
 

 
～日本の高等学校卒業資格が取れるカナダ留学～ 

 

 
 

【バンクーバー高等学院について】 

バンクーバー高等学院は、日本の通信制高等学校 8校の「サテライト教室」として、2004年にカ

ナダのサレー市（バンクーバーからモノレールで 40 分）に開校しました。 

カナダに留学しながら、高卒認定を希望される方は、バンクーバー高等学院が提携する 8つの通

信制高校のいずれかに在籍し、英語力と高校卒業の 2 つを手にすることができます。 

 

【提携する高等学校】 

１．長尾谷高等学校  http://www.nagaodani.ed.jp/ 

２．京都つくば開成高等学校 http://tkaisei-kyoto.jp/ 

３．ルネサンス高等学校       http://www.r-ac.jp/ 

４．代々木高等学校     http://www.yoyogi.ed.jp/ 

５．相生学院高等学校      http://aigaku.gr.jp/ 

６．神村学園高等部通信制課程   http://www.kamimura.ac.jp/ 

７．高野山高等学校       http://www.koyasan-h.ed.jp/myway/ 

８．星槎国際高等学校      http://www.seisa.ed.jp/ 

 

【バンクーバー高等学院の定義】 

バンクーバー高等学院は、高校生の時期に親元から離れ、大らかな国カナダで留学生活を送るこ

とで、親への感謝心と、外国語への学習意欲を育成する理念を定義として開講しています。 

 

 

【Sprott Shaw Language College (SSLC)】 

プログラムは SSLC サレーキャンパスで行われている英語プログラム「ジュニア ESL」の受講に加え、

放課後は当オフィスにて通信制高校の課題を行います。 

SSLCサレーキャンパスの「ジュニアESL」は、中学＆高校生にてクラスを編成し授業を行っています。前身のKGICと併せて20年を超える期間でジュニ

アプログラムを運営し、しっかりとしたノウハウの中で英語学習に集中し、英語力を向上させることができます。また、プログラムには同世代の他国から

の生徒も参加し、英語力だけではなくグローバル感覚や世界中に友人を作ることができます。 

プログラムは毎週月曜日から入校ができるため、皆さんのそれぞれのスケジュールに合わせてプランニングが可能になります。バンクーバー高等学院のオ

フィスはSSLCと同じ建物内で運営しています。 

新しいスタイルの高校留学！ 
≪在籍は日本の高校、学習の場はカナダのバンクーバー高等学院≫ 

 

バンクーバー高等学院は日本の通信制高校 8校のカナダ・キャンパスを運営しています。 

留学中も文部科学省で定める高校卒業に必要な単位が取得できます。 

カナダ留学をしながら、日本の高卒資格が取れる画期的なプログラムです。 

環境が変われば、世界が変わり、なりたい自分が生まれてくるのです。 

大切な３本柱を心がけています： 

① 健康で安全にカナダ留学を完了しましょう。 

② 在学する通信制高校の履修単位を取得しましょう。 

③ 英語力を身につけましょう。 

http://www.nagaodani.ed.jp/
http://www.r-ac.jp/
http://www.yoyogi.ed.jp/
http://aigaku.gr.jp/
http://www.kamimura.ac.jp/
http://www.koyasan-h.ed.jp/myway/
http://www.seisa.ed.jp/


 

 

 

【1 日の流れ】 

  月～金 土日 

9:00～3:00 

英語レッスン 

語学学校（SSLC）でネイティブの英語講師から、他国の同年代の学生と共に、

英語学習を行います。基礎から学べるビギナークラスからありますので、英語に自信

がない方でも安心です 
 

● 9:00-9:50 文法          ● 10:00-10:50 リスニング 

● 11:00-12:00 リーディング   ● 13:00-13:50 ライティング 

● 14:00-15:00 スピーキング 

フリータイム 

 

友達とショッピング 

ホストとお出かけ 

家でゆっくり 

家で猛勉強 

 

など、生徒によって過ごし方は

異なります。 

3:10～4:00 

通信課程 

通信制高校の履修教科の通信課程の受講を行います。通信課程とは、日本の

高校の卒業資格取得のために必要な課題を言います。（短期留学などで、通信

課程の受講を必要がない場合もあります。） 
 

① 履修登録した教科のレポート作成。 

② 文部科学省は、高校卒業に必要な授業数の８割はオンライン授業を認めています。

履修登録した教科の８割の授業は、バンクーバー高等学院で、放送（メディア）視聴

で受講します。 

③ 通信制高校によっては、バンクーバー高等学院での事前単位認定試験の受験が可能

となります。留学中に前期と後期の事前単位認定試験が受けられます。 

 

【カナダの高校就学オプション】 

英語が上達した生徒は、カナダの一般高校に就学することは出来ます（入学時に 19 未満で

あること）。一般高校へ通うことで、現地カナダ人と一緒に授業を受けることができます。 

一般高校在籍期間も、在籍される日本の通信制高校により、日本の高校の在籍期間として

認定がされます。また、一定の基準を満たせば、半年就学すれば１８単位、１年間就学すれ

ば３６単位が日本の高校単位として認定されます。認定方法は、在籍される通信制高校に

より異なりますので、一般高校への就学を希望する留学を計画される方は、入学する通信制

高校を選ばれる前に、当校まで詳細をお問い合わせ下さい。 
 

【滞在場所・生活体験】 アットホームなホームステイでの生活 

ホームステイでは英語力の向上だけでなく、自立心の向上を促します。全てのホームステイ先は、

スタッフが訪問し、厳しい面接の上、生徒を安心して預けられると判断した家庭です。 

登校日初日は、バンクーバー高等学院の先輩があなたのバス停まで行き、一緒に登校します。

バスの乗り方を教えてくれるので、安心です。通学は、公共交通機関を利用し３０分が目安

です。あなたが先輩になった時には、新入生の最寄りのバス停に行き、一緒に登校をしてあげて

下さい。これが、バンクーバー高等学院の伝統です。 
 

【サポート体制】 日本人スタッフによる親身な相談 

バンクーバー高等学院の事務職員は全員日本人です。海外留学が不安であっても、毎日学校

で日本人スタッフと顔を合わせることができますので、ご安心下さい。 

 今日受けた授業の内容が分からないので、教えて欲しい。 

 週末にスタンレーパークに行きたいけれど、どうしたら行けるのか教えて欲しい。 

 ホームステイ先で洗濯をしたいけれど、何とホストマザーに言えば良いか教えて欲しい。 

 友達と上手くいっていない、相談にのって欲しい。 

 帰国後、英検を受けたい。手続きの方法を教えて欲しい。    

 

など あらゆる相談に乗ります。 



 

 

 

【サポート体制】 その他のサポート内容 

 到着後に日本語でのオリエンテーション 

 現地での緊急電話サポート、および緊急事態時の対応 

 病院への付き添い 

 銀行口座開設時の付き添い、閉設の指導 

 携帯電話購入の付き添い、解約の指導 

 在留届け並びに帰国届けの代理提出 

 保護者からの連絡や相談、留学者および現地への連絡対応 

 親への定期報告（日本のご家族への 2 ケ月に１回のレポートの送付） 

 ホストファミリーとの連絡および、交渉 

 現地教育機関との連絡および、交渉 

 教育機関からの成績表の翻訳 

 スクール相談（学校や日常生活の相談・カウンセリング） 

 旅行相談 

 医師による診察手配（診察費は実費） 

 日本人心理カウンセラーの診察手配（診察費は実費） 

など 

 

【入学対象者】 こんな人もバンクーバー高等学院で学べます 

 不登校生：バンクーバー高等学院は、フリースクール登録もしています。http://tsushinschool.ca/studyingabroad/index.php?cID=6 

 語学留学を希望する人：高卒資格のためではなく、語学留学生として入学いただけます。 

 ワーキングホリデイビザを取得する人⇒カナダは１年間のワーキングホリデイビザで、最長６ケ月間まで就学ができます。 

 カナダの大学に進学を希望する人：国立・州立大学、短期大学への入学のお手伝いをしています。 

 カナダの高校に進学を希望する人：公立・私立高校への入学のお手伝いをしています。 

 カナダの高校を卒業するために留学したけれど、卒業ができない人：現地高校に在学しながら、通信課程を受けることができます。 

 

【メッセージ】 

多くの生徒は提携する通信制高校にご入学され、中学卒業後にすぐに渡航し高校生活はカナダで過ごされる方もおられれば、提携する通

信制高校に入学してから、カナダにサテライト教室があることを知り留学を決断される方もおられます。 

カナダは６ケ月以下の就学の場合は、パスポートと往復の航空券を所持されておられれば、カナダに到着した日から計算して６ケ月間までは、

ビザを持たずに暮らすこと、就学することが認められています。長期留学を不安に感じる方、お子様にカナダで留学などできるでしょうかと心配

に思われる保護者様には、１～２ケ月の短期留学をお勧め致します。カナダに実際に来て、お子様がカナダ留学を楽しいと感じられるなら

ば、累計６ケ月までの就学延長がいただけます。最初から６ケ月以上の長期留学を希望される方は、学生ビザの取得が必要です。 

お子様にあった、お子様に一番良い形の留学スタイルをご提案する事ができます。 

バンクーバー高等学院は、日本にもオフィスを持っております。お気軽に、お問い合わせ、ご質問などをお尋ね下さい。 

 

【お問い合わせ】         

バンクーバー高等学院・東京オフィス               

〒160-0022 東京都新宿区新宿 3-2-1、７Ｆ  

国際教育交流ネットワーク機構内  

電話；03-5361-6095 

担当者：本庄 

E-mail; honjo@global-education.or.jp 

バンクーバー高等学院・本社カナダオフィス 

#203-10070 King George Blvd, Surrey BC V3T 2X2 Canada 

電話；+1-604-589-8317  Fax；+1-604-589-8357 

担当者：ハンプトン美香 

E-mail：mhampton@spacecanada.ca  

スカイプ名：Mika（カナダ事務所の営業時間９時～５時） 

www.tsushinschool.ca 
 

 

http://tsushinschool.ca/studyingabroad/index.php?cID=6
mailto:mhampton@spacecanada.ca
http://www.tsushinschool.ca/


 

【料金表】 2017 年 4 月～2018 年 3 月お申込者対象  

＊他の期間のお見積もりをご希望の際はお問い合わせください。 
 

★ 1 ヶ月 （28泊 29日滞在、4 週間就学）／就学ビザなしの場合）  

お支払分・留学費用（料金に含まれるもの） 

細目 概要 単価 個数 小計 

登録費 Sprott Shaw Language College 入学登録費用 $150.00 1 $150.00 

ESL 学費 Sprott Shaw Language College 学費（4 週間） $1,500.00 1 $1,500.00 

通信課程学費 バンクーバー高等学院 学費（4 週間） $250.00 1 $250.00 

教材費 Sprott Shaw Language College 教材費（4 週間） $120.00 1 $120.00 

ホームステイ手配費   $300.00 1 $300.00 

ホームステイ費 4 週間滞在の場合 $215.00 4 $860.00 

空港送迎費* 往復分 $200.00 1 $200.00 

サポート料 保護者へのレポート作成費、滞在中のカウンセリング費、その他の諸費用 $500.00 1 $500.00 

後見人書類作成費   $300.00 0 $0.00 

プログラム手続費 学校申請、渡航に関わる事項 $800.00 1 $800.00 

受信手数料   $30.00 1 $30.00 

税金（GST）   $102.50 1 $102.50 

 費用合計     $4,812.50 

     

★ 2 ヶ月  （56 泊 57 日滞在、8 週間就学）／就学ビザなしの場合）  

お支払分・留学費用（料金に含まれるもの） 

細目 概要 単価 個数 小計 

登録費 Sprott Shaw Language College 入学登録費用 $150.00 1 $150.00 

ESL 学費 Sprott Shaw Language College 学費（8 週間） $3,000.00 1 $3,000.00 

通信課程学費 バンクーバー高等学院 学費（8 週間） $250.00 2 $500.00 

教材費 Sprott Shaw Language College 教材費（8 週間） $120.00 1 $120.00 

ホームステイ手配費   $300.00 1 $300.00 

ホームステイ費 8 週間滞在 $215.00 8 $1,720.00 

空港送迎費* 往復分 $200.00 1 $200.00 

サポート料 保護者へのレポート作成費、滞在中のカウンセリング費、その他の諸費用 $500.00 2 $1,000.00 

後見人書類作成費   $300.00 0 $0.00 

プログラム手続費 学校申請、渡航に関わる事項 $800.00 1 $800.00 

受信手数料   $30.00 1 $30.00 

税金（GSＴ）   $140.00 1 $140.00 

 費用合計     $7,960.00 

     

★ 3 ヶ月  （84 泊 85 日滞在、12 週間就学）／就学ビザなしの場合）  

お支払分・留学費用（料金に含まれるもの） 

細目 概要 単価 個数 小計 

登録費 Sprott Shaw Language College 入学登録費用 $150.00 1 $150.00 

ESL 学費 Sprott Shaw Language College 学費（12 週間） $4,260.00 1 $4,260.00 

通信課程学費 バンクーバー高等学院 学費（12 週間） $250.00 3 $750.00 

教材費 Sprott Shaw Language College 教材費（12 週間） $150.00 1 $150.00 

ホームステイ手配費   $300.00 1 $300.00 

ホームステイ費 12 週間滞在 $215.00 12 $2,580.00 

空港送迎費* 往復分 $200.00 1 $200.00 

サポート料 保護者へのレポート作成費、滞在中のカウンセリング費、その他の諸費用 $500.00 3 $1,500.00 

後見人書類作成費   $300.00 0 $0.00 

プログラム手続費 学校申請、渡航に関わる事項 $800.00 1 $800.00 

受信手数料   $30.00 1 $30.00 

税金（GＳＴ）   $177.50 1 $177.50 

 費用合計     $10,897.50 



 

★ 6 ヶ月  （168 泊 169 日滞在、24 週間就学）／就学ビザなしの場合）  

お支払分・留学費用（料金に含まれるもの） 

細目 概要 単価 個数 小計 

登録費 Sprott Shaw Language College 入学登録費用 $150.00 1 $150.00 

ESL 学費 Sprott Shaw Language College 学費（24 週間） $8,280.00 1 $8,280.00 

通信課程学費 バンクーバー高等学院 学費（24 週間） $250.00 6 $1,500.00 

教材費 Sprott Shaw Language College 教材費（24 週間） $250.00 1 $250.00 

ホームステイ手配費   $300.00 1 $300.00 

ホームステイ費 24 週間滞在 $215.00 24 $5,160.00 

空港送迎費* 往復分 $200.00 1 $200.00 

サポート料 保護者へのレポート作成費、滞在中のカウンセリング費、その他の諸費用 $500.00 6 $3,000.00 

後見人書類作成費   $300.00 0 $0.00 

プログラム手続費 学校申請、渡航に関わる事項 $800.00 1 $800.00 

受信手数料   $30.00 1 $30.00 

税金（GＳＴ）   $290.00 1 $290.00 

 費用合計     $19,960.00 

      

★ 10 ヶ月  （280 泊 281 日滞在、40 週間就学）／就学ビザありの場合）  

お支払分・留学費用（料金に含まれるもの） 

細目 概要 単価 個数 小計 

登録費 Sprott Shaw Language College 入学登録費用 $150.00 1 $150.00 

ESL 学費 Sprott Shaw Language College 学費（40 週間） $13,800.00 1 $13,800.00 

通信課程学費 バンクーバー高等学院 学費（40 週間） $250.00 10 $2,500.00 

教材費 Sprott Shaw Language College 教材費（40 週間） $250.00 1 $250.00 

ホームステイ手配費   $300.00 1 $300.00 

ホームステイ費 40 週間滞在 $215.00 40 $8,600.00 

空港送迎費* 往復分 $200.00 1 $200.00 

サポート料 保護者へのレポート作成費、滞在中のカウンセリング費、その他の諸費用 $500.00 10 $5,000.00 

後見人書類作成費 １７歳以上は必要ありません*** $300.00 0 $0.00 

プログラム手続費 学校申請、渡航に関わること、ビザ等に関する手配含む $1,300.00 1 $1,300.00 

受信手数料   $30.00 1 $30.00 

税金（GＳＴ）   $465.00 1 $465.00 

 費用合計     $32,595.00 

     

★ 12 ヶ月  （336泊 337 日滞在、48 週間就学）／就学ビザありの場合）  

お支払分・留学費用（料金に含まれるもの） 

細目 概要 単価 個数 小計 

登録費 Sprott Shaw Language College 入学登録費用 $150.00 1 $150.00 

ESL 学費 Sprott Shaw Language College 学費（48 週間） $16,560.00 1 $16,560.00 

通信課程学費 バンクーバー高等学院 学費（48 週間） $250.00 12 $3,000.00 

教材費 Sprott Shaw Language College 教材費（48 週間） $250.00 1 $250.00 

ホームステイ手配費   $300.00 1 $300.00 

ホームステイ費 48 週間滞在 $215.00 48 $10,320.00 

空港送迎費* 往復分 $200.00 1 $200.00 

サポート料 保護者へのレポート作成費、滞在中のカウンセリング費、その他の諸費用 $500.00 12 $6,000.00 

後見人書類作成費 １７歳以上は必要ありません*** $300.00 0 $0.00 

プログラム手続費 学校申請、渡航に関わること、ビザ等に関する手配含む $1,300.00 1 $1,300.00 

受信手数料   $30.00 1 $30.00 

税金（GＳＴ）   $540.00 1 $540.00 

 費用合計     $38,650.00 

     

⋆航空費、医療・損害賠償保険費、個人的諸費用は、含まれていません。     

 


