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VANCOUVER

KELOWNA
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バンクーバー
世界一住みたい都市ランキング上位都市 

アジアへの玄関口とも言われ、異文化に興味のあるカナダ人が住

む都市です。学校は市内中心に位置し、バス、電車の交通機関、

レストランやショッピングモールなど全てに近く、とても便利で放

課後遊びに行きやすいロケーション。学校付近は公園や教会があ

り、落ち着いた雰囲気。

中規模校／学生数: 450人

国籍比率: 南米（ブラジル・メキシコ・コロンビア・パナマ）35%

              アジア（韓国・日本・台湾・ベトナム）35%

              ヨーロッパ（トルコ・スイス）10%

              中東 10%

              その他 10% 

ケロウナ
カナダ人が老後に住みたい街ランキング1位 

人口の80%が白人のカナダ人が住む街で、夏はカナダのハワイと

よばれるリゾート地です。学校はケロウナ唯一のダウンタウンに位

置し、周辺には地元のレストランやカフェがあり、総合バスロータ

リーもあるので便利。徒歩圏内にオカナガン湖があり、すぐに自

然を楽しめる環境。

小規模校／学生数: 100人

国籍比率: 南米（ブラジル・メキシコ・コロンビア・パナマ）35%

              アジア（韓国・日本・台湾・ベトナム）40%

              ヨーロッパ（トルコ・スイス）15%

              中東 5%

              その他 5% 
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カナダならではの＜多国籍な都市バンクーバー＞と＜大自然を満喫できる街ケロウナ＞にキャンパスを持つ唯一の学校です。

転校制度を活用し、生徒は異なるカナダの魅力を体験することができます。

2都市留学 (バンクーバー校／ケロウナ校)

生徒は毎日あるアクティビティに自由参加することができます。

文化体験アクティビティ／学習アクティビティ／アウトドアアクティビティの３つのカテゴリーに分かれており、アクティビティを

通して様々な体験ができます。年間の学校行事は、留学中の1番の思い出になること間違いなしです。

毎日アクティビティ／学校イベント 

月曜日～木曜日は毎日宿題が出ます。金曜日には毎週確認のテストがあり、テストの結果・出席率・担任からの評価で、週ごとの

成績を細かく見ることができます。また生徒は成績をスピーキング、リスニング、リーディング、ライティング別に見ることができる

ので、得意不得意を自身で理解することができ、午後の選択授業で不得意な分野を補い、効果的に英語力を向上していけます。

結果にコミット！(週間成績)

1988年創立の老舗校で、本気の留学
チガ

認定教育機関
International Association 
of Language Centres

International Association 
of Language Centres
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校内はカウンセリングルームを除き、母国語禁止です。厳しいようですが、母国語をクラスで話したり、他の国の人達がいる前で

話すのは、目の前で内緒話をするのと同じです。英語上達の為にも、多国籍な交友関係を築く為にも、バンウエストでは厳しく

ルールが決められています。

ENGLISH ONLY POLICYの徹底  

ネイティブと話すこと／地域社会に携わることを目的としたコースが開校されています。毎週のトピックに合わせて、クラスでアイ

ディアを出し合い企画し、最終的には課外活動（社会科見学／ボランティア）に出て実践します。学校内での英語とネイティブの

英語の違いを実感し、学校では学べない体験をすることができます。（観光局／市役所／フードバンク／ファームなど）

ケロウナボランティア体験

バンウエストのビジネス専門プログラムで、特に人気なのがCo-op付きのプログラムです。カナダで有給の就労経験をすること

ができます。提携の会社は200社以上あり、バンクーバー国際空港や世界的に有名なホテル／ワイナリーなどへのCo-op手配

実績があります。国際ビジネスについて学び、英語での就活スキルを訓練され、実際に有給で働く経験ができます。

100%CO-OP（有給インターンシップ）手配保証

• ホームステイコーディネーター／全てのホームステイは、バンウエストの審査を受けています

• アクティビティコーディネーター／アクティビティをプランニング・引率、学校イベント等も企画

• Jobコーディネーター／Co-op（有給インターンシップ）の就職を100%保証

• 母国語カウンセラー／それぞれの国のカウンセラーが生徒の学習・生活をサポート

専任スタッフ常勤 (両キャンパス)
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学習システム
時間割

ピリオド 時間

月曜日 - 金曜日

20レッスン 25レッスン 30レッスン

1 - 2 08:30 - 10:10
一般英語  /  アカデミック英語 (EAP)  /  IELTS試験対策  /  ビジネス英語

3 - 4 10:20 - 12:00

12:00 - 13:00 お昼休み

5 13:00 - 13:50 選択授業1 選択授業1

6 14:05 - 14:55 選択授業2

7 15:00 - 15:50 個別レッスン (オプション) / 放課後アクティビティ

8 16:00 - 16:50 個別レッスン (オプション) / 放課後アクティビティ

レベルチャート

COMMON 
EUROPEAN 

FRAMEWORK 
OF REFERENCE 

(CEFR)

IELTS
ACADEMIC
(SCORE)

TOEFL 
iBT 

(SCORE)
一般英語

アカデミック英語
(EAP)

IELTS 
試験対策

ビジネス英語 
LINGUASKILL 

BUSINESS

C1 7.0+ 102 - 120

IELTS 7.5

LINGUASKILL

BUSINESS

Advanced
B2

6.0 - 6.5 79 - 101 EAP 400

5.5 - 6.0

46 - 78

Level 8

EAP 300

5.0 - 5.5 Level 7
LINGUASKILL

BUSINESS

IntermediateB1

4.5 - 5.0

32 - 45

Level 6

EAP 200 IELTS 6

4.0 - 4.5 Level 5

3.0 - 4.0 0 - 31 Level 4

EAP 100

Level 3

Level 2

Level 1

生徒はスピーキング&リスニングとライティング＆リーディングのレベルをそれぞれ分けることができます。
書けるけど話せない！という生徒はスピーキング＆リスニングだけ下のクラス、ライティング＆リーディングだけ上のクラスで勉強することが可能です。

週間成績

カテゴリ リスニング スピーキング リーディング ライティング 宿題 出席率 総合成績

Level 4
1週目

80% 65% 70% 80% 100.0% 100.0% 82.5%

得意不得意を分析！

4技能 (話す・聞く・書く・読む) それぞれの成績課題の提出／出席率を合計した総合評価を各週見ることができます。

まずは「なぜ英語が話せないのか」1人1人の課題を明確にすることからはじめましょう！

&schedule level

午前のクラスは学習経過に合わせて現地で変更可能です。
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語学コース

とにかく先生が良かったです！最初のうちは語彙力がなく、クラスで分からない時もありましたが「分から

ない」と発言するだけで、先生や友達が分かるまで説明してくれて、理解が深まることが多かったです。毎

週のテストはプレッシャーでしたが、確認テストが無ければ勉強しなかったと思うので、必要だったと思い

ます。アクティビティも毎日あるので、勉強と遊びのメリハリがある学校でした。

午前：一般英語レベル3・4・5 / 午後：リスニング・発音 受講

Naoさん 大学生

選択授業
自由に選べます

スピーキング / リスニング / リーディング / ライティング / 

クリティカルリスポンス / 文法 / 単語 / 英会話 / 発音 / 

* IELTS / ビジネス英語 / ボランティア

(30レッスン受講者対象)

その他コース
• カナダ・アメリカの大学・カレッジへのパスウェイ(厳選8校)

• 親子留学 (夏季限定)

• 中・高生グループ

• 法人企業グループ

一般英語
レベル１-８

日常英会話上達の為のコースです。スピーキングの能力を上げる為には、＜聞く・話す＞だけではなく、＜読む・書く＞を通して、文章の

構成力や単語力・表現力を培うことが重要です。一般英語のコースでは4技能を通して、日常で使う英語力を高めます。

1番人気

IELTS試験対策
レベル5以上

目指すスコアに応じて2つのレベルに分かれます。

上級（IELTS 6.0）特級（IELTS 7.5）

毎週模擬テストがあり、制限時間内に問題を解く練習や自身の課題を理解した上で、学習していきます。進学や移民を目指す為だけで

なく、留学で英語力がどのくらい身に付いたのか測ることもできます。

進学・永住権を目指す人におすすめ

全4レベル: EAP100 / EAP200 / EAP300 / EAP400

現地の学校（高校／カレッジ／大学）への進学準備コースです。テクニックを習得するコースでもある為、将来的に英語を使って働きたい

人にもおすすめです。速読の練習／エッセイの書き方／ディクテーション（書取り）／プレゼンテーションなど、4技能全ての能力を鍛えて

いきます。

アカデミック英語 (EAP) 1番ハード

ENGLISH COURSES
選べる授業レッスン数

• 20レッスン（午前のみ）

• 25レッスン（午前＋午後選択授業１つ）

• 30レッスン（午前＋午後選択授業２つ）

スピーキング＆リスニング
ピリオド1-2

リーディング＆ライティング
ピリオド3-4

選択授業1
ピリオド5

選択授業2
ピリオド6

20レッスン

25レッスン

30レッスン

ビジネス英語 (LINGUASKILL BUSINESS)
レベル5以上

ビジネスシーンに特化した英語コースです。英語環境の仕事で使う単語 / 書類の書き方 / 電話対応 / 会議など、ロールプレイを含めなが

ら実践的に学習します。中級 / 上級で分かれており、就職準備／海外転勤などに向けた、本格的なビジネス英語を学ぶことができます。

ケンブリッジビジネス英語資格取得可能 (公式テストセンターです）

 就活前・ワーホリにおすすめ
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ビジネス専門プログラム

国際ビジネスコミュニケーション サティフィケート / ディプロマ
2ヶ月 or 6ヶ月 | 英語力: IELTS5.0もしくはEAP200 / Level6修了 + 高校卒業資格

サティフィケート: ビジネス専門プログラムの必修クラスを受講します。

グローバルな環境で働く為に必要な基礎知識／英語圏での就活方法を学びます。

ディプロマ: ビジネス英語検定LINGUASKILLSの授業内容を含み、より深く国際ビジネスについて学びます。

(学生ビザで週20時間まではアルバイトが可能)

CROSS-CULTURAL BUSINESS COMMUNICATION CERTIFICATE / DIPLOMA

CAREER TRAINING PROGRAMS

PROFESSIONAL CUSTOMER SERVICE CO-OP CERTIFICATE

グローバルカスタマーサービス Co-op サティフィケート
8ヶ月 | 英語力: IELTS5.5もしくはEAP300 / Level7修了 + 高校卒業資格

海外の接客業（営業ビジネス・ホテル・ツーリズム・販売など）に携わり働く為の知識を学びます。 

Co-op (有給インターン): 空港／ホテル／ワイナリー/コスメショップ／アパレル など

スケジュール: 座学 4ヶ月 → Co-op 4ヶ月 → 座学 2週

1番人気

HOSPITALITY MANAGEMENT CO-OP DIPLOMA

ホテルマネージメント Co-op ディプロマ
15ヶ月 | 英語力: IELTS5.5 もしくはEAP300 / Level7修了 + 高校卒業資格

TOEIC605点以上で直接入学可能です。

海外のホテル（フロント・バンケット・ハウスキーピング・スパ・レストランなど）に携わり働く為の知識を学びます。 

Co-op（有給インターン): ホテル／レストラン／接客など

スケジュール: 座学 4ヶ月 → Co-op 6ヶ月 → 座学 4ヶ月

BUSINESS MANAGEMENT CO-OP DIPLOMA

ビジネスマネージメント Co-op ディプロマ
15ヶ月 | 英語力: IELTS5.5もしくはEAP300 / Level7修了 + 高校卒業資格

海外のオフィスワーク（事務／会計／人事／総務）に携わり働く為の知識を学びます。 

Co-op (有給インターン): 郵便会社／デザイン会社/旅行会社 など

スケジュール: 座学 4ヶ月 → Co-op 6ヶ月 → 座学 4ヶ月

COMMERCE & MARKETING CO-OP DIPLOMA

広報 & マーケティング Co-op ディプロマ
26ヶ月 | 英語力: IELTS5.5もしくはEAP300 / Level7修了 + 高校卒業資格

海外とのマーケティングやセールス（広報／宣伝／バイヤー）に携わり働く為の知識を学びます。 

Co-op（有給インターン): 車会社／建築会社／携帯会社/アパレル／商社 など

スケジュール: 座学 4ヶ月 → Co-op 6ヶ月 → 座学 4ヶ月 → Co-op 6ヶ月 → 座学 4ヶ月

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT POST-BACCALAUREATE CERTIFICATE / DIPLOMA 

国際貿易マネージメント Co-op ポストバカロレア サティフィケート ／ ディプロマ
15ヶ月 or 28ヶ月 | 英語力: IELTS6.0もしくはEAP400修了 + 大学卒業資格

ポストバカロレアは、学士号(大学)よりも高度で専門的なプログラムとなり、その分野においてより深い知識を得る事を目的としています。

海外との貿易（物流／オペレーション／企画）に携わり働く為の知識を学びます。 

Co-op（有給インターン): メーカー／商社／量販店／運送

スケジュール (サティフィケート): 座学 8ヶ月 → Co-op 6ヶ月 → 座学 2週

スケジュール (ディプロマ): 座学 8ヶ月 → Co-op 6ヶ月 → 座学 6ヶ月 → Co-op 6ヶ月 → 座学 2週
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このプログラムで身に付いたスキルは英語力と問題解決力です。課題が多く泣きそうになるほどでしたが、

全てやりきったからこそ、今の英語力があると思います。座学でベースとなるスキルを築き、その後インター

ンするので、良いインプットとアウトプットの関係でした。問題解決力は仕事をこなしていく中で、養われま

した。カナダは他民族の国なので、皆んな違う文化や考え方で行動します。日本で起こらないようなトラブ

ルが多々あり、れを解決するために日々試行錯誤して働きました。そのような環境の中で培った問題解決力

はこれからの長い人生の中でも、必要になってくるものだと信じています。

グローバルカスタマーサービスCo-op 受講

Ryotaさん 大学生

Co-opとはプログラムの一環であり、学校で学習した内容と関連する職種で有給の職業体験

をする期間を指します。バンウエストは100％Co-op手配を保証します。生徒は実際にカナダ

の企業へ就活をする為、Jobコーディネーターより面接に受かるようにトレーニングを受けます。

ジョブフェアやボランティアへの参加、コーディネーターから提供される様々な就活ワークショッ

プを通し、「リアルな就活」をカナダで体感していきます。卒業後のカナダや日本での就活も、

怖いもの無しです！

* 卒業後の内定実績(2017年-2019年データ): 日系客室乗務員・外資客室乗務員・ホテル・ 
  大手英会話教室・国際人材派遣・外資製薬・国際弁護士秘書・留学エージェント・ 
  外資コンサル・高校英語教師など

100％CO-OP手配保証
1年留学プラン

英語学習

ビジネス
専門プログラム

Co-op
(有給インターン)

4ヵ月
アカデミック英語 

(EAP)

4ヶ月
グローバル
カスタマー

サービス座学

4ヶ月
グローバル
カスタマー

サービスCo-op

Co-op提携企業は200社以上

ブティックデザイン
事務所

車販売

コスメティックバイク
レンタル 

ローカル
カフェ

携帯
サービス

ワイナリー 運送

イベント企画人材派遣 エンター 
テイメント

大手メーカー国際空港 ホテル/
観光ガイド
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VANWEST SPECIAL Activities

学校イベント
カナディアンロッキー山脈への合同修学旅行(自由参加) 

毎年2回、バンクーバー校とケロウナ校の生徒合同で、ロッキー山脈へ旅行に行きます。

日本では見ることのできない、これぞカナダ！という景色を見ることができます。

文化祭 

毎年2回、学校内で文化祭が行われます。各国ごとにクラスを用意し、コンセプトや内容を決めて企画運営を行います。

文化祭ではダンス大会や料理対決などのイベントも開催され、大変盛り上がります。

クリスマスパーティー  /  ハロウィンパーティー  /  BBQパーティー

シアトル旅行  /  ビクトリア旅行  /  ウィスラー旅行（バンクーバー校）

毎日アクティビティ
バンウエストのアクティビティは大人気！カナダの文化を知り、色んな国の友達を作れるチャンスがたくさん！

自由参加ですが、自分の興味のあるアクティビティを見つけてどんどん参加しましょう！遊びも勉強です！

無料の英会話クラス 

常勤の先生が様々なトピックを考えています。 

(音楽 ／ 映画 ／ 旅行 ／ スポーツなど)

アウトドア 

カヤック ／ サイクリング ／ ハイキング ／ バスケ 

サッカー ／ スノボ,スキー  ／ アイススケートなど

その他 

バンクーバーとケロウナで行われる、それぞれの地域のイベント、フェスティバルなど

アミューズメント 

カーニバル (野外遊園地) ／ 美術館 

総合アミューズメント施設 ／ ダーツなど

ランゲージエクスチェンジ 

生徒が自身の母国語を英語で他の生徒に教えます。

大人気
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滞在
ホームステイもしくは学生寮の滞在アレンジが可能

学生寮 (1人部屋／自炊)
自由度の高い寮生活も大人気！クラス以外のお友達ができるチャンスです。

ホームステイ（3食付き）
バンウエストが厳選したファミリーを手配します。ネイティブと話す時間はとても大切です！

A HOME AWAY FROM Home

バンクーバー校
一軒家タイプ

ケロウナ校
学生マンション

タイプ




