
  新潟留学センター 

名門大学UBCを舞台に「英語、遊ぶ、体験」を組み合せたジュニア・サマ

ープログラムである「グローバルリーダー」は、世界から集まる学生達と

「インターナショナル・フレンドシップ」と「文化交流」を行いながら、

多くのアクティビティーを通じて異文化体験や国際交流を行います。世界

中の友達とチームワークを築く大切さを学び、そして英語を話すことへの

自信を身に付け、積極的にコミュニケーションを行える「グローバルリー

ダー」を目指します。 

プログラムの特徴 
 カナダの名門「ブリティッシュコロンビア大学（UBC）」にて開催 

 安心の滞在「UBC学生寮」 

 世界中の国から来る学生との交流で身につく英語を使うことへの

自信 

 多くのコミュニケーション、グループワークで身につくリーダー

シップ力 

 英語学習とアクティビティーのバランス良い組み合わせ 

 バンクーバー観光、スポーツデイ、パーティーと多彩なイベント 

 9歳～17歳と幅広い年齢に対応！ 一人から参加が可能 

 7月/8月開催 2週間、3週間、4週間と選べる期間 

 日本人スタッフによる、安心のサポート体制 

寮滞在 名門大学 でイングリッシュキャンプ 

世界中から集まる友達との異文化コミュニケーション 

「学ぶ、遊ぶ、体験する」3拍子揃ったプログラム 

この夏  英語を使うことへの”自信”を身に付けよう！ 

利用施設： ブリティッシュコロンビア大学（UBC） 

宿泊施設： UBC学生寮 

対象年齢： 9歳～17歳 

期  間： 2週間～4週間 / 7月～8月 
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「グローバルリーダー」って？ 

グローバル化が進む世界では、世界に向けた広い視野を持ち、その中で自発的に行

動し、積極的に意見を言うことができる「リーダーシップ」力が求められています。 

SSLCの「グローバルリーダー」では英語力の向上、国境を越えた友達作りはもちろ

んのこと、学生が積極的に様々な発言や行動を自然と行うことができるようにカリ

キュラムが組まれています。また、プログラムではゴール（目標）設定を行い、そ

れぞれゴール達成へ向け、各学生が主体性をもって取り組むようになっており、自

然と積極的に行動を行いリーダーシップ力を養うことができるようになっています。 

プログラムでは何をするの？ 

 プログラム午前中は英語学習を行います。授業は英語をしっかりと使いこなす

上で必須となる「読む、書く、聞く、話す」の学習を多くのコミュニケーショ

ンの機会を用いながら行われます。

 プログラム午後は主に課外活動、クラブ活動が実施され、様々な活動を通じて

英語を使う楽しさを学び、多くの異文化体験から世界中から集まる学生たちと

のグローバルコミュニケーションを行います。

 週末は、観光やイベントなどの課外活動が実施され、キャンパスから外へ飛び

出します。日本とは異なる街並みやアトラクションに触れることができ、その

違いに大きな感動を覚えます。

ロケーション：ブリティッシュコロンビア大学（UBC） 

バンクーバーにあるブリティッシュコロンビア大学（UBC）にて実施します。 

カフェテリア、教室、活動場所、そして寮が全て同じ敷地にあり、一体感のある中

で多くの友人に囲まれ、まるでカナダの大学生になったようなキャンパスライフを

体験することができます。 

 ブリティッシュコロンビア大学（UBC）

UBCは常にカナダの大学のトップ3に入り、国際的な知名度や世界的な評価が高

いカナダ屈指の総合大学です。

バンクーバーダウンタウンより車で15分と郊外の静かなエリアに位置するキャ

ンパスは、約40ヘクタールの広大な敷地を持ち、4万5千人の学生が勉学に勤し

んでいます。キャンパス内のバラ園からは太平洋や山々を一望することができ、

バンクーバーの観光名所のひとつとしても知られています。

 ブリティッシュコロンビア大学 学生寮

UBCのキャンパス内にある「学生寮」へ滞在を行います。

 大学施設内にあるオンキャンパス学生寮

 部屋はシングル、もしくはシェアルーム（部屋は選べません）

 24時間スタッフ常駐の安心セキュリティー

食事について： 

学生寮にてカナディアンスタイルの料理や様々な国の料理が提供されます。 

スケジュールにより、昼食はお弁当（サンドウィッチなど）となります。 

サーティフィケート / フェイスブック / メモリーブック 

I. プログラム修了時にはサーティフィケート（修了証書）が授与されます。 

カナダで多くを学び、グローバル体験した証となります。 

II. プログラム中は定期的にプログラムの様子などをフェイスブックにアップしま

す。日本からでも参加中の学生の様子を見ることができます。

https://www.facebook.com/SSLCCAMPS

III.プログラム終了後、プログラム中の多くの写真、日記をまとめたメモリーブッ

クを WEBにてご覧いただけます。 

プログラムで学ぶこと 

 英語：

英語レッスンでは、英語を使う上で最も重要なスキルである「読む、聞く、書

く、話す」をバランスよく学習します。授業はコミュニケーションをベースと

して多くの対話を用いながら行われるため、自然な形で英語を話すことができ

るように授業が進められます。英語レベルにてクラス構成を行うため初級者～

上級者まで、それぞれのレベルにてしっかりと学習することができます。

https://www.facebook.com/KGICCAMPS
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 TOEFL Junior テスト：

プログラムでは13歳以上（Teens）の学生を対象にTOEFL®Juniorテストを実施

します。テストの受験により、今後の英語学習への目標の設定、将来の英語学

習意欲にも抜群の効果を発揮します。

 異文化交流：

プログラムには様々な国籍の学生が参加をします。カナダ人教師のもと、世界

から集まる学生たちと一緒に英語学習やアクティビティーやプロジェクト、グ

ループ活動を行うことにより、意見交換やお互いに関して話し合うことがで

き、他国の考え方や文化に触れることができます。自然な流れで異文化交流が

でき、グローバル感覚が身に付きます。

 リーダーシップ＆ゴール設定：

このプログラムは学生が積極的に様々な発言、質問、行動などが行えるようにデザインされています。また、プログ

ラムでのゴール設定を行い、そのゴール達成へ主体性をもって取り組み、ゴールまでの道筋をリーダーシップもって

達成できる仕組みになっています。

プログラムで体験すること 

プログラムで多くの活動が行われます。他国の学生たちとの様々な活動を通じて、多くのコミュニケーション

や意見交換が行われグローバルな感覚を身に付けることができます。 

① クラブ活動：

クラブ活動では様々な活動を通じて、リーダーシップ、チームワーク、コミュニケーションスキルの習得、そして楽し

みながら自然に英語を学ぶことができます。

クラブ活動はスポーツ系、アート系に分かれており、どちらかを選択をすることができます。

 スポーツ系クラブ： バスケットボール、アメリカンフットボール、サッカー など 

 アート系クラブ： ドラマ、ヒップホップダンス、絵画、歌、クラフト など 

② イブニング・アクティビティー：

イブニング・アクティビティーはエジュケーション＆エンターテイメントを組み合わせた内容にて行われます。学生は

様々なアクティビティーを通して英語でのコミュニケーション力向上や、学生同士のさらなる親睦を深めることができ

ます。

③ 校外アクティビティ：

校外アクティビティでは数多くのイベントや観光が企画され、多くのカナダ文化に触れながらカナダを満喫できます。

プログラムスケジュール： 1日の流れ 

平日の主な時間割 週末の主な時間割 

7:30-8:30 朝食 朝食 

9:00-9:45 英語レッスン（ライティング＆ゴール設定） 出発 

9:45-10:30 英語レッスン（文法） 
校外アクティビティ 

10:45-11:30 英語レッスン（リーディング＆ボキャブラリー） 

11:30-12:15 英語レッスン（コミュニケーション） 

12:15-13:30 ランチ 

13:30-15:00 自習時間＆自由時間 校外アクティビティ（午

後に校外アクティビティ実施の

日）
15:00-17:00 クラブ活動 

17:30-19:00 ディナータイム ディナータイム 

19:00-21:00 イブニング・アクティビティー イブニング・アクティビティー 

21:00-22:00 自習時間＆自由時間 自習時間＆自由時間 

22:00- 各自部屋でのフリータイム＆消灯 各自部屋でのフリータイム＆消灯 
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 プログラムスケジュール 
* スケジュールは天候やその他の事由により直前変更となることがあります。 

Juniors: 小学生 （9歳~12歳）

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 

7月1日 7月2日 7月3日 7月4日 7月5日 7月6日 7月7日 

AM 

到着 

英語レッスン 英語レッスン 
シティーツアー＆ 

ビーチパーティー 

英語レッスン 英語レッスン 

グロウスマウンテン 
PM クラブ活動 クラブ活動 クラブ活動 

バブルサッカー／トラ

ンポリンパーク 

イブニング 

アクティビティー キャンパスツアー スイミング スカベンジャーハント シネマズー タレントショー準備 トレジャーハント 

7月8日 7月9日 7月10日 7月11日 7月12日 7月13日 7月14日 

AM 
新入生 既存生 

英語レッスン 英語レッスン 英語レッスン 英語レッスン 英語レッスン 
コミュニティー 

サービス 到着 
プレイ 

ランド PM クラブ活動 スケート クラブ活動 レイザータグ クラブ活動 

イブニング 

アクティビティー 
カラオケ 

キャンパスツアー 

／ムービー 
ショッピング タレントショー準備 チャレンジナイト 

卒業式 

ダンスパーティー 

タレントショー 

＆BBQ 

7月15日 7月16日 7月17日 7月18日 7月19日 7月20日 7月21日 

AM 
新入生 既存生 

英語レッスン 
ロッキー準備 ロッキーマウンテン 

バンフトリップ 

Day 1 

ロッキーマウンテン 

バンフトリップ 

Day 2 

ロッキーマウンテン 

バンフトリップ 

Day 3 

ロッキーマウンテン 

バンフトリップ 

Day 4 

到着 
ウォーター 

スライド PM フライオーバーカナダ 

イブニング 

アクティビティー 
カラオケ 

キャンパスツアー 

／ムービー 

キャンパスツアー 

／ムービー 

7月22日 7月23日 7月24日 7月25日 7月26日 7月27日 7月28日 

AM 
新入生 既存生 

英語レッスン 英語レッスン 英語レッスン 英語レッスン 英語レッスン キャピラノ渓谷 

吊り橋 到着 
スポーツ 

デイ PM クラブ活動 ロッククライミング クラブ活動 サイエンスワールド クラブ活動 

イブニング 

アクティビティー アメージングレース 
キャンパスツアー 

ムービー 
スカベンジャーハント タレントショー準備 キャプチャーフラッグ 

卒業式 

ダンスパーティー 

タレントショー 

＆BBQ 

7月29日 7月30日 7月31日 8月1日 8月2日 8月3日 8月4日 

AM 
新入生 既存生 

英語レッスン 英語レッスン 
シティーツアー 

ビーチパーティー 

英語レッスン 英語レッスン 
帰国 

延泊学生は 

グロウスマウンテン 

ブルーベリー摘み 

サンデー作り PM クラブ活動 クラブ活動 クラブ活動 
バブルサッカー／トラ

ンポリンパーク 
イブニング 

アクティビティー トレジャーハント ムービー スイミング スカベンジャーハント シネマズー 卒業式 延泊学生はラストデイBBQ 

Teens: 中学生、高校生 （12歳~17歳） 
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 

7月1日 7月2日 7月3日 7月4日 7月5日 7月6日 7月7日 

AM 

到着 

英語レッスン 英語レッスン シティーツアー 

ビーチパーティー 

英語レッスン 英語レッスン 
グロウスマウンテン 

PM クラブ活動 クラブ活動 クラブ活動 ショッピング 

イブニング 

アクティビティ

ー 
キャンパスツアー スイミング スカベンジャーハント シネマズー タレントショー準備 キャプチャーフラッグ 

7月8日 7月9日 7月10日 7月11日 7月12日 7月13日 7月14日 

AM 
新入生 既存生 

英語レッスン 英語レッスン 英語レッスン 英語レッスン 英語レッスン 
コミュニティー 

サービス 到着 
プレイ 

ランド PM クラブ活動 レイザータグ カヤック クラブ活動 クラブ活動 

イブニング 

アクティビティ

ー 
カラオケ 

キャンパスツアー 

/ ムービー 
ゲームナイト チャレンジナイト アイススケート 

卒業式 

ダンスパーティー 
タレントショー＆BBQ 

7月15日 7月16日 7月17日 7月18日 7月19日 7月20日 7月21日 

AM 
新入生 既存生 

ロッキー準備 ロッキーマウンテン 

バンフトリップ 
Day 1 

ロッキーマウンテン 

バンフトリップ 
Day 2 

ロッキーマウンテン 

バンフトリップ 
Day 3 

ロッキーマウンテン 

バンフトリップ 
Day 4 

バンクーバー 

水族館 到着 

ロブソン通 

ショッピ 

ングPM 

イブニング 

アクティビティ

ー 

アルティメット 

フリスビー 

キャンパスツアー 

/ ムービー 
カルチャーナイト 

7月22日 7月23日 7月24日 7月25日 7月26日 7月27日 7月28日 

AM 
新入生 既存生 

英語レッスン 英語レッスン 英語レッスン 英語レッスン 英語レッスン 

スポーツデイ 到着 ウォーター

スライド PM クラブ活動 クラブ活動 ロッククライミング クラブ活動 
バブルサッカー／トラ

ンポリンパーク 
イブニング 

アクティビティ

ー 
ゲームナイト 

キャンパスツアー 

/ ムービー 
タレントショー準備 チャレンジナイト ショッピング 

卒業式 

ダンスパーティー 
タレントショー＆BBQ 

7月29日 7月30日 7月31日 8月1日 8月2日 8月3日 8月4日 

AM キャピラノ渓谷 

吊り橋

英語レッスン 英語レッスン 英語レッスン シティーツアー 

ビーチパーティー 

英語レッスン 
帰国 

延泊学生は 

グロウスマウンテン PM クラブ活動 クラブ活動 クラブ活動 クラブ活動 
イブニング 

アクティビティ

ー 
キャプチャーフラッグ 

キャンパスツアー 

/ ムービー 
スイミング スカベンジャーハント シネマズー 卒業式 延泊学生はラストデイBBQ 
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Q and A 

【プログラム内容】 

 なぜグローバルリーダーなの？

プログラムは様々な場面において学生が主体的に行動や発言、活動、コミュニケーションを行えるようにデザインされています。また、各学生は

適切なゴールの設定、そして達成へのプロセスなどを学び、自分の設定したゴールに向けて取り組むようにデザインされています。これらの行動を

通じてリーダーシップ力の向上を目指します。 

 英語初級者ですが大丈夫ですか？

はい、大丈夫です。英語力と年齢によってクラス分けが行われます。英語初級者～上級者まで対応がされています。 

 TOEFL Juniorテストって何ですか？

13歳以上（Teens Program）の学生には、プログラム最終週にTOEFL®ジュニアテストを受験して頂きます。スコアはプログラム終了後3ヶ

月程度で公式スコア証書として日本にて送られてきます。 

TOEFL®Juniorとは英語を母語としない中高生の英語運用能力を測定する世界共通のテストです。世界中の英語テストの中で最も幅広

い180の国々で受け入れられています。 

【寮について】 

 ホームステイは？

滞在は寮のみとなります。イブニング・アクティビティーまで含めて、全行程に参加をすることにより大きな成果を得ることが可能になっています。ホ

ームステイをご希望の場合は、サレーキャンパスにて開催の「グッドタイムサマー」、「チルドレン＆ジュニアESL」へご参加ください。 

 寮の安全性は？

寮には24時間のセキュリティーがあります。SSLCスタッフも寮に滞在し、学生のサポートを行います。また、寮には専属のスタッフもおり、定期的

にパトロールなどの安全管理を行っております。 

 寮の部屋ってどんな感じ？

各部屋2名1室（ツイン）、もしくは1名1室（シングル）となっております。（選ぶことはできません。）過去の実績より、おおよそシングル75

～80％、ツイン20～25％程度の割合となります。 

部屋には、机、クローゼット、ベッドが備え付けられています。普段は一般の大学生も生活する施設となっていますので、快適な生活環境が整

えられています。 

 洗濯はどうすればいいの？

スタッフのサポートの下、寮に完備されているコインランドリーにて行うようになります。（およそ週1回） 

洗濯には洗濯機$2前後、乾燥機$2前後が別途必要となります。洗剤は学校にて用意をします。 

 食事はどんな感じ？

寮の施設内にて1日3食提供されます。（スケジュールによってお昼はサンドウィッチなどのお弁当となります）食事はカナディアンスタイルとなりま

す。また、自動販売機やカフェテリアにて、ジュースやスナックを買うことができます。また、BBQなどアクティビティー同時に提供されることもあります。 

【その他】 

 お小遣いはどれくらい必要？

基本的な料金は全てプログラム費用に含まれています。学校内には自動販売機があり、そこでのジュースやスナック、またアクティビティーへ行っ

た際の買い物がお小遣いとして必要となります。個人によって大きく異なりますが1日平均＄3～10程度にて十分です。それ以外に、お友達や

ご両親へのお土産を、誰にいくらぐらいのものを購入するかを計算し総額を決定してください。 

 日本語のアシスタントはありますか？

はい、SSLCには常に日本人スタッフが常駐しています。サマープログラム参加者は、困ったことがあればいつでも相談することができます。 

 空港ピックアップが心配です

SSLCのスタッフがお迎えに行きます。空港内の順路から最後の税関を抜けた先に、各学生の名前の書かれたボードを持って待っています。出

たらすぐの場所にいますので、迷うことなくSSLCのスタッフに会うことができます。 

 8月5日以降は開催していないの？

していません。ですが、サレーキャンパス開催の「グッドタイムサマー」、「チルドレン＆ジュニアESL」との組合せが可能になります。詳細は7ページ

目、またはSSLCスタッフまでお問い合わせください。 

 親子留学はできるの？

グローバルリーダーでは親子プログラムはできません。親子プログラムご希望の方は、サレーキャンパス「グッドタイムサマー」、「チルドレン＆ジュニア

ESL」へご参加をお願いします。 



バンクーバー「ジュニア」サマープログラム 
UBCを舞台に行うイングリッシュキャンプ「グローバルリーダー」  

新潟留学センター

プログラム開始日 

帰国日 

到着日 
2週間 3週間 4週間 

7月1日（日） 7月14日（土） 7月21日（土） 7月28日（土） 
 航空券等の関係で、現地入りや現地アウトの日が

別の日になっても到着、帰国が可能となります。

（サービスチャージや延泊費が発生します。）

 寮は8月5日が最終日となります。航空券の関係で

この日以降も滞在の方は、ホームステイ、ホテル

などの他の手段となります。（詳細はお問い合わ

せください。）

 8月5日以降も就学を希望の方は、サレーキャンパ

スの「グッドタイムサマー」との組合せが可能と

なります。

7月8日（日） 7月21日（土） 7月28日（土） 8月4日（土） 

7月15日（日） 7月28日（土） 8月4日（土） 

7月22日（日） 8月4日（土） 

【注意】 Junior（小学生）は7月18日～7月21日までBanff Tripとなります。よってプログラム3週目に終了をする学

生は、必ず7月22日以降カナダ出発で航空券手配を行ってください。また、その際には延泊費用が必要とな

ります。 

プログラム料金 

年齢 
プログラム期

間 
料金 料金に含まれるもの 

Juniors 

小学生 

9歳~12歳 

2週間 379,000円 登録料、授業料、教材費、アクティビティー参加費、空港送迎（往復）、 

学生寮滞在費（2週間:13泊14日、3週間:20泊21日、４週間:27泊28日）、学生

寮手配費、食事（1日3食） 

3週間 511,000円 

4週間 641,000円 

延泊（1泊） 23,000円 食事(1日3食）、延泊時に行われるクラス、アクティビティー、課外活動 

Teens 

中学生 

高校生 

12歳~17歳 

2週間 364,000円 登録料、授業料、教材費、アクティビティー参加費、空港送迎（往復）、 

学生寮滞在費（2週間:13泊14日、3週間:20泊21日、４週間:27泊28日）、学生

寮手配費、食事（1日3食）、TOEFL®ジュニアテスト 

3週間 495,000円 

4週間 636,000円 

延泊（1泊） 22,000円 食事(1日3食）、延泊時に行われるクラス、アクティビティー、課外活動 

そ の他の 費

用 

鍵デポジット：＄100 
現金にて＄100をご準備頂きご持参ください。 

鍵の紛失や破損等がない際には、最終日に返金をいたします。 

航空会社のお子様一人旅サービス：＄50

（片道） 

航空会社のUnaccompanied Minor Service【UMサービス】をご利用

して渡航される方は、お申し込み時にご連絡ください。 

サービスチャージ：＄50 
到着日が土曜日、日曜日、月曜日以外だった場合、お迎えスタッ

フ等の別途アレンジメント費用が発生いたします。 

プログラムデポジット50,000円に関して (個人申し込みの場合) 

毎年お申し込みが大変集中しておりますため、お申し込みいただいた生徒様にはお部屋の事前確保として50,000円（返金

不可）のデポジットをプログラム開始の１２週間前までにお支払いいただきます。この50,000円はプログラム費用の一部

となりますため、残額分のお支払いに関してはプログラム開始の１２週間前とさせていただきます。なお、デポジットの

お支払いがなかった場合、お部屋確保のご確約はできませんこと、ご了承くださいませ。 

キャンセル（返金）規約＆支払い期限 

キャンセル時期 返金内容 

プログラム開始日より12週間以上前 50,000円を除く費用を返金  （*未払い時は50,000円の請求） 

プログラム開始日より12週間未満 50％返金 （*未払い時はプログラム費用の50％の請求） 

プログラム開始5週間前 返金なし （*未払い時はプログラム費用の100％の請求） 

支払期限 プログラム開始日12週間前まで 

お申込みお問い合わせ：　新潟留学センター　　

〒950-0916　新潟県新潟市中央区米山3-2-11

info@nta-niigata.com   ☎0120-580-838



バンクーバー「ジュニア」サマープログラム 
UBCを舞台に行うイングリッシュキャンプ「グローバルリーダー」  

新潟留学センター

SSLCはジュニア専用プログラムが充実しており、様々なプログラムと組み合わせることで、自分にとってベストな留学 

プランがカスタマイズできます。 

留学プラン① ２つのサマープログラムを組み合わせて、楽しさも 2倍！ 

日本の夏休みが始る時期に合わせてスタート可能

なこの留学プランでは、ブリティッシュコロンビ

ア大学（UBC）の広大な学園都市にある学生寮で、

多国籍の仲間とともに海外キャンパスライフを満

喫できます。その後は、サレー市にあるSSLCプロ

グラムで英語学習とアクティビティ（平日＆週末)

でさらに英語力アップ＆ホストファミリーとの生

活を楽しめます。お勧めの組み合わせです！ 

留学プラン② よくばりジュニアサマー留学プラン！ 

留学プラン①に通常ESLを追加し、「短期間でもア

クティビティを思いっきり楽しみたい！ でも英

語学習もしっかりしたい」という二つの希望をか

なえることができます。ジュニアESLでは、「読む、

書く、話す、聞く」といった４技能の基礎を学習

するため、夏休み期間でも英語力アップを目指せ

ます。後半２つのプログラムは、同じホームステ

イ先に継続的に滞在できるのも特徴です。 

計３週間のサマー留学
グローバルリーダー
２週間（7/22 - 8/5）

グッドタイムサマー
１週間 (8/5 - 8/12)

計５週間の
サマー留学

グローバルリーダー
２週間（7/22 - 8/5）

グッドタイムサマー
１週間 (8/5 - 8/12)

ジュニアESL
２週間 (8/12-8/26)

プログラムの組み合わせに関して 

お勧めポイント 
 日本の学校の夏休みが始まってからすぐにプログラム参加可能 

 大学寮滞在とホームステイ滞在、２種類の海外留学生活を同時

に体験できる 

 グローバルリーダー終了後は、SSLC スタッフがホームステイま

で送迎（プログラム費に含まれます） 

 2つのプログラムを通して、友達も 2倍、留学経験も 2倍！ 

お勧めポイント 
 夏休みをフルに使って海外留学ができます 

 グッドタイムサマーとジュニア ESL では同じホームステイに継

続して滞在ができます 

 アクティビティを中心としたサマープログラムの後、ジュニア

ESLでしっかりと英語の基礎学習が行えます 

滞在先 ＵＢＣ寮滞在 ホームステイ滞在

滞在先 ＵＢＣ寮滞在 ホームステイ滞在
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