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SSLC はビクトリアにてジュニア向けサマープログラムを開催!

プログラム中は、歴史的な背景から英国の影響が色濃く残る

“ビクトリア”を舞台に、多くの友達、人々、文化、そしてア

ットホームなスタッフに囲まれながらゆったりとした時間

の中、英語学習を行います。また様々なアクティビティ、イベ

ントなどを通し、英語を楽しみながら学び、多くの英語に触れ

カナディアン・ライフを満喫します。 

 

 

開催場所 :ビクトリア市  / SSLC ビクトリアキャンパス  

滞在方法 :ホームステイ（ 3 食込）  

対象年齢 :14 歳～ 19 歳  

    (上記以外の年齢はお問い合わせください )  

期  間 :2 週間～ 4 週間  / 7 月～ 8 月  

プログラムの特徴 

アットホームな街「ビクトリア」にて開催 

ホームステイ滞在 

午前中は英語学習、午後はアクティビティエンジョイでき

るバランス良い組合せ 

ウォエールウォッチング、カヤックなどビクトリアを満喫 

定評のある SSLC ESLでの英語学習 

7月/8月開催 2週間、3週間、4週間と選べる期間 

14歳～19歳と幅広い年齢に対応！  

一人から参加が可能！ 

日本語アシスタントによる、安心のサポート体制 

カナダ人にも人気の都市「ビクトリア」で行う 

イングリッシュ・キャンプ 

アットホームなキャンパスで世界各国から集まる友達と 

一生の思い出を作ろう！ 

” ”  
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ビクトリア ジュニア「サマー」プログラムって？ 

SSLCでは毎年ジュニア学生を対象に「サマープログラム」開催しています。 

ビクトリア サマー ファンでは午前中は英語学習、午後はアクティビティと英語も

カナダ体験も満載なプログラムとなっており、この夏かけがえのない体験をするこ

とができます。 
 

 プログラム午前は英語学習を行います。授業は、通常のSSLCで行っている

ESLプログラムへの参加を行います。授業では、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授業が行われます。 

 プログラム午後は様々なアクティビティが企画され、多くの課外活動を通じ

て、英語を使う楽しさを学び、多くの友達を作り、そして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。 
 

 プログラム土曜日はアクティビティやイベントが企画され、教室から外へ飛び

出し、ビクトリアの街を満喫します。日本とは大きく異なる街並みや大自然、

アトラクションに触れることができ、その違いには大きな感動を覚えます。 

開催都市： ビクトリア市 
 

ビクトリア市はカナダ西海岸の自然に恵まれた美しさと、歴史的建造物が絶妙に

調和した魅力あふれる街です。バンクーバー島の最南端に位置し、BC州の州都

であるビクトリアは多くの観光名所やユニークなショッピングタウンとして有名で 、

多くの人々はビクトリアの持つ開放的で親しみやすい雰囲気に魅了されています

。ビクトリアキャンパスは、ビクトリア・ダウンタウンの中心地、アンティークな雰囲

気が漂うバッションスクエァーに位置しています。アットホームなキャンパスでは、

時間がゆっくり流れるといわれるビクトリアで、落ち着いた快適な留学生活を送る

ことができます。 

≪バンクーバー・アイランド≫ 

ブリティッシュ・コロンビア州の最西端に位置するバンクーバー・アイランドは、 

海、森、丘陵、そして多くの山々に囲まれた自然豊かな島です。島の最南端にあ

るビクトリアを始め、ナナイモ、トッフィーノ、パークヒルズ、キャンベルリバー、コモ

ックスバレーなど魅力あふれる街が数多くあります。連休や週末を利用して、多く

の街を探訪することができます。カナダで最も温暖な気候なバンクーバー・アイラ

ンドでは1年を通してアウトドアを楽しめます。 

≪ビクトリアダウンタウン≫ 

インナーハーバーを見下ろすビクトリアのダウンタウンは、歴史的な雰囲気にあ

ふれる州議事堂やエレガントな雰囲気を合わせ持つフェアモント・エンプレスホテ

ルと隣接し、英国風の雰囲気を持つ街並みとなっており、バンクーバーやトロント

とは違くカナダを体験することができます。街中に溢れたカフェからは海が一望で

き、夏の日には様々なパブリックマーケットやイベントも行われ、一歩出るとそこに

は地元民に愛される一角が広がっています。 

≪アウトドア体験≫ 

ビクトリアはカナダで最も温暖な気候！多くのアウトドアも楽しめます。 

 ハイキング---- ビクトリアには有名なハイキングスポットが点在 

 サイクリング-- 海岸線や街中など自由自在。レンタサイクルが便利 

 ホエールウォッチング---- シャチやクジラ。80％で見ることができるとのこと・・・ 

 

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。 

カナダでしっかりと勉強をし、多くを学んだ証となります。 
 

II. プログラムでは定期的に現地での様子などを Facebook にアップします。
Facebook: https://www.facebook.com/SSLCCAMPS/ 

 

 

プログラム修了証 / ブログ  

https://www.facebook.com/SSLCCAMPS/
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カレッジライフ（プログラムの流れ） 
 

 月曜日～金曜日 土曜日 日曜日 

7:30-8:00 朝食 

9:00-9:50 

英語学習 

出発準備 (8:00-9:00) 

ホームステイとの時間 

 

10:00-10:50 アクティビティ(9:30-5:30) 

 

11:00-12:00 

12:00-13:00 ランチタイム 

13:00-15:00 アクティビティ 

15:10-17:30 自由時間 

18:00-19:30 夕食 夕食 (6:30-7:30) 

19:30-22:00 自習時間 自習時間 

22:00- 各自部屋での自由時間 / 消灯時間 

 

プログラムスケジュール (2018年度のものをサンプルとしています。) 
 

 Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 

 6月30日 7月1日 7月2日 7月3日 7月4日 7月5日 7月6日 

AM  

到着日 

 

Canada Day 
(No School) 

オリエンテーション 英語学習 英語学習 英語学習 
ブッチャード 

ガーデン PM ダウンタウンツアー 
ロイアル 

BC 博物館 
ハイキング 

ベーコンヒル 

パーク 

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

AM 

新入生： 到着日 

英語学習 英語学習 英語学習 英語学習 英語学習 

フォートロッドヒル 
PM 

ストリート 

ホッケー 

Royal Roads Uni 

ツアー 
ショッピング カヤック 

クレイダーロック城  

 

 7月14日 7月15日 7月16日 7月17日 7月18日 7月19日 7月20日 

AM  

新入生： 到着日 
 

 

英語学習 英語学習 英語学習 英語学習 英語学習 

ビーチBBQ 
PM 

スカベンジャー 

ハント 

フィッシャーマンズ

ワーフ 
レイザータグ トランポリンパーク 

World Student 
Day 

 7月21日 7月22日 7月23日 7月24日 7月25日 7月26日 7月27日 

AM 
 

新入生： 到着日 
 

 

英語学習 英語学習 英語学習 英語学習 英語学習 バンクーバー 

トリップ PM ハイキング スイミング バグ ズー スケート Uvicツアー 

 7月28日 7月29日 7月30日 7月31日 8月1日 8月2日 8月3日 

AM 

新入生： 到着日 

英語学習 英語学習 英語学習 英語学習 英語学習 
ブッチャード 

ガーデン PM ビーチ 
ベーコンヒル 

パーク 
ベリーピッキング 

スカベンジャー 

ハント 
ハイキング 

 8月4日 8月5日 8月6日 8月7日 8月8日 8月9日 8月10日 

AM 
 

新入生： 到着日 
 

 

Holiday 

（No School） 

英語学習 英語学習 英語学習 英語学習 ウォエール 

ウォッチング PM カヤック 映画 ストリートホッケー ショッピング 

 8月11日 8月12日 8月13日 8月14日 8月15日 8月16日 8月17日 

AM  

新入生： 到着日 
 

 

英語学習 英語学習 英語学習 英語学習 英語学習 

帰国日 
PM 

フィッシャーマンズ 

ワーフ 

ロイアル 

BC 博物館 
レイザータグ ロッククライミング Uvicツアー 

＊ プログラムの予定は天候やその他の事由により、予告なく突然に変更になることがあります。 
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Q and A 
 

 

【ホームステイについて】 

 ホームステイの生活って？ 

ホームステイは3食込み、シングルもしくはツインルームとなります。 

一つの家庭に他の留学生が滞在している場合もあります。 

 ホームステイはいつごろ決まるの？  

ホームステイ情報は、出発のおよそ5日～1週間前の案内となります。また、ホームステイ先の様々な事情によ

り、一度決まった後も出発まで に変更が行われることがあります。  

 毎日の通学はどうするの？ 

通学は公共交通機関を使って各自で通学となります。 

(送迎付きホームステイをご希望の場合はご相談ください。) 

 

【プログラム内容・その他について】 

 英語初心者でも大丈夫ですか？ 

はい、大丈夫です。英語力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。 

 滞在の延泊は可能ですか？ 

はい、可能です。飛行機やその他のスケジュールに合わせて、現地イン、現地アウトを行っていただくことが

できます。また、授業の開始日 である月曜日到着も可能です。延泊時には延泊費用が必要となります。 

 空港ピックアップが心配です  

SSLCのピックアップスタッフがビクトリア空港にお迎えに行きます。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SS

LCのスタッフに会うことができます。 

 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。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。学生に異なりますが、1日平均＄5～10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。 
 

プログラムインフォメーション 
 

 

■ プログラムスケジュール： 
 

帰国日： 

到着日： 
2週間 3週間 4週間 

6月30日（日） 7月13日（土） 7月20日（土） 7月27日（土） 

7月7日（日） 7月20日（土） 7月27日（土） 8月3日（土） 

7月14日（日） 7月27日（土） 8月3日（土） 8月10日（土） 

7月21日（日） 8月3日（土） 8月10日（土） 8月17日（土） 

7月28日（日） 8月10日（土） 8月17日（土）  

8月4日（日） 8月17日（土）   

 プログラムは日曜日イン、土曜日アウトが基本となっています。 

 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。（延泊費が発生します。） 
 

■ プログラム料金： 

期間 プログラム費 料金に含まれるもの 

2 weeks $ 2,690 登録料、授業料、教材費、アクティビティー費、空港送迎（往復）、

食事（1日3食）、滞在費【2週間:13泊14日、3週間:20泊21日、4

週間:27泊28日】、滞在手配費、交通費 

3 weeks $ 3,890 

4 weeks $ 4,590 

延泊（1泊） $150 （ホームステイ、アクティビティー参加料金込み）/ $45 （ホームステイのみ） 
 


