
中学生・高校生（13歳～18歳）対象のサマープログラムについて

バンクーバー教育委員会のサマースクールでは、留学生の参加を歓迎しています。2週間または4週間の全日プログラムを、エ
リック・ハンバーセカンダリースクールで開講しています。エリック・ハンバーセカンダリースクールはバンクーバーの5025 Willow 
Streetに位置しています。

13歳以上でホームステイを希望する生徒は、カナダ人の家庭に滞在して、バンクーバーの生活を体験することができます。また、
家族や友人と滞在したり、その他の滞在先から通学することも可能です。

英語とバンクーバーの文化探検プログラム

実際の生活や学校の場面を設定した授業で、英語を話す、聞く、読むそして書くス
キルを習得します。午後は、リン・バレーでのハイキング、グランビル・アイランドの
探索、スタンレーパーク、ガスタウン、グラウス・マウンテンのスカイ・ライドという
ロープウェイなど、バンクーバー地域でさまざまな体験をすることができます。

開講日: 7月4日~7月15日または 7月18日~7月29日
時間:     9:00AM ～ 4:00PM 
授業料: C$1850 （2週間コース）

すべて込みのコース費用: C$2700 (2週間コース）

すべて含まれるプログラム

13歳以上の生徒には、オプションとして、下記のサービスや費用がすべて含
まれるプログラムを提供しています。

• ホストファミリーによる空港への送迎
• ホームステイ
• 交通費（地元のバス乗車券）
• 上記の全日コースの授業料
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参考スケジュールー 内容が変わることもあります

日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

9:00 - 9:30
講堂にて開校式
9:30 - 11:00  
英語学習

11:00 - 12:00
ホームスティの生徒の
ためのオリエンティー
ション
12:30 - 16:00
バンダーセン庭園

9:00 - 12:00
英語学習

12:30 - 16:00
Gastown and 
Canada Place 見学

9:00 -12:00
英語学習

12:30 - 16:00
Lynn Valley 
ハイキング

9:00 -12:00
英語学習

12:30 – 16:00
Vancouver Public 
Library
図書館見学

9:00 -12:00
英語学習

12:30 - 16:00
水族館訪問

9:00 -12:00
英語学習

12:30 - 16:00
UBC大学見学

9:00 -12:00
英語学習

12:30 - 16:00
Stanley Park訪問

9:00 -1 2:00
英語学習

12:30 - 16:00
Granville Island
新鮮な食べ物がたく
さんあるマーケットを
訪問

9:00 - 10:00
英語学習
10:00 - 16:00
Grouse Mountain
ゴンドラに乗って、山の
頂上へ

9:00 - 12:00
英語学習
終了パーティー
証書授与
12:30 - 16:00
Metrotown
ショッピングセンターで買い
物、見学



• サマースクールに参加するために、就学許可証(Study Permit)は必要ありません。カナダへの入国にビジター・ビザの必要な
国からの参加者は、カナダ大使館または領事館で詳しい情報と申請用紙を入手してください。

• バンクーバーでの滞在期間をカバーする医療保険に、必ず加入するようにしてください。バンクーバー教育委員会では、医療保
険は提供していません。

• サマースクール・プログラムへの申込は、添付の参加申込書をご記入の上、留学生オフィス（International Education Office）
宛に郵送またはファックスでお送りください。

• 申込の締め切りは、2016年6月10日、又は、スペースが満たされ次第締め切ります。 スペースを確保するために、早めの申し
込みをおすすめします。

• ホームステイを希望する場合は、申込書を 2016年6月3日までにお送りください。

• 文化体験プログラムの内容が変更されることがありますことをご了承ください。

• ホームステイへの申込は、13歳以上であることが条件になります。希望者には、サマーコースの授業料入金後、ホームステイ
の申込書をお送りします。ホームステイ申込書を記入して、ファックス、電子メールまたは郵便で留学生オフィス（International 
Education Office)にお送りください。

• ホームステイの申込書は、 2016年6月3日必着です。

• 返金の請求は、コース開始前に、書面にて留学生オフィスに連絡しなければなりません。返金が認められた場合、費用の80％
をお返しします。ホームステイの取り消しには、返金される金額から C$200 が差し引かれます。返金を請求する手紙といっしょ

に、当方からお送りしている登録確認書の原本をご返送ください。 MASTERカードや VISA カードで支払った場合は、カードの

口座に返金されます。その他の返金は、小切手で行います。返金の手続きには、通常、入学辞退書の受理後、3週間ほどかか

ります。

• 参加者のビザ申請が却下された場合は、手数料のC$200 を差し引いて全額お返しします。返金手続きの際に、大使館からの

申請却下の手紙と登録確認書の原本をお送りください。

• コース開始後のコース変更はできません。クラスに空きがある場合、初日に限ってコース変更が認められることがあります。

コース変更料として$100と、追加の授業料がかかる場合はその差額をお支払いいただきます。

• 変更後の授業料が変更前よりも低い場合でも、差額はお支払いできません

• すべての生徒は、サマースクールのルールと規定を守らなければなりません。授業を欠席する場合には、サマースクール事務
局に午前9時までに、必ず連絡してください。

• 学校には昼食を持参してください。学校のカフェテリアは、夏の間は閉まっています。
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注意事項と規定

参加申し込みについて

ホームステイについて

返金の規定

学校の規定
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参加申込書

英語の活字体ではっきりと記入してください。

参加する生徒の詳細

バンクーバーでの連絡先 (該当者のみ)

参加を希望するコース

コースへの登録と支払いについて

参加申込書は、Ｅメールかファックスで下記までお送りください。
Vancouver School Board, International Education Program, 1580 West Broadway Avenue, Vancouver, B.C., V6J 5K8, Canada

Telephone number: 1-604-713-4534     Fax number: 1-604-713-4536     E-mail: intered@vsb.bc.ca     Website: http://intered.vsb.bc.ca

_____________________   _______________________   ____________________      男 女

姓 名 生年月日 （日/月/年）

_______________________________________________________________   _____________________________________
日本国内の住所 （番地から記入してください） 市区町村

______________________________   _______________________________    _____________________________________
都道府県 国 郵便番号

________________________   _________________________   __________________________   ______________________
電話 ファックス 携帯電話 Ｅメール

_________________________________________   _______________________________   ___________________________
名前 電話 携帯電話

_________________________________________   _______________________________
Ｅメール ファックス

______________________________________________________________________________________________________
バンクーバーでの住所

参加を希望するコースをチェックしてください。

英語とバンクーバーの文化探求プログラム(13歳～18歳対象)
全日コース授業料のみ:    7月4日～7月15日 C$1850                   7月18日～7月29日 C$1850

すべて込みのプログラム: 7月4日～7月15日 C$2700               7月18日～7月29日 C$2700

支払いの方法:         Master カード VISA カード 為替

為替で支払う場合、参加申込は郵送で行ってください。

クレジットカード番号: _______________________________________   有効期限: _____________________________________

カードの名義人: ___________________________________________ 名義人のサイン: _______________________________

合計金額 (カナダドル): _____________________________________   提出日: ______________________________________
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