#501 - 535 Howe St. Vancouver. BC. Tel.604-684-7554 Fax.604-684-7553

English Intensive Speaking Program
Speak accurately and fluently!

コミュニケーションに焦点を当てたスピーキングに特化したプログラム
ブリタニアはバンクーバーにあるスピーキングに特化した学校です。少人数制のクラスで実践重視の授業
形態をとっており、質の高い講師陣からのフィードバックを受けながら、ありがちな間違いを修正していきま
す。また、当校は厳しい学習環境でも有名です。

～英語を話すこと・・・それは難しい事の一つであるが重要なスキルである～

* 間違いを恐れずに自信をもって英語を話す事ができますか？
* 自分の考えや意見を正確に、そして論理的に英語で表現できますか？
スピーキングを改善したいと願う生徒達に、私達のプログラムを紹介します

#501 - 535 Howe Street. Vancouver. BC. V6C 2Z4
Tel. 604-684-7554 Fax. 604-684-7553
mail@britanniainternational.ca

(Contact : Chris)

どのような人がこのプログラムに向いていますか？？
１． 短期間でスピーキング能力を向上させたい人
２． 他の ESL に通ってみたがスピーキングが上達したと思えない人
３． 間違うのが怖くて自信を持って英語で話せない人
４． 習得した単語や文法をスピーキングに活用できていないと感じる人
５． TESOL、翻訳、ビジネス英語などより高度な英語のコースを履修しようとしている人
６． 日常の会話のなかで言いたいと思っている事がなかなかスムーズに出てこない人
７． 講師陣からのフィードバックを受け、より正確に的確な表現を使って話したい人
８． 表現の幅を広げたい人や論理的に意見を伝えたい人
９． カナディアンの様に流暢に話したい人

▣ Program Characteristics
学びたいなら、このプログラムを選んで！
今が正確なスピーキングの習得について考える時！
1)

文章構成力を強化するプログラム

生徒達は正しい文法や表現の知識を持たずに、会話の中で間違いを繰り返しています。講
師陣は実践的な会話の中で間違いをフィードバックします。授業ではパートナーとの会話や
個々の発言の間違いを共有し、徹底的な修正とともにフィードバックを受けます。授業は、発
音やボキャブラリー、正確に流暢に話すことやコミュニケーションスキルを中心としたスピーキ
ングに特化しています。テキストは毎週更新され、実用的かつ日常生活に密着したトピックか
ら「使える英語」「生きた英語」を学びます。
2) 沢山の話すチャンス
生徒達には間違いを恐れることなく自信を持って話す機会を設けられており、会話の反復や
修正により、自分の間違いや弱点を知り、スピーキングを修正・改善する事ができます。
3) アジア人のために考えられたプログラム
アジア人の生徒達は、文法やボキャブラリーの知識があるにも関わらず、十分な話す訓練を
行っておらずスピーキングが得意ではありません。このプログラムは、そんなアジア人の生徒
達の特徴や弱点を考慮し作られました。
4) 学習環境と生徒への関わり
私達は厳しい出席管理、予習復習のチェックそして状況に応じた個々への関わりによって、
より良い学習環境作りにベストを尽くします。そして、それは生徒達の目標を達成するための
手助けとなるでしょう。
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▣ Program Modules
MODULE

Characteristics
自然で綺麗な発音/イントネーション
を身につけよう！

PRONUNCIATION
&
VOCABULARY
(AM9:00-AM10:15)





Intonation / Linking / Stress patterns
対話、会話の集中練習
カナディアンの発音を身につける

豊富なボキャブラリーで英語をもっと磨こう！




熟語、イディオム等を学び、豊富なボキャブラ
リーと、洗練された英語力を養う
単語の定義と使い方、習得した単語を使い、
文を作る練習

正確＆完璧に英語を話そう！
ORAL ACCURACY
(AM10:30-PM12:00)






正確に話す方法
講師からの徹底的なフィードバック
により、間違いを徹底克服
正確に話す為の文法のポイント
型にはまらない文章構成を学ぶ

Including
Pronunciation / Intonation
practice to speak naturally
Understanding vocab and
usages
Applying vocab and
expressions in speaking
Alternative expressions

Grammar points
Using grammar in speaking
and being checked.
Description
Story telling
Demonstrations
FEEDBACK

自然＆流暢に英語を話そう！
ORAL FLUENCY





(PM1:00-PM2:20)



ENGLISH IN USE
(PM2:35-PM3:15)

人前で話せる様、自信を養う
違和感のない英語の習得
議論や討論などのフリーカンバセーションを通
して、どのような状況でも話せるような力を身
につける
流暢に話す方法
躊躇せずに早く話す練習

今日の授業の総合確認をしよう！



今日の授業の質問＆疑問解決
当日の授業の復習

Building Confidence
Creative role plays
Debates/Discussions
Various communicative
activities

FEEDBACK
A functional review of the day
Opportunity to ask questions
Open forum for students

▣ TIME SCHEDULE (Full-time Only)
- Monday ~ Thursday : (9:00 am ~ 3:15 pm)
- Friday : Presentation & 復習 : (9:00 am ~ 12:00 pm)
月曜日~木曜日は下記 4 時間で構成されており、金曜日は午前中のみ。(プレゼンテーションや
チで 1 週間の総復習をします。)

スピー

▣ Entrance Level Test （クラス分けテスト）
- スピーキング(10-15min) + 筆記 (30min)
- 予約必須です(Mon.-Thur. 3:30pm)
※カナダ以外に滞在中の方は、電話による口答試験やオンライン上での筆記試験の実施が可能です。

▣ Registration （入学手続き）
-

毎週月曜が入学日で、それまでに全ての入学手続きを終わらせてください（入学に必要
な手続き・レベル分けテスト）。
申込は 4 週間からとなっています。

※1 クラスの人数は限られているため、レベル分けテストを受けた後は授業開始日に間違いがないことを確認して下さい
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学校の規則
Registration / Payment Policy
申込書及び、授業料は、プログラム開始 1 週間前までに、Britannia College へ提出しなければ、申し込みは
保証されません。
プログラム開始希望日の前の週に申し込みをした場合、授業料は申込書受理後 3 日以内に支払わなければな
りません。(例：申込書を水曜日、又は木曜日に受理した場合：その週の金曜日までに支払い。)
海外からの銀行振り込みの場合も同様、申し込み書及 び、授業料は、プログラム開始 1 週間前までに、
Britannia College へ提出しなければなりません。(送金証明書も受理可能。)
申込書受理後、やむを得ず授業料の支払いが遅れた場合、その理由によってはプログラム開始日を変更
することを検討します。

Start date change Policy
プログラム開始日を変更する場合、遅くとも 1 週間前までに届け出を出さなければなりません。
新しい開始日は、12 ヶ月以内の日付に設定してください。
開始日の変更・・・可能です。ただし、クラスの空き状況によります。
1 回目の変更 ：
変更料金は発生しません。
2 回目、3 回目の変更 ： 変更料金が発生します。
(4-7 週間の申し込みの場合は$100、8 週間以上の申し込みの場合は$150)
2 回目の変更後にプログラムをキャンセルした場合、合計金額から登録料を引いた金額の 60％の返金となりま
す。

Study Period Change/No Break Policy
受講期間を変更する場合は、プログラム開始日より 1 週間前までに届け出て下さい。
プログラム開始後の受講期間の短縮及び、受講開始日の延期は出来ません。学生が受講放棄する場合の返金
はありません。プログラムをキャンセルする場合は Refund Policy に基づき対応いたします。
受講期間の延長：
受講期間を延長する場合は、延長開始日の少なくとも 2 週間前までに書面にて届け出て下さい。
クラスの空席状況を事前に確認する必要があります。
修学期間中にお休みは取れません。又、他学生へのプログラム譲渡は認められていません。( No Break, No
Credit )

Attendance Policy
Britannia 学生は、授業に 100％参加しなければなりません。
授業は、1 日 4 ブロックで構成されています。(金曜日は 2 ブロック)
授業に 5 分遅刻した場合、そのブロックの授業は受けられません。3 回の遅刻で、1 回の欠席とカウントします。
遅刻し、クラスに入れなかった場合でも、ブロックの前半までに登校すれば、欠席ではなく、遅刻扱いとします。
申込週数に関係なく、ブロック単位（1 日単位ではない）で欠席数を計算します。
・ 1 ブロック欠席（1 回目）  警告
・ 1 ブロック欠席（2 回目）  警告
・ 1 ブロック欠席（3 回目）  退学処分(返金なし)
届けを出さずに 3 回クラス（ブロック）を欠席した場合、その時点で、退学処分となります。
返金は出来ません。Certificate/Diploma も発行されません。
（同じ日に 4 ブロックを欠席し、更に別の日に 1 ブロックを遅刻、欠席した時点で退学処分となります。)
また、学生は先生の許可を得なければ授業中に退出する事は出来ません。
やむをえない事情で欠席する場合、必ず授業開始前（ＡＭ９：００）までに、当校まで連絡を下さい。
連絡のない欠席は欠席としてカウントします。 (電話番号： 604-684-7554)
個人的な理由、旅行などは認められません。 (Phone calls only - emails or text messages are not acceptable.)
やむをえない事情で欠席した場合、欠席証明書を提出しなければなりません。欠席証明書があれば、
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欠席とカウントしません。欠席証明書には、欠席の理由、及び、欠席の確認が出来る者の連絡先
（名前、電話番号、住所）が記載されていなければなりません。
Britannia College は、欠席の確認が出来る者へ連絡をします。また、個人的理由による欠席は認めません。
例) 病欠の場合 – 医者からの診断書、領収書等 (病院名、連絡先の名前、電話番号、住所等) を提出
欠席証明書のない病欠（例：家で休んでいた等）が修学期間の 15％を越えると、Certificate/Diploma は発行さ
れません。学生は修学期間の 85％以上を出席しなければなりません。
例）欠席証明書を提出せずに、6 日以上欠席した場合 Certificate/Diploma は発行されません。
公共交通機関の遅延による遅刻の場合は遅刻としてカウントしません。ただし、必ず授業開始前（ＡＭ９：００）ま
でに、当校まで連絡をして下さい。また 10 分以内に学校に到着した場合は授業に参加できます。

English Only Policy
校内（トイレ、教室、廊下、ラウンジ、階段、校舎入り口等）では、英語以外の言語を話してはいけません。
建物に入ったら英語を話すようにしてください。電話での会話も英語になります。
1 回目の警告： 警告レターが発行されます。
2 回目の警告： 警告レター発行＋翌日の授業の停学処分
3 回目の警告： 退学処分。授業料等の返金はありません。
Britannia College は、掲示板に母国語を話した者の名前を張り出します。

Behavioral Warning Policy
授業を妨害するような行為があった場合、警告書が発行されます。
下記の行為も授業妨害と取られる場合もあります。
 予習、復習を十分にしていない場合
 他の学生の授業参加を妨げる場合
 クラスメートや講師に対し、失礼な態度をとる場合
 あまりにも授業にかかわりのない質問や会話を続ける場合
 授業に積極的に参加していない場合
1 回目の警告： 口頭での警告
2 回目の警告： 授業退出命令
3 回目の警告： 翌日の授業を停学処分

Certificate/Diploma Policy
Attendance Policy ,受講期間に基づき Certificate もしくは Diploma が受講最終日に発行されます。
Certificate:4-7 週間修学 Diploma: 8 週間以上修学
以下の学生には Certificate もしくは Diploma は発行されません。
-修学最終日までにプログラムを完了していない学生（退学など）。
-欠席証明書のない病欠（例：家で休んでいた等）が修学期間の 15％を越えた学生。
（学生は修学期間の 85％以上を出席しなければなりません。）

Level Change Policy
学生がレベルや講師を選ぶ事は出来ません。受講前にはレベル判定のテスト（筆記試験、スピーキングテスト）を
受けて頂き、その総合判断でレベルが確定します。レベルアップは 3 人の講師の同意が必要となります。また出
席率や金曜日に行われるプレゼンテーション、スピーチもレベルアップの考査に大きく関与します。

No Phone, No Dictionary, No Recording Policy
授業中に携帯電話の使用は禁止されています。英語向上のためにも辞書に頼るのではなく、積極的に授業に参
加し、質問をするようにして下さい。携帯電話や他の電子機器を頻繁に使用している場合は Behavior Warning
を発行される可能性があります。

※授業の録音や録画は認めていません
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Student Insurance
Britannia College は受講される学生に、海外旅行保険、健康保険などの加入を強くお勧めしております。

Refund Policy
登録料($120)及び、ホームステイ手配料($220)は、返金不可です。
返金を申し出る場合、書面にて返金届けを提出しなければなりません。
返金届け受理後、30 日以内に返金します。
全ての返金額は、当校のリファンドポリシーに従い、合計金額から登録料を差し引いた金額から計算し、返金致
します。
学校の規則に反した場合、返金はありません。
Britannia College Refund Policy
プログラム開始前の返金
学生への返金分
75% (min.)
75%
60%

キャンセル日
移民局からの許可が下りなかった場合
（証明書を提出）
プログラム開始日より 30 日以前
プログラム開始日より 29 日以内

Britannia College へのキャンセル料

キャンセル日
プログラムの 0 - 10 % を終了した場合
プログラムの 11% - 29%を終了した場合
プログラムの 30% - 100%を終了した場合

Britannia College へのキャンセル料
合計金額の 50%
合計金額の 70%
合計金額の 100%

合計金額の 25%
合計金額の 25%
合計金額の 40%

プログラム開始後の返金
学生への返金分
50%
30%
返金なし

Dismissal Policy
当校の Attendance Policy 及び、English Only Policy に従わなかった場合、退学処分となります。
もちろん返金はありません。( No Class, No Refund )
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