が実現できる
よう、アカデミック⾯のサポートや進学に必要なツールと

スキルの構築、⼿続きなど、進学に必要な様々なサポート

を⾏います。

SP
フルタイム26.5時間の短期集中型英語専⾨プログラム
仕事、キャリア、進学に直通する⾼い英語⼒の構築

ツールとして英語を使う⼀般英語の次のステージを⽬指す

 ステップアップでモチベーションをキープ

SPECIALIZED PROGRAM

トロント校限定で開講されているキャビンクルートレーニン

グ (CACCT) では航空会社で働く際に必要となる英語にフォー
カスし 、専⾨⽤語やコミュニケーションの⽅法を学びます。
キャビンクルーとして必要な知識や接客のプロに必要な質の

⾼いホスピタリティースキルの習得も⽬指します 。キャビン
クルーとしての知識、航空機の仕組み 、乗客、クルー間での
コミュニケションから安全対策まで幅広い内容 を学び、将
来、旅⾏関係 や航空関係、空港などでの就職を希望される⽅
におすすめのプログラムです。

＜プログラムの特徴＞

◆航空業界に関連するフィールドトリップ
◆キャビンクルーの業務や知識 、接客など実践⼒の習得
◆空港会社への履歴書の書き⽅や⾯接スキルの習得

•50以上のカレッジや⼤学と提携。進学のプランニングと
  準備を⾏います。
• SSLC⽣への無料⼤学申請⼿続きサービス
• 経験と知識豊富な講師陣、進学アドバイザー、⽇本⼈
   アドバイザーからの進学サポート
• パートナーカレッジや⼤学からの条件付き⼊学許可証
  ⼜は⼊学許可証の取得サポート
• IELTS⼜は TOEFL® スコアなしでのパートナー
  カレッジや⼤学への⼊学

POINT

SSLCプログラムガイド PMM学⽣動画
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 CAREER COLLEGE  

＜受講モジュール例＞

＜受講モジュール例＞

 

 

 
Global Business Expertise(GBE)は、インターナショナルビジネス を中
⼼としたカリキュラムで構成されており、ビジネス全般の知識、 国際ビジ
ネスで通⽤する考える⼒、ビジネス理論、グローバルマー ケットに通⽤す
るビジネス知識、そして実践⼒を⾝に付けることがで きます。
4〜6モジュール(16〜24週間)受講後に4週間 の無給インターンシップが出
来るオプション（GBE with Practicum)、また4モジュールの受講後に16
週間のCo-op、6モジュール後に最⼤24週間(計400- 636時間)Co-opを⾏
うことも出来ます（AGBE）。Practicum、Co-opともに座学で学んだこ
とが⽣かせる実習先であることが必須であり、カナダでのオフィスで実務

経験を積む挑戦をすることも可能です*。

 

カナダのキャリアカレッジで英語で学ぶ

履歴書にかけるカナダの学位を取得できる

Co-op∕Practicumを通してカナダで就労経験
４週間単位で興味のあるテーマのみの履修可能

最短６か⽉で座学モジュールとCo-opが受講可能

TESOLとは、Teaching English to Speakers of Other Languages の略
で、英語が⺟国語ではない⼈々向けに英語を教える際に使う 教授法に関す
る資格のことです。VIC-CCのTESOLは留学⽣向けに独⾃に開発をされた
カリキュラムを使⽤。短期集中でしっかりと基礎を⾝に着け教えることが

できるよう、実践的なプログラムが組まれています。年齢別の教授法が学

べる“TESOL for Children”と “TESOL for Teens and Adults”も開講して
おり、年齢層に合わせた英語の教え⽅、クラスの マネジメント⽅法、効果
的な教材の⽤い⽅やフィードバック⽅法まで 学ぶことが出来ます。また、
プロクラム直後より連続して、4週間の教育実習を⾏うことも可能です。

＜受講モジュール例＞

＜⼊学基準＞

IELTS 5.5, TOEIC 650 TOEFL iBT 61 or
 VIC-CCテストのいずれか＋インタビュー

＜⼊学基準＞

IIELTS 4.5, TOEIC 550 TOEFL iBT 53 or VIC-CC
テストのいずれか＋インタ ビュー

＜⼊学基準＞

 GBE/GBE with Practicum :
 IELTS 5.5, TOEIC 650 TOEFL iBT 61 
 AGBE : IELTS 6.0, TOEIC 750 TOEFL iBT 71 
 or VICテストのいずれか＋インタビュー 

TESOL /TESOL for Children /TESOL for Teens ＆Adults

Customer Service Professional (CSP / ACSP)

Global Business Expertise (GBE / AGBE)

Customer Service Professional(CSP)は、カスタマー サービスをメイン
とする業種『ホテル、旅⾏、飲⻝業』はもちろんのこと、あらゆる職種に活

きるホスピタリティー能⼒を⾼めるためのプログラムです。⾃⼰分析・キャ

リアリサーチ・リーダーシップ論なども学ぶことで、”英語”を使って⾃信を
もって働くができるよう「現場で使える知識・英語」をしっかりと⾝につけ

ることが出来るカリキュラム構成。28週のアカデミックパートが終了した
後、最⼤28週 (計560時間)Co-opを⾏うことも出来ます（ACSP）。

＜⼊学基準＞

 IELTS 6.0, TOEIC 690 TOEFL iBT 60
 or VICテストのいずれか＋インタビュー 

座学期間中

バイトも可能

プログラムに関連するに

就労内容が必須

Digital Marketing Professional (DMP / DMP-Co-op)
VIC-CCでは2023年の初めに新プログラム『Digital Marketing
Professional』の開講を予定！マーケティングや今⼈気のデジタルマーケ
ティングを基礎からしっかりと学び、スキルに繋げるプログラムです。

*Co-op先を決めるために学⽣はカナダで就活をする必要があります。Co-op先は学校が全て⼿配するのではなく、⾃主的
に動く必要がありCo-op先の職種・業種また業務の指定は出来ません。Co-op先で⾏える業務に関しては学⽣さんの英語⼒
や就労経験などが⼤きなファクターとなるため、しっかりとした英語⼒とコミュニケーション⼒を事前に構築する必要があ

ります。

POINT

VIC-CC
プログラムガイド

TESOL
解説動画

サイエンスフェア

学⽣動画

ACSP
学⽣の声動画(英語)
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 CO-OP/PRACTICUM

 

 

 

コンソルテーション

-Stepwestと⾯談を⾏い今までの
経験や要望の確認

-現実的なプレイスメントに関して
の検討

書類確認

ワークビザ、学⽣ビザ、SIN
履歴書の確認

インタビュー

-最⼤３回のインタビュー
アレンジ

-Co-opコーディネーターと
  インタビューの練習

ジョブオファー

‐各学⽣がCo-op/Practicum先と
シフトのスケジュール

‐Co-opを開始するための書類準備

会計チームのサポート

⽀払いの⼿続き

監査⼿続き

着⾦内容の確認

VIC-CCでは有給Co-opまたは無給の短期Practicumの選択が可能。期間の調整も可能なの
で、留学期間や英語⼒を踏まえ、学⽣⼀⼈⼀⼈の⽬的や⽬標にそって最良のプランニングが

できます。前半の座学部分では様々なバックグランドを持つクラスメートと共に専⾨知識や

スキルを学び、後半部分であるCo-op/Practicumの期間中は実社会での就労経験を通し学ん
だ知識を実践的に活⽤し、スキルの構築を⾏います。バンクーバーというグローバルな環境

で多様な価値観や習慣に触れ、様々バックグランドを持つ同僚やクライアントととの交流の

中で将来に役⽴つ⾼いコミュニケーションスキルを⾝に付けます。

VIC-CCのCo-op/Practicumでは専任のコーディネーターとCo-op⼿配を専⾨としている外
部の⼿配会社『Stepwest』が学⽣の『カナダでの就活』を全⾯バックアップ。プログラム開
始直後からCo-op/Practicum⽣に向けた特別オリエンテーションを⾏い、コンソルテーショ
ンや履歴書・⾯接指導を通してしっかりと『就活』の準備を⾏っていきます。最⼤３回の企

業⾯接の設定を⾏い、学⽣が座学中に学んだことを活かせる職場でCo-op/Practicumを⾏っ
ていきます。

＜業種＞

IT関連
＜ポジション＞

マーケター

パートナー企業の管理

事務⼿続きのサポート

お⽀払い⼿続き

オフィス内物品の管理

市場調査と報告

＜業種＞

物流輸送

＜ポジション＞

会計

＜業種＞

会計事務所

＜ポジション＞

税・監査関連

コンサルタント

監査準備の書類の解析

顧客情報管理

顧客対応

ブックキーピング業務

会計情報の管理と⼊⼒

期末時におけるタックスリターン

の⼿続き

バランスシートの解析

給与⽀払いの⼿続き

＜業種＞

投資関連会社

＜ポジション＞

会計・事務

AGBE with Co-op ：(Academic Term 24週間 )+ (Co-op24週間)
GBE with Co-op: (Academic Term 16週間 )+(Co-op準備１週間)+ (Co-op 16週間)＋(Co-op総括１週間)
GBE with Practicum (Academic Term 16/20/24週間 )+ (Practicum 4週間)
ACSP with Co-op:(Academic Term 28週間 )+ (Co-op 28週間)
CSP with Co-op: (Academic Term 12/16週間 )+(Co-op準備１週間)+ (Co-op 12/16週間)＋(Co-op総括１週間)

Co-op/Practicumプログラムの種類

プレイスメントの流れ

Co-opプレイスメント例

VIC-CC
Co-opマニュアル

Co-op
解説動画

AGBE
学⽣の声動画

Co-op⼿配
解説動画(英語)
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SSLCでは放課後だけではなく週末もアクティビティーを実施！
楽しくリラックスした環境の中さらに英語を上達！アクティビティ

にはカナダの季節体験や⽂化体験、とことん楽しむファンアクティビティー

などがあります。アクティビティーを通じてカナダへの理解を深めると共

に、多くの学⽣との交流を深めることができます。

 
SSLCでは表彰制度やGreen Card Systemを設け
定期的に「最も努⼒の認められた学⽣」

「前向きに学校活動に取り組んだ学⽣」を対象に表彰を

⾏い、ギフトカードなどの授与を⾏い、

努⼒する学⽣を常に応援しています。

 

ワーホリ (６カ⽉)
仕事をしてお⾦を貯める

実践的に英語を使う

 

SSLC復学 (3カ⽉)
帰国前に英語のブラシュアップ

キャリアプログラム受講で、就活に

役⽴てる

 

STUDENT SERVICE

ワーホリ⽣は⻑期休暇取得可能。
 

*復学後はビザ期限内に残りの就学期間を修了する
必要があります。

（例）

 
もっと勉強したい！もっと英語を上達させたい！

そんな学⽣の声を受け、SSLCでは放課後無料クラスやクラ
ブ、ワークショップを提供。受講するかどうかは⾃分で決

められるので、⾃分のペースで勉強することができます。

 
 

先⽣やスタッフが⺟国語を使っていないか

厳しくチェックします！

 

放課後無料クラス English Only Policy

表彰制度 SSLCは努⼒をする学⽣を応援！
 

せっかくカナダにいるのだから他の都市にも住んでみたい！

複数のキャンパスに追加料⾦なしで転校できるのが

SSLC転校制度。
ちょっと欲張って2都市・3都市留学が可能！

転校制度

休暇制度
 

せっかくカナダに来ているのだから旅⾏に⾏きたい！

SSLCでは休学制度があるのでお休みを取って旅⾏も可能！
 

*休暇は1週間単位で申請可能。
*休暇開始は必ず⽉曜⽇からとなります。

*休暇申請を2週間前に提出する必要があります。
*休暇をしたためのビザ延⻑はできません。

*英語専⾨・キャリアプログラム中は休暇はできません。
 
 
 

ワーホリ休暇制度

SSLC  (3カ⽉)
仕事探し準備

英語の基礎を固める

 

アクティビティ

 
ラフティング、カヌー、BBQ、ボートクルーズ、サッカー、
スポーツ観戦、ムービーナイト、パブナイト、観光名所訪問、

スケート、バレーボール、バスケットボール、野球、

スキートリップ、アメリカトリップ（NY、シアトル）、
ハロウィンパーティー、イースターエッグ ペイント 他

*キャンパスによってアクティビティーの内容は異なります。
 

スチューデントレジデンス

バンクーバーのダウンタウンや近郊、５ロケーションにあるGEC
スチューデントレジデンスはバスやスカイトレインなど公共交通機

関までも徒歩圏内となっており、とても便利なロケーションに位置

しています。SSLC/VIC-CC以外の現地の⼤学/カレッジ⽣も滞在
し、様々な国から来た留学⽣、またカナダ⼈の学⽣と交流を持つ機

会があります。⽣活に必要なものはそろっているので、スーツケー

ス⼀つで⼊居が可能。シェアルームやプライベートルームなど、ご

予算やニーズに合わせて滞在形式を選択できます。各ユニットにキ

ッチンや洗濯機が付いているので、⽣活にも便利です。

アクティビティ（例）

12週間以下登録 ➡最⻑ 1週間まで
12~23週間の登録   ➡最⻑ 2週間まで

24週間以上の登録  ➡最⻑ 12週間まで
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