
　英文願書説明会、ビザ取得についての説明会、
保護者オリエンテーションなど、留学についての不安
を解消したり、手続きをサポートしたりするための活動
を、留学までの半年間、ほぼ毎月行っています。渡航
後にもzoomを利用して留学報告会を開催すると
いった、留学中の様子や英語力の伸びを保護者の
方に感じていただく機会を設けています。

�.��.��
2022年度 グローバルフューチャーコース説明会� � �����	 ���

	�
 �� �
��

���
�

ＧＦＣの入試を受験するために必要なことはありますか？ＧＦＣの入試を受験するために必要なことはありますか？

〒491-0814 一宮市千秋町小山字大福田1878番地の2　TEL 0586 -77 -9900
グローバルフューチャーコース（留学進学コース）

　事前に、本コースの概要、ねらいをご理解いただくための、個
別留学説明会への参加が必要です。また、その時に発行される
個人番号がＷｅｂ出願の際に必要となります。入学手続きの締
め切りが公立高校受験日より前になりますので、ご注意ください。
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留学中のサポート体制はどうなっていますか？留学中のサポート体制はどうなっていますか？

　日本人スタッフが現地に在住しています。一人ひとりの適応の
状況を確認し、病気、事故の際はもちろん、精神面でもサポート
します。本校では、生徒が月に一度提出するレポートで様子を把
握する一方、zoomやメールでの相談にも応じ、現地スタッフや
保護者の方と密に連絡を取りながら問題解決を図っています。

名古屋駅前
ミッドランドスクエア
名古屋駅前
ミッドランドスクエア

GFC（留学コース）
夏の授業体験会
GFC（留学コース）
夏の授業体験会
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1年間の留学費用はどのくらいかかりますか？1年間の留学費用はどのくらいかかりますか？

　【2022年度入学生の場合】：1年間のプログラム費用（授
業料、ホームステイ費用、現地サポート費用等）が281万円
（CA＄を95円／CA＄で換算）。なお、2023年度入学の場合
は2022年11月30日のレートで決定いたします。往復航空運
賃・空港税・ビザ関連費が約38万円、そのほか海外旅行保険
や滞在中の個人的な費用がかかります。

首都
オタワ

バンクーバー

ロッキー山脈

※新型コロナウイルス感染の流行状況によっては、説明会の中止・延期・変更の可能性がありますのでご了承ください。最新の情報は本校ホームページでご確認ください。

カルガリー
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学校法人 愛知真和学園

大成中学・高等学校

グローバルフューチャーコース ～留学進学コース～

留学支援金制度について

　留学中も大成高校の授業料納付が必要です。そこ
で留学支援金として３０万円の助成金を支給します。
また、在学中に返済する無利子の貸付制度（最大２
００万円）も用意しています。

ボランティア活動（フェアトレード）

　ネパールの高校生と交流したことをきっかけに、生
徒が主体的に企画し、ネパール・バディ族の支援活
動としてフェアトレード商品を仕入れ、校内で販売しま
した。ＧＦＣの生徒の多くは留学前、留学中にボラン
ティア活動を経験します。そのため帰国後も自ら地域
のボランティアに参加したり、新たな活動を企画した
りしています。

留学説明会・留学報告会
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【６期生】名古屋大学（文）/法政大学（人間環境）/立命館大学（経済）/南山大学（国際教養）/愛知大学（現代中国）等
【２期生～５期生】名古屋大学（経済）/愛知県立大学（外国語）/慶應義塾大学（法）/上智大学（外国語・法・総合人間）
学習院大学（国際社会科学）/明治大学（文・政治経済）/同志社大学（法・グローバルコミュニケーション）/立命館大学（経済・産業社会）
南山大学（外国語・国際教養）/愛知大学（国際コミュニケーション・現代中国）/名古屋外国語大学（世界教養・世界共生・外国語）
成城大学（社会イノベーション）/日本大学（法・経済）/桜美林大学（航空マネージメント）/藤田医科大学（保健衛生）
【海外大学】
University of Nebraska at Kearney（アメリカ）、Everett Community College（アメリカ）/Sunway University（マレーシア）

｜グローバルフューチャーコース｜過去5年間の主な進学先（卒業生数47名）
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第1回 第2回
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グローバルフューチャーコース

学校法人 愛知真和学園

大成中学・高等学校

TAISEI JUNIOR & SENIOR HIGH SCHOOLTAISEI JUNIOR & SENIOR HIGH SCHOOL
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キミの挑戦を
応援します。

◀グローバル
フューチャーコース
鈴木康予先生
中国語会話担当

◀グローバル
フューチャーコース
鈴木康予先生
中国語会話担当

グローバルな
自分に会いに
行きましょう！

カナダで
新しい自分を
見つけよう！

◀グローバル
フューチャーコース
林拓人先生
英語担当

◀グローバル
フューチャーコース
林拓人先生
英語担当

▶グローバル
フューチャーコース
堀場崇史先生
英語担当

▶グローバル
フューチャーコース
堀場崇史先生
英語担当

には将来、海外で働きたいという夢があります。そのため、高校生で留学し

たいと考えていました。そんな時に大成高校のＧＦＣを知り、入学する意志を固

めました。実際に留学してみると、色々な人との出会いのおかげで、今は海外で

の生活を楽しむことができています。私が留学に出発したのはコロナ禍のとても

大変な時期でした。このような時期に留学させてくれた両親と学校の先生方に

とても感謝しています。この貴重な留学期間に、何事にも真剣に向き合い、楽

しみながら成長していきたいと思っています。

今留学できることに感謝して、精一杯頑張っています今留学できることに感謝して、精一杯頑張っています

留学準備
6人の声を

動画でもチエック

高1課程 高2課程 高3課程

卒
業

入
学

卒
業

カナダへ1年間留学GFC

他コース

1年目 2年目 3年目

（4年目理系進学の場合）
※４年目の授業料はその半分に相当する奨学金を支給します。
理系進学の場合編入可

留学後、  難関大学に向けて

GFCのコースイメージ �	
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1年間の留学でも3年間で卒業！

私たちが担当します！

◀Yukiko Kamida先生
カナダ出身
◀Yukiko Kamida先生
カナダ出身

▶Corey
Stone先生

オーストラリア出身

▶Corey
Stone先生

オーストラリア出身

▶Joseph
Werman先生
アメリカ出身

▶Joseph
Werman先生
アメリカ出身

２年（８期生） H．N．さん 名古屋市立名塚中学校出身２年（８期生） H．N．さん 名古屋市立名塚中学校出身

私

、私は１年間の留学をしています。最初の頃は新しい生活に慣れることが

できず、大変でした。しかし、少し経った頃からクラスにも徐々に馴染み、周りと

の距離も縮まって、留学生活を楽しく感じるようになりました。私が今こうやって

頑張っていられるのは、出発前の日本のクラスの仲が良かったおかげでもあり

ます。人数が少ない分、友達との絆がとても深く、和気あいあいと楽しい時間を

過ごしたことが今の活力になっています。帰国するその日まで楽しく、かつ有意

義に過ごせるよう全力を尽くしていきたいと思います。

GFCで楽しい時間を過ごしたことが今の活力ですGFCで楽しい時間を過ごしたことが今の活力です
２年（８期生） Y．H．さん 北名古屋市立白木中学校出身２年（８期生） Y．H．さん 北名古屋市立白木中学校出身

今

は英語が好きで、もっと英語を話せるようになりたいと思い、大成高校に

入学しました。留学では今までにはなかった考え方に触れることができ、毎日が

新鮮で楽しかったです。帰国してからは英語を話すのがより面白くなり、英語力

の向上を実感しました。受験の時期は毎日学校に残って勉強をしていました。

すごく大変でしたが、先生方が小論文や面接の対策に協力してくださり、無事

志望校に合格することができました。勉強の他にもボランティアなどにも挑戦

し、学力だけでなく人間としても成長できた3年間でした。

人間としても成長できた３年間でした 人間としても成長できた３年間でした 
６期生 名古屋大学文学部１年生 Ｋ．Ｉ．さん 一宮市立西成東部中学校出身６期生 名古屋大学文学部１年生 Ｋ．Ｉ．さん 一宮市立西成東部中学校出身

私

学では、日常の全てが挑戦になります。そう聞くと萎縮してしまう方もいると

思いますが、安心してください。大成高校の先生は全力で応援し、サポートして

くださいます。私は「とにかく何でもやってみろ！」と背中を押して下さった恩師の

言葉もあり、サッカーチームに入団したり、高校主催のイベントに参加したりと、

刺激的な留学生活を送り、挑戦することの大切さを学びました。４月からは、世

界中でビジネスを展開している企業で働きます。世界を股にかけてイノベーショ

ンを生み出すことが、私の次なる挑戦です。

留学で様々なことに挑戦しましょう留学で様々なことに挑戦しましょう

一宮から世界へ羽ばたく、君たちの夢の実現はチームGFCの一宮から世界へ羽ばたく、君たちの夢の実現はチームGFCの

留

学前は一人で行動するのが怖くて周りに合わせていましたが、今では自分

の意見を持ち、何事にも積極的に取り組めるようになりました。そのきっかけをく

れたのは、留学で出会った、英語の上手なクラスメイトでした。私も彼女のよう

になりたいと思い、積極的に同じ趣味を持つタイ人留学生に話しかけました。

常に行動を共にしたことで、彼女とは帰国後も連絡をとりあうほど仲良くなりまし

た。留学を経験し、自信を持って様々なことに挑戦できるようになりました。留学

をさせてくださった家族や先生方に感謝しています。 

３年（７期生） A．N．さん 犬山市立犬山中学校出身３年（７期生） A．N．さん 犬山市立犬山中学校出身

留

ナダには「人種のサラダボウル」と呼ばれるほど多様な人たちがいて、共

生しています。彼らを通して、英語だけでなく沢山の文化、言語を学ぶことがで

きます。留学直後、不安に駆られる私を助けてくれたのは、初日に話しかけてく

れた中国人留学生でした。彼とはいつも共に学び、同じ時を過ごしました。今で

も彼とは親友で、連絡を取り合っています。ホストファミリーも、私を本当の子供

のようにかわいがってくれました。あっという間の留学期間でしたが、今後は多

様な言語を学びたいという意欲をもたせてくれました。

３年（７期生） R．H．さん 愛西市立佐屋中学校出身３年（７期生） R．H．さん 愛西市立佐屋中学校出身

カ
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We’re looking
forward to
meeting you. We’re here

for you !

Give it
your all !

２期生 同志社大学→Ｒ株式会社 Ｈ．Ｋ．さん 一宮市立丹陽中学校出身２期生 同志社大学→Ｒ株式会社 Ｈ．Ｋ．さん 一宮市立丹陽中学校出身

留学で何事にも積極的に取り組めるようになりました 留学で何事にも積極的に取り組めるようになりました 

様々な出会いが私を成長させてくれました様々な出会いが私を成長させてくれました

４月１日現在カナダ留学中

４月１日現在カナダ留学中 2期生

３年（７期生）

３年（７期生）

6期生
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カナダ留学予定期間／高校1年8月下旬～高校2年7月上旬カナダ留学予定期間／高校1年8月下旬～高校2年7月上旬［ 留学準備から留学へ ］［ 留学準備から留学へ ］

　英会話に必要な文法の徹底はもちろん
「聞く・話す・読む・書く」のトレーニングに重点
を置いた英語学習を実践します。カナダの生
活習慣や文化に触れる機会も増やし、即戦
力となる生きた英語を身に付けます。

週１３時間の英語学習

　ネイティブ教員による週４時間の少人数
指導で、英語でのコミュニケーション能力を
養います。一人ひとりの状況に合わせた指導
を行い、英語を話すことへの不安を取り除き
ます。生徒たちは自分を表現できるようにな
り、留学への自信を深めます。

ネイティブによる少人数英会話

　スプリングキャンプでは、多彩なアクティビティを
通して英語を使う楽しさを実感します。サマーキャン
プはオールイングリッシュに近い形で行います。帰国
直後の先輩と共に参加し、学習や留学中の様子
について聞くことで、留学への気持ちを高めます。

スプリングキャンプ・サマーキャンプ

　日本文化講座で茶華道、浴衣の着付け、和食
などについて学びます。また授業でＳＤＧｓについ
て探究活動を行います。留学前には両方のテー
マについて英語でプレゼンテーションを行い、留
学中のコミュニケーションにも対応できるような知
識や表現を学びます。 

日本文化講座・ＳＤＧｓ探究活動

� �� ������
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［ 帰国直後からの進学対策 ］［ 帰国直後からの進学対策 ］

　留学経験をいかして積極的に英検にチャレンジしています。２０２１
年度は２級取得率１００％を達成、準１級合格者も複数出ました。各
種外部試験にも挑戦、特にGTECは留学前、中、後に受検し、英語
力の伸びを可視化します。対策講座で過去問題での演習、ライティ
ング、スピーキングの練習を重ねることで、難関私大が求めるスコアを
取得する生徒も出ています。

充実した英語外部試験対策

　帰国直後から定期的に個人面談を実施し、一人ひとりに合った学
習指導・進路指導を行います。高校２年次には東京方面・関西方面
へと大学見学に出掛け、将来や大学進学への具体的なイメージを持
たせます。授業後には毎日補習を行い、多様な入試にチャレンジでき
るよう総合的な学力の底上げを図ります。

手厚い進路指導 　留学で感覚的に身につけた英語力を、体系的な知識として再構
築し、高度な言語運用能力へとブラッシュアップするための授業を
展開しています。毎日ある英単語テスト、各種スピーチコンテストへ
の参加、プレゼンテーションの練習を通して、多くの生徒が着実に力
をつけています。ネイティブ教員と共に英語力の伸長を実感する日々
を送ります。

質の高い英語教育

　小論文で育成される課題発見・
解決力、判断力、表現力は今求め
られている力である為、じ っくりと取
り組みます。また、外部講師を招い
た小論文講座では、書き方だけで
なく、様々なテーマに対応しうる知

識、論理的思考力を養います。これらの取り組みにより、多様な入試
方式への挑戦を可能にしています。

小論文指導・小論文講座
　国際社会での活躍を見据
え、第２外国語として中国語
を履修することもできます。帰
国後の授業において、英会
話と中国語会話のどちらかを
選択します。基礎から学習し、
基本的な会話や中国文化を
学びます。中国語検定への
挑戦もサポートしています。

中国語会話も選択可

　帰国後、留学の成果を保護者や先輩・後輩に向けて、パワーポイ
ントを使い、オールイングリッシュでプレゼンテーションをします。この留
学が自分にとってどのようなものだったのかを振り返ることによって、
次のステージへのモチベーションを高めます。

帰国報告会
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［ 1年間のカナダ留学へ ］［ 1年間のカナダ留学へ ］

　現地のセカンダリースクールで、１校につき、２名程度に分かれて留学
します。そのため、日常生活も授業も全て英語づけの日々を送ることにな
ります。学校の授業やアクティビティを通して、国際色豊かな、たくさんの
友人をつくることができます。

セカンダリースクールで学ぶ！

　カナディアン・ロッキーの東に位置するカルガリー
は、冬季オリンピックも行われた自然豊かな都市で
す。治安もよく、教育レベルも世界トップクラスです。
日本人の比率も少なく、言語習得を目的とした長期
留学には最適な環境です。

なぜカルガリー？

　カナダでは移民が多く、また世界中から留学生が集まっているため、英
語を母国語としない生徒に向けて「ＥＬＬ」を開講しています。授業メソッド
が確立された「ＥＬＬ」で、英語を英語で学ぶ経験を通して、生徒たちは飛
躍的に英語の力を伸ばします。

ELL（English Language Learner）

　一家庭に１名でホームステイをします。生活習慣や文化の異なる面を
受け入れ、家族の一員として生活しながら現地校に通います。そのためホ
ストファミリーとは、帰国後もSNSやメッセージカードでの交流が続きます。
生涯にわたり心を寄せ合える深い関係が生まれます。

ホームステイ

　地元の生徒だけでなく、世界中から集まった多様なバックグラウンドを
持つ人々と出会い、友人関係を築くことができます。放課後や休日は、友
人たちとボランティア活動を企画、参加したり、ホストファミリーと山や湖、
地域の教会へ出かけたりと、日本ではできないことを体験します。 

課外活動

カナダの時間割
グローバルフューチャーコース１年 A さんの例
G.W.Graham Secondary School（Semester１）

　アイスホッケーの観戦や、恐竜の化石で有名なドラムヘラーへの遠足
など、学校単位での活動も多くあります。演奏旅行に出かける合唱団、老
人ホームに慰問に出かけるダンスチームもあり、異なるコミュニティの人と
触れ合うことが、言語運用能力の幅を広げる機会にもなっています。

School Trips
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