
専門コースの受講とコースに関連したインターンシップで構成されたプログラムです。充実した教育内容に加えて、インターンシップ

先決定までの取り組みは就職活動にも活かすことができ、またインターンシップ経験は履歴書の強化につながることから、キャリア

チェンジをお考えの社会人、大学生の休学留学におすすめです。また、現地就労を体験できることからワーキングホリデービザ「対

象外」で、カナダで働きながら長期滞在を希望する方にも適しています。 

 

 

アルバイト 

＆ Co-op 

 

Co-op 

ハイライト 

 

 

➢ カナダでの職業経験として履歴書に追加できる！ 

➢ カナダにおける生活費や授業料の一部に充当するための現地収入を得ることができる！ 

➢ 海外でのジョブサーチ・就活経験を積むことができる！ 

➢ 企業とのつながりを構築し、職業評価を得ることができる！ 

➢ 就活中は豊富な経験をもつ専門スタッフによるサポートを受けることができる！ 

１． Greystone College 

 

 

2002年創立、ビジネス、ツーリズム＆ホスピタリティ（旅行・ホテル）、TESOL（英語指導法）のプログラムを提供

する私立専門学校で、特に就労体験を含む Co-op プログラムが人気です。キャンパスは、バンクーバーとトロ

ントにあります。クラスは少人数制（10－12 名平均）で、教師と学生間のコミュニケーションを図れるような体制

をとっています。プログラム終了後に業界で即戦力として活躍できる人材育成を目指しており、世界各国から

留学生を受け入れています。就学した学生の満足度が高いカレッジとしても知られ、その要因のひとつは学校

主催の職業支援セミナーが開催されていること。学生支援が充実している点も人気の理由です。 

都   市 バンクーバー／トロント ※コースよりモントリオールでも可 

 

 

参加条件 ➢ 18歳以上・高校卒業以上であること 

➢ 心身ともに健康であること 

➢ コースごとに設定されている必要な英語力条件を満たしていること 

 

 

英語力について 

コースにより TOEFL iBT 45～79、または IELTS Academic 4.5～6.0 

【TOEFL iBTスコア、IELTSスコアをお持ちでない場合】 

英語力確認テスト（オンライン）＆インタビュー（電話またはスカイプ利用）を受け、

条件を満たすことで英語力証明スコアとして使用することができます。 

【希望コースの英語力条件を満たしていない場合】 

事前に英語研修の追加が可能です。姉妹校 ILSCにて受講する場合、一定のレベ

ルに達した後は英語力証明のスコアなしで進学できる、パスウェイコースとなって

います。 

 

コース例&期間 

◆ビジネス（Co-op）／取得資格－Diploma 

コース コース期間 キャンパス 

①Business Communication 24週就学+24週有償コープ＋2週就学＝計 50週 バンクーバー 

トロント ②International Business Management 24週就学+24週有償コープ＋2週就学＝計 50週 

◆ホスピタリティ（Co-op）／取得資格－Diploma 

③Customer Service 24週就学+24間有償コープ＋2週就学＝計 50週  

バンクーバー 

トロント 

④Hospitality Management 48週就学+48週有償コープ＋2週就学 ＝計 98週 

⑤Hospitality Operations 24週就学+24週有償コープ＋2週就学＝計 50週 

⑥Hospitality Sales & Marketing 24週就学+24週有償コープ＋2週就学＝計 50週 



②は、The Canadian Institute of Management(CIM)の修了証取得が可能 

④⑤⑥は、American Hotel & Lodging Education Institute(AHLEI) からの修了書も取得可能 

入学日 

(2022年) 

全コース（①～⑥・デイタイムの場合） 

1 月 31日／2 月 28 日／3 月 28 日／4 月 25 ／5 月 24 日／6 月 20日／7 月 18日／8 月 15 日／

9 月 12日 ／10 月 11日／11 月 7 日／12月 5日 

滞在方法 ホームステイ： 一人部屋／朝夕食付き又は 3食付（選択可）／通学は公共交通機関利用で 40分～1時間 

レジデンス  ： 個室または相部屋、キッチン付き個室など／自炊／通学は徒歩又は公共交通機関利用 

 

 

プログラム費用 

(2022年) 

 

※Dayコース料金 

※＄＝カナダドル 

※カナダドル建ての費

用は請求時の当社

レート適用で日本円

に換算されます。 

●手続代行料： 無料！     ●申込金／サポート費（プログラム費用からの内金）： ￥３０，０００  

＊時期により授業料割引などのキャンペーン適用となる場合があります。詳細はお問合せください。 

コース（いずれも Co-op） 登録料 コース費用＊ 教材費 合計 

①Business Communication  

 

＄２００ 

＄１０，５００ ＄６００ ＄１１，３００ 

②International Business Management ＄１０，５００ ＄８１０ ＄１１，５１０ 

③Customer Service ＄１３，５００ ＄６００ ＄１４，１００ 

④Hospitality Management ＄１９，７５７ ＄１，４４０ ＄２１，１９７ 

⑤Hospitality Operations ＄１０，５００ ＄７２０ ＄１１，２２０ 

⑥Hospitality Sales & Marketing ＄１０，５００ ＄７２０ ＄１１，２２０ 

【その他必要になるもの】 

外国送金手数料￥７，５００  渡航費用（飛行機代）／海外留学生保険料（加入必須） 

学生ビザ代理申請手数料 １８，０００円  学生ビザ申請料＄１５０＆バイトメトリクス＄８５ *2022年１月現在  

滞在手配料＄２３０   空港送迎（片道）＄１１０ 

ホームステイ費用（一人部屋・朝夕食付き）： ＄２４０／週 （夏季はハイシーズン料金＄２６５／週） 

レジデンス費用（自炊）： 一人部屋＄330／週～ ※滞在地、物件により異なります。詳細はお問合せください。 

 

受講者・体験談 

T. ケンタロウさん： International Business Management⇒IT 関連会社でマーケティング＆リサーチアシスタント 

バンクーバーに来た理由は２つあります。1 つは、世界でも稀に見る異文化が見事に融合した環境の下でど

のように異文化が共存できるのかを体感したかったこと。もう 1 つは UBC に留学経験のある友人の勧めで

す。バンクーバーでの最初の 3 ヶ月は地獄でした。英語のクラスは中級から始めリスニングにはさほど問題

はなかったのですが、思ったことが言葉として発することができないため、ストレスがたまりホームシックになっ

たり体調を崩したり。しかし、たとえどんなにつらくても日本語を使わないと心に決め、日本の文化を全く知らな

いであろうヨーロッパ（ドイツ、フランス、スイス）からの留学生と時間を過ごしていました。同じ悩みを抱えるも

の同士、お互いを助け合いながら英語の勉強を続けたため、英語の上達だけではなくお互いの文化、価値観

を理解することができました。今振り返ると自分に妥協しなくて本当に正解だったなと感じています。 

Greystone College に入学した理由は、よりビジネスに特化した実践的な知識を身につけなければという意識

からです。短いプログラムの中で大学レベルと同等の授業内容、レポート、プレゼン、テストを予定が詰まった

状況でこなすというのは留学生にはハードルが高いのですが、クラスメートと先生に恵まれたおかげでたくさ

んのことを学ぶことができました。授業中に各国の経済状況等をその国の学生から知ることができ、またその

違いを理解することで教科書では到底理解することができない情報を得たのは、今後の活動に大いに影響し

ていくのではないかと思います。自分の語学力にはまだまだ満足しておらず、日々勉強していかなければと、

現在でも感じていますが、自分の語学力が低いと感じ新しいチャンスを逃してしまうのはもったいないなと思い

ます。時間がかかっても自分の気持ちを伝えることができたらそれが後々の財産になるので  Greystone 

College に挑戦してみるのもいいのではないでしょうか。 

２．Cornerstone International Community College of Canada  

 

1980 年創立、バンクーバーダウンタウンに２つのキャンパスを持つ歴史ある専門学校です。ホスピタリティ、モ

バイルアプリ開発など専門コース・Co-op プログラムと合わせて、英語コースも併設しているため、専門コース

入学に必要な英語力が不足している場合は、英語研修から受講をスタートすることができます。ホスピタリティ

コースは、 AHLEI (American Hotel & Lodging Educational Institute) のカリキュラムとテキストに基づいた授業

を提供。Co-op プログラムの就労先決定まで、親身でしっかりとした支援を提供しています。留学生の受入れ

にも積極的で、日本人スタッフを含む各国のサポートスタッフが常駐しており、初めて留学する方も安心です。 

都   市 バンクーバー 

 

参加条件 ➢ 18歳以上・高校卒業以上であること 

➢ 心身ともに健康であること 

➢ コースごとに設定されている必要な英語力条件を満たしていること 



 

 

英語力について 

コースにより TOEFL iBT 32～79、IELTS Academic 4.5～6.5、TOEIC650～850の

証明が必要です。詳細はお問合せください。 

【TOEFL、IELTS、TOEICスコアをお持ちでない場合】 

英語力確認テスト（オンライン）を受け、条件を満たすことで英語力証明スコアの代

わりとして使用可能です。 

【希望コースの英語力条件を満たしていない場合】 

事前に併設の英語コース追加が可能です。進学用パスウェイコースです。 

 

 

コース例&期間 

◆Co-op Diplomaコース 

コース コース期間 

①International Business Management 6 ヶ月就学(600時間)＋6 ヶ月有償コープ(600時間)＝計 12ヶ月 

②Customer Relations Specialist(8M） 4 ヶ月就学（320時間）＋4ヶ月有償コープ（320時間）＝計 8 ヶ月 

③Customer Relations Specialist(12M)  6 ヶ月就学（480時間）＋6ヶ月有償コープ（480時間）＝計 12 ヶ月 

④Hospitality Management（8M） 4 ヶ月就学（400時間）＋4ヶ月有償コープ（400時間）＝計 8 ヶ月 

⑤Hospitality Management（12M） 6 ヶ月就学（600時間）＋6ヶ月有償コープ（600時間）＝計 12 ヶ月 

⑥Digital Marketing Specialist 6 ヶ月就学（480時間）＋6ヶ月有償コープ（480時間）＝計 12 ヶ月 

⑦Web & Mobile APP Development 12 ヶ月就学（960時間）＋12ヶ月有償コープ（960時間）＝計 24 ヶ月 

④⑤、⑥は、２４ヶ月コースもあります。 

入学日 

(2022年) 

上記コース①～⑤は、毎月 1回／⑥は 12週間ごとの入学（1月、4月、7月、9月）／⑦は 16週間ごとの入学

（1月、5月、8月）  ※詳しい入学日については、お気軽にお問合せください。 

滞在方法 ホームステイ： 一人部屋／3食付／通学は公共交通機関利用で 40分～1時間 

※民間レジデンスの紹介も可能です。ご相談ください。 

 

 

プログラム費用 

(2022年) 

 

 

※＄＝カナダドル 

※カナダドル建ての費

用は請求時の当社

レート適用で日本円

に換算されます。 

●手続代行料： 無料！   ●申込金・サポート費（プログラム費用からの内金）： ￥３０，０００    

＊日本向けキャンペーンあり！！ 詳細は、お気軽にお問合せ、見積作成をご依頼ください。 

コース（いずれも Co-op） 入学金 プログラム費用 ＊ 教材費 

①International Business Management ＄３５０ ＄１１，５００ ＄１，９５０ 

②Customer Relations Specialist(8M） ＄３５０ ＄８，５００ ＄８５０ 

③Customer Relations Specialist(12M)  ＄３５０ ＄１１，５００ ＄８５０ 

④Hospitality Management（8M） ＄３５０ ＄８，１９９ ＄４５０ 

⑤Hospitality Management（12M） ＄３５０ ＄１２，９９９ ＄６５０ 

⑥Digital Marketing Specialist ＄２５０ ＄１１，５００ ＄１，９５０ 

⑦Web & Mobile APP Development ＄３５０ ＄１６，０００ ＄１，２００ 

【その他必要になるもの】 

外国送金手数料￥７，５００  渡航費用（飛行機代）／海外留学生保険料（加入必須） 

学生ビザ代理申請手数料 １８，０００円  学生ビザ申請料＄１５０＆バイトメトリクス＄８５ *2022年１月現在  

滞在手配料＄２２０   空港送迎（片道）＄１００ 

ホームステイ費用（一人部屋・朝夕食付き）： ＄２４５／週 （夏季はハイシーズン料金＄２６５／週） 

【ESL受講する場合の費用】 

4週間：＄1,400  ※時期により専門コースと同時申し込みで無料受講等のスカラシップ提供あり。 

 

お申込の流れ 

１）ご希望のコースならびに現在の英語力をお知らせください。概算の費用見積りも作成します。 

２）オンラインテストについて、手順など詳細をご案内いたします（対象者）。事前英語研修の追加が必要な場

合、オンラインテスト後に目安の週数をお知らせしています。 

３）お申込みが決まりましたら、所定の申込書および必要書類をご提出いただきます。また、就学校の返金規

定もご案内いたします。 

４）申込金・サポート費（プログラム費用からの内金）をお支払いいただきます。3）＆４）をもって正式申込みとな

り、現地手続きや各種サポートを開始いたします。 

キャンセル規定 正式申込後のキャンセルについて、お支払い済みの申込金・サポート費は返金がありません。プログラム費用

については、就学校の返金規定に準じます。 

  

Email：info@ibunka-koryu.net   

https://www.ibunka-koryu.net 


