
 
 

2015 KGIC Japan Office / KGIC_KGIBC_Full_Info  Last update Dec, 2014  Ver.2015-0101                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

▮  ジュニア留学

KGIC では、6 歳（小学生）以上を対象に「チルドレン/ジュニア ESL プログラ

ム」を開講しています。プログラムでは英語力 UP はもちろんのこと、海外

生活体験、異文化体験の場として活用することができます。 

全ての学生はホームステイ滞在となるために、カナダの文化を肌で体感

することができます。その他、世界各国からも多くの学生が参加をしており、

世界中に友達を作ることができます。 

 

▮  英語学習

英語の基本である「読む、書く、聞く、話す」の 4 つのスキルをバランスよく

学習します。その中で、毎日の自然なコミュニケーションの手段として英語

が使えるように、英語で理解し英語で意思伝達を行えるように学習を行い

ます。 

≪チルドレン/ジュニア ESL≫ 

プログラムは、チルドレン（6 歳～12 歳）、ジュニア（12 歳～17 歳）と分けて

カリキュラムを作成しています。 

クラスでは多くの発言の機会、クラス内のでアクティビティー、多くの対話

やコミュニケーションの中から、机の上の英語ではなく、実践できる英語の

習得を目指します。 

また、、楽しく学べる学習トピック、子どもらしい英語表現などジュニアを対

象とした内容をフレンドリーで優しく経験豊かな先生が教えてくれます。 
 

▮   厳選されたホームステイでの滞在

厳選されたホームステイでは、フレンドリーな環境の中カナダの文化を学び

ながら、そして英語を学びながら快適なカナダライフを送ることができます。

16 歳未満の学生へはホームステイと学校間の毎日の送迎を行います 
 

▮ 日本語アシスタント 

サレーキャンパスには日本語を話すスタッフが勤務しています。 

プログラム参加中は、質問や疑問、困ったこと、心配事など英語ではうまく表

現できない時には日本語でのアシスタントを受けることができます。 
 

 

 

 
 

バンクーバー郊外の静かなエリアで行うジュニア留学！ 
 3000 人以上の卒業生！定評のあるノウハウと実績。  

 1 年を通してプログラム開講。毎週月曜日から入学が可能。  

 「読む、書く、聞く、話す」と基礎から学べる総合英語学習プログラム。  

 公立学校と提携、進学まで可能な定評のあるカリキュラム。  

 夏季と冬季には多くのスクールトリップやアクティビティーの実施。  

 

 
～カナダ公立学校へ進学も可能なブリッジプログラム～ 

  

 プログラム開始日： 毎週月曜日から入学が可能（月曜日が祝日の際は火曜日） 

 プログラム期間： 2 週間～ 

 参加年齢：  チルドレン ESL 6 歳（小学生）以上、ジュニア ESL 12 歳（中学生）以上  

 開催キャンパス： カナダ・ブリティッシュコロンビア州 サレー市 KGIC サレーキャンパス 
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チルドレン/ジュニア ESL  プログラム
 ～カナダ公立学校へ進学も可能なブリッジプログラム～

 

▮   チルドレン / ジュニア ESL プログラム

≪チルドレン ESL（6 歳～12 歳）≫ 

カナダの小学校で行われているスタイル。まるでカナダ小学校に通っているような内容での英語学習 

 カレンダー＆対話 

日付、曜日、天気、数字、気分などを対話を交えて楽しく学習 

 Show & Tell 

「これは何？」さまざまな物や事を英語で説明 

 インタラクティブラーニング 

クイズ、ゲーム、トリビアなどを通じて単語、表現、発音、文法な

どを多くの会話の中から楽しく学習 

 アカデミック学習 

カナダの公立学校で使われてる科目を用いて、学校生活で必要

となるデイリースキルやコミュニケーションを学習 

 フィジカルエデュケーション 

クラス内、時にはクラスを飛び出して、体を動かしての英語学習 

 ライブラリー 

図書を通じて様々な学習を行います。また、学校近くの図書館

へ行くことともあります。ステーション 

 ストーリータイム 

教師による朗読。それを通じて、リスニング、ストーリーの英語理

解、またその後のクイズを通じての読解力の強化 
 

≪ジュニア ESL（12 歳～17 歳）≫ 

「読む、書く、聞く、話す」を中心に、英語の基本をしっかり学習。 

 文法 

毎日の英語の中で自然に文法が使えるように多くのコミュニケ

ーションを通じて学習 

 リーディング＆ライティング 

ジュニア専用の教科書「PACE」を用いての学習。多くの学習トピ

ックを用いて、学生が苦手とする分野を楽しく学習 

 リスニング 

単語やフレーズの聞き取りから始まり、会話やニュースなどと毎

日の英語リスニングから、より高いレベルの学習 

 スピーキング/アカデミック学習 

カナダの公立学校で使われている科目「数学、国語、理科、社

会を多くのスピーキングアクティビティーを用いて学習。 
 

 

 Mon Tue Wed Thu Fri 

9:00-9:15 
カレンダー＆ 

対話 

カレンダー＆ 

対話 

カレンダー＆ 

対話 

カレンダー＆ 

対話 

カレンダー＆ 

対話 

9:15-9:45 日記 Show＆Tell 日記 ライティング 日記 

9:45-10:00 
インタラクティブ 

ラーニング 

インタラクティブ 

ラーニング 

インタラクティブ 

ラーニング 

インタラクティブ 

ラーニング 

インタラクティブ 

ラーニング 

10:20-10:50 単語綴り 
フォニックス 

（発音学習） 

フォニックス 

《発音学習》 
単語綴り 

フィジカル 

エデュケーション 
10:50-11:30 

ランゲージアート 

（読み書き） 
アカデミック学習 文法 コンピューター 

11:40-12:00 文法 リスニング サイエンス アカデミック学習 文法 

12:30-13:30 ランチタイム ランチタイム ランチタイム ランチタイム ランチタイム 

13:30-13:50 

ライブラリー 

ストーリータイム 

リーディング 

ストーリータイム 

リーディング 

13:50-14:10 スピーキング リスニング 

14:10-15:00 アート アカデミック学習 ステーション 
スピーキング 
（14：30で終了） 

 Mon Tue Wed Thu Fri 

9:00-10:10 文法 文法 文法 文法 文法 

10:20-11:30 
リーディング＆ 

ライティング 

リーディング＆ 

ライティング 

リーディング＆ 

ライティング 

リーディング＆ 

ライティング 

リーディング＆ 

ライティング 

11:40–12:30 リスニング リスニング リスニング リスニング リスニング 

12:30–13:30 ランチタイム ランチタイム ランチタイム ランチタイム ランチタイム 

13:30–15:00 
スピーキング/ 

アカデミック学習 

スピーキング/ 

アカデミック学習 

スピーキング/ 

アカデミック学習 

スピーキング/ 

アカデミック学習 
発音矯正 

（14：30で終了） 
15:10–16:00 

選択クラス 
（夏季、冬季のみ） 

選択クラス 
（夏季、冬季のみ） 

選択クラス 
（夏季、冬季のみ） 

選択クラス 
（夏季、冬季のみ） 

▮ アクティビティー 

 KGIC アクティビティー 

毎月、サレーキャンパスにて様々な内容で行われている一般のアクティ

ビティーへ参加が可能です。 

（*年齢や安全性などの面からジュニア学生は参加ができない内容もあります。） 
 

 チルドレン/ジュニア専用アクティビティー 

夏季、冬季にはハイキング、スポーツ、ボーリング、スキー、スノーボード、

スケート、ゲストスピーカー（マジシャン、消防士など）、スポーツ大会など

のジュニア専用アクティビティーを全員参加で実施しています。（無料） 
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カナダ高校進学 
～チルドレン/ジュニア ESLプログラム～ 

 

▮ KGICの ESLから始める小・中・高校進学 
チルドレン/ジュニアESLプログラムは、BC州にある教育委員会、私立学校と提携を結び、

カナダの小学・中学・高校への進学が可能なブリッジプログラムとしても機能をします。 

プログラムには通常の英語レッスンの中に、アカデミックコンテンツとして、公立学校で学

習する算数や理科、地理、歴史などのトピックを組み込み、進学をした際にカナダの教育

システムへスムーズに溶け込めるように工夫がされています。 

 
  

STEP 1 

 

 進学先の教育機関、開始時期の決定

 通いたいその地域（教育委員会）の決定。 

＊ 公立学校は、学校を指定するのではなく、通いたい学区を選択するようになります。 

 KGICの開始は毎週月曜日から可能です。 

 公立高校の開始時期は 9月（前期/新学期）、もしくは 2月（後期）となります。 

STEP 2 

 

申込書（KGIC）＆申込書（進学先） 

 KGIC申込書の提出。 

 希望の進学先教育委員会の連絡。必要書類のご案内をします。 

 進学先希望の教育委員会の申込書、必要書類（過去 2年間分の成績表（英文）等）の提出 

（KGICが進学先学校等の申込み手続きを行います。） 

STEP 3 

 

入学許可書（KGIC＆進学先教育機関）の発行 

 KGICの授業料、進学先教育委員会へのデポジット、その他の費用のお支払い 

 支払い確認後 KGIC＆進学先教育機関の入学許可書の発行。 

 カストディアンシップレターの発行（KGICへ依頼をされた時のみ） 

STEP 4 

 

KGICへの入学 

 プレイスメントテスト、オリエンテーションなど、プログラムの開始 

 ESLプログラムにて英語力の向上 

STEP 5 

 

ブリッジ先への進学 

 KGICの ESLレベル 4 を修了での進学では、カナディアンと同じ授業の受講ができます。 

（ESLレベル 4以下での進学時には、進学先でも英語レッスンが必要になることがあります。） 

 

 

 

    

KGIC入学 
KGICにて 

英語学習 

 

ホームステイ移動 

オリエンテーション 
高校進学 

公立高校 

修了/卒業 

 

 毎週月曜日で入学可能 

 期間は 1週間から可能 
 

一般的な例： 

ケース 1: KGIC4月～8月（5 ヵ月） 

公立高校（9月～） 
 

ケース 2: KGIC７月下旬～8月（1ヵ月） 

公立高校（9月～） 

前期（9月）入学⇒8月後半 

後期（2月）入学⇒1月後半 
 

ホームステイの変更： 

高校付近のファミリーに変更とな

ります。 

（ファミリーインフォは移動日より 

2週間前のお渡しとなります。） 

カナダの教育システム  

新学期：9月～6月、7月＆8月 夏休み 

公立高校入学時期：9月（前期）、2月（後期） 
 

サマースクール： 

夏期はサマースクールなどが行われ、単位の

補充などを行うことができます。 

プログラムの簡単な流れ 

進学までの５ステップ
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カナダ高校進学 
～チルドレン/ジュニア ESLプログラム～ 

 

 
 

▮ 進学先教育機関の特徴 
【ラングレー教育委員会】 

 Welcome to Langley! 

バンクーバーから東へ45キロ（バンクーバー空港から車で50分）に位置しています。 

ラングレーはアットホームで人々の触れ合いを大切にする、大変に治安のよい親しみやす

いコミュニティーです。人口13万人の95％以上が英語を母語としているため、カナディアン・

ライフに浸ってカナダ文化をを肌で感じ、しっかりと英語学ぶ機会を得ることができます。 

 学習環境 

過去10年間で1000人を超える留学生を受け入れ実績、しっかりとしたノウハウ 

約40の学校、約1万8千人の学生が在籍、95％がネイティブカナディアン 
 

 留学生向け英語サポート 

留学生は入学時に英語判断が行われ、その結果によりどの程度の英語学習のサポート

が必要かをを判定します。 

カナダ人と机を並べて学習する一般クラスへなるべく早く編入を目指すことを基本方針と

しています。一般クラスへの編入に際しては、生徒の英語力に適したクラスと科目内容を

重視して配属しています。 
 

 留学生向けのスペシャルサービス 

高校留学は決してなまやさしいものではありません。新しい教育方法、カリキュラム、日課などすべて今まで自分が慣れ親しんでき

た方法と異なっているかもしれません。ラングレー市の各学校には留学生専門のコーディネーターがおり、学習面、友人関係、精神

面などあらゆる面でサポートを行います。  
 

【チリワック教育委員会】 

 Welcome to Chilliwack! 

チリワック市は人口約7万人の安全でとても温かいフレンドリーな環境に溢れる市 
 

 英語学習に理想的な環境 

チリワック市のは98％の学生がネイティブカナディアン 

インターナショナル・ストューデント（留学生）はクラスに1人 
 
 

 学習のチャンス 

クラスは英語クラスを始め、サイエンス、数学（算数）、コンピューター、アートなどバラエテ

ィーに溢れています。卒業した留学生の多くは、カナダの大学へ進学をしています。 
 

 留学生向けのスペシャルサービス 

留学プログラムディレクターよるカウンセリングとサポート 

2人のホームステイコーディネーターによる厳選されたホストファミリーの紹介 
 

キリスト教系の私立学校「St. John Brebeufセカンダリースクール」とも提携をしています。 

また、バンクーバー周辺の公立の教育学区「デルタ」「サレー」への進学も可能です。詳細はお問い合わせ下さい。 


