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         Good Time Summer （ グ ッ ド タ イ ム サ マ ー )                                                   

この夏、SSLC バンクーバーーキャンパスにて「ホームステイ滞在」「英語学習」 

「アクティビティー」を組合せたジュニアュサマープログラム「Good Time Summer」を実

施します。ホームステイ滞在、他国から来る多くの友達、しっかりとした英語学習、バ

ンクーバーを満喫できる多くのアクティビティーなど、楽しみながら多くの英語に触

れ「カナディアン・ライフ」を満喫します。 

 

 

開催場所 :SSLC バンクーバーキャンパス  

(または夏の臨時キャンパス )  

滞在方法 :ホームステイ（3 食込）  

対象年齢 :中学生～高校生  

期  間 :2 週間～4 週間  / 7 月～8 月  

プログラムの特徴 

世界で住みやすい街に選ばれる「バンクーバー」にて開催 

SSLCのジュニアESLでしっかり英語を学習 

フルタイムで英語学習、放課後はアクティビティしっかり 

学べてエンジョイできるバランス良い組合せ 

バンクーバー観光やWorld Student Dayなど多彩なイベント 

7月/8月開催 2週間、3週間、4週間と選べる期間 

中・高生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 

人気の都市「バンクーバー」で行うホームステイ！
カリキュラムに定評のあるSSLCジュニアESLに参加 

バンクーバーを満喫できる多くのイベントの開催 

この夏カナダで”Good Time”な海外生活をしよう！ 
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「Good Time Summer」とは？ 

SSLCバンクーバーキャンパスにて開講しているジュニアESLプログラムとアクティビティーを組合

せた、勉強も遊びも100％楽しむ夏期専用の「サマープログラム」です。 

●英語学習(週25時間) 

英語学習は定評のあるSSLCのジュニアESLへ参加を行います。カリキュラムは英語の基

本である「読む、書く、聞く、話す」の4つのスキルをバランスよく学習します。その中で、毎

日の自然なコミュニケーションの手段として英語が使えるように、英語で理解し英語で意

思伝達を行えるように学習します。 

●アクティビティー 

プログラムでは多彩なスポーツやアクティビティーが実施されます。多くのアクティビティーを通

じて世界中から集まる学生たちと、より深くコミュニケーションを行うことができます。 

●プログラム土曜日 

終日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、バンクーバーの街を満

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：バンクーバー市 
 

バンクーバー市は雄大な山々と太平洋に囲まれた自然豊かな美しい街です。長年にわた

り世界で最も住みやすい街に選ばれ衛生面、治安面、ホスピタリティー、温暖な気候、フ

レンドリーな人々と様々な点において優れており、中高生の留学先としてもおすすめな都

市です。 

≪SSLCバンクーバーキャンパス≫ 

SSLCバンクーバーキャンパスはバンクーバー・ダウンタウン中心部に位置し、また駅からも近い

ので通学にもとても便利な場所に位置しています。バンクーバーのメインストリートであるロブ

ソンストリートも近く、多くのお店、文化施設からも近くショッピング、文化を楽しむのに最適

な場所にあります。国際色豊かなキャンパスで様々な国から来ているクラスメートと交流し、

英語力を伸ばすことが可能です。また、ショッピングモールや多国籍のレストランもキャンパス

の周りに点在しており放課後は友達とダウンタウンを散策したりなど、リアルなカナダ生活

を満喫して頂けます。 

ホームステイ 

バンクーバー市、バンクーバー市近郊にあるホームステイヘ滞在を行います。 

 ホームステイでの生活は? 

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。 

ひとつの家庭に 1~4 名程度の学生が滞在を行います。 

(このプログラムでは同国籍で同じホームステイとなることがあります。) 

 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。バンクーバーは公共交通機関が発

達しており、主な移動手段であるバス・スカイトレインも便利にご利用いただくことができま

す。初日には公共交通機関の利用の仕方についてのオリエンテーションを行います。 
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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。 

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/ 

 

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 英語学習 

15:10-17:30 アクティビティ 

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 
 

 Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 

 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 
到着日 

 

英語学習 英語学習 英語学習 英語学習 英語学習 

プレイランド 
放課後 自由時間 

バンクーバー 

ルックアウト 
レイザータグ 自由時間 

ワールド 

チューデントデイ 

 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 

在校生： 

ホームステイ 

との一日 

英語学習 英語学習 英語学習 英語学習 英語学習 

ボーエンアイランド 
放課後 自由時間 カヤック カルチュアルデイ 自由時間 ハイキング 

 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 

在校生： 

ホームステイ 

との一日 

英語学習 英語学習 英語学習 英語学習 英語学習 

ビーチデイ 
放課後 自由時間 

バンクーバー 

美術館 
スタンレーパーク 自由時間 

シップヤード 

マーケット 

 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 

在校生： 

ホームステイ 

との一日 

英語学習 英語学習 英語学習 英語学習 英語学習 

ウィスラー 
放課後 自由時間 ヨガ 

グランビル 

アイランド 

バンドゥーセン 

パーク 
自由時間 

 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 在校生： 

ホームステイ 

との一日 

BC DAY(祝日) 

（No School） 

英語学習 英語学習 英語学習 英語学習 

水族館 
放課後 キャピラノ サッカー UBCツアー 自由時間 

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

プログラム修了諸/ブログ 

https://www.facebook.com/SSLCCAMPS/
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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。 

一つの家庭に他の日本人や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。  
 

【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バンクーバー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SSLC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 

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）  

 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 $ 2,590 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 

3 weeks $ 3,790 

4 weeks $ 4,490 

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） 

 


