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SSLCのジュニア・サマープログラム「グローバルリーダー」は、名門大学UBCを拠点として「英語、リーダーシップ、体験」を組み合せ、世界から

集まる生徒達と生活を共にしながら、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生徒たち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 

 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、5 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 

 

利用施設： ブリティッシュコロンビア大学（UBC） 

宿泊施設： UBC生徒寮 

対象年齢： 9歳～17歳 

期  間： 2週間～５週間 / 7月～8月 

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 
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「グローバルリーダー」って？ 

グローバル化が進む現代、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「主体性」や「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、学生が主体的に考え、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、各学生が自主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？ 

⚫ 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。 

⚫ 午後は主に課外活動、クラブ活動を実施。様々な活動を通じて英語を使う楽しさを学び、

多くの異文化体験を通し各国から集まる学生と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計画されており、、キャンパスから外へ出て日本と

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）ポイントグレー・キャンパスにて実施します。 

カフェテリア、教室、寮など活動場所が全て同じ敷地内にあり、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10に入っており、国際的な知名度や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25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、5万5千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」に滞在します。 

➢ 大学敷地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： 

食事は施設内のカフェテリアで行います。バイキングスタイルでカナダ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）となる場合もあります。 

サーティフィケート / フェイスブック  

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やビデオを WEB にてご覧いただけます。 

プログラムで学ぶこと 

⚫ 英語： 

リーダーシップをテーマに扱ったオリジナル教材を用い、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。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、自然な形での英語を話すことができるよう授業が進められます。英

語レベルによりクラス構成を行うため、それぞれのレベルにて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します。カナダ人教師の指導のもと、世界から集ま

る学生たちと一緒に英語学習、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、そのゴール達成へ自主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、いずれかを選択をすることができます。（クラブ内容は変更となる場合がございます。） 

◆ スポーツ系クラブ：  バスケットボール、バレーボール、サッカー など 

◆ アート系クラブ：  クラフト、絵画、ドラマ、歌 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、カナダ文化に触れながらカナダを満喫できます。 

例）3泊4日ロッキーツアー(プログラム三週目)、 ダンスパーティー、 室内ロッククライミング、 バンクーバー市内観光、 キャピラノ吊り橋、 

   カヤック、レーザータグ、 タレントショー、 アメージングレース、 ビーチパーティー、 ショッピング、 BBQ、 グラウスマウンテン観光など 

（年齢によって参加アクティビティが変更となる場合があります。） 

 
 

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 

9:00-12:00 

 

英語レッスン 

 

校外アクティビティ 

 

12:00-13:30 ランチ 

14:00-16:00 クラブ活動 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） 16:00-17:30 自習時間＆自由時間 

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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サンプル プログラムスケジュール  
    

 
 Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 

 7月5日 7月6日 7月7日 7月8日 7月9日 7月10日 7月11日 

AM 
到着 

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 キャピラノ吊り橋 

PM クラブ活動 市内観光 クラブ活動 フライオーバーカナダ クラブ活動 パークロイヤル 

イブニング 

アクティビティー 
新入生歓迎会 エンターテイメント フィールドゲーム スイミング タレントショー準備 バーベキュー ウィークリー交流会 

 7月12日 7月13日 7月14日 7月15日 7月16日 7月17日 7月18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 

グラウスマウンテン 
到着 

 

プレイ 

ランド 
 

PM クラブ活動 レーザータグ クラブ活動 UBC植物園 クラブ活動 

イブニング 

アクティビティー 新入生歓迎会 エンターテイメント シネマズー チャレンジナイト タレントショー 
卒業式 

ダンスパーティー 
ウィークリー交流会 

 7月19日 7月20日 7月21日 7月22日 7月23日 7月24日 7月25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 

メトロタウン 
到着 

コミュニティー 

サービス/ 

ビーチデイ PM 

イブニング 

アクティビティー 
新入生歓迎会 エンターテイメント ウィークリー交流会 

 7月26日 7月27日 7月28日 7月29日 7月30日 7月31日 8月1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 
プレイランド 到着 

 

ウォーター

スライド PM クラブ活動 カヤック/パドル クラブ活動 UBC人類学博物館 クラブ活動 

イブニング 

アクティビティー 新入生歓迎会 エンターテイメント タレントショー準備 スイミング インドアナイト 
卒業式 

ダンスパーティー 
ウィークリー交流会 

 8月2日 8月3日 8月4日 8月5日 8月6日 8月7日 8月8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 

グラウスマウンテン 到着 
 

プレイ 

ランド 
 

PM クラブ活動 市内観光 クラブ活動 フライオーバーカナダ クラブ活動 

イブニング 

アクティビティー 新入生歓迎会 ゲームナイト シネマズー タレントショー 写真コンテスト 
卒業式 

ダンスパティ― 
ウィークリー交流会 

 8月9日 8月10日 8月11日 8月12日 8月13日 8月14日 8月15日 

AM 

ウォータースライド 
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 

アウトレットモール 

PM クラブ活動 レイザータグ クラブ活動 カヤック/パドル クラブ活動 

イブニング 

アクティビティー フィールドゲーム エンターテイメント タレントショー スイミング チャレンジナイト 
卒業式 

ダンスパティ― 
延泊学生はラストデイBBQ 

 

* スケジュールは天候やその他の理由により直前変更となることがあります。     
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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～上級者まで対応します。 

⚫ TOEFL® Juniorテストって何ですか？ 

13歳以上（Teens）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UBC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、SSLCバンクーバー/ビクトリア/トロントキャンパスにて開催の「SSLCサマー・ファン」、またはバンクーバーキャ

ンパスの「Good Time Summer」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体制があります。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。）過去の統計より、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？  

寮隣接の施設内にてカナディアンスタイルの食事が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。）

また、自動販売機で、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時に特別な食事が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。 

⚫ 日本語のサポートはありますか？  

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、SSLCの学校名、または各学生の名前の書かれたボードを

持ってお待ちしています。Public Greeting Areaに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15日以降は開催していないの? 

していません。ですが、バンクーバーキャンパスの「Children/ Teens ESL」との組合せが可能になります。 

⚫ 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、SSLCバンクーバー/ビクトリア/トロントキャンパスにて開催の

「SSLCサマー・ファン」、またはバンクーバーキャンパスの「Good Time Summer」へご参加をお勧めします。 
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到着日(プログラム開始日) 帰国日 
 

帰国日 

到着日 
2週間 3週間 4週間 5週間 

備考 

7月5日（日） 7月18日(土) 7月25日(土) 8月1日(土) 8月8日(土) ⚫ 航空券等の関係で、到着・出発日が別の日にな

っても参加が可能です。(サービスチャージや延泊費

が発生します。) 

⚫ 寮は8月15日出発が最終日となります。航空券の

関係でこの日以降も滞在予定の方は、ホテルなど

の予約が必要となります。（詳細はお問い合わせ

ください。） 

⚫ 8月15日以降も就学を希望の方は、SSLC各キャ

ンパスでの他のプログラムとの組合せが可能です。

(お問い合わせください。) 

7月12日（日） 7月25日(土) 8月1日(土) 8月8日(土) 8月15日(土) 

7月19日（日） 8月1日(土) 8月8日(土) 8月15日(土) 
 

7月26日（日） 8月8日(土) 8月15日(土)  
 

8月2日（日） 8月15日(土)   
 

【注意】7月19日～7月25日はロッキーマウンテン観光の週となっています。プログラムを3週目に終了する場合はロッキー観光から戻る日

時と出発日の確認が必要となりますので、必ずSSLCのプログラム申し込み担当者にご相談ください。 
 

プログラム料金 9歳～17歳 
 

プログラム期間 料金 料金に含まれるもの 

2週間 $3,600 
7月5日、7月26日、8月2日にご到着の方のみとなります 

※ロッキーマウンテン観光の費用は含まれておりません 

3週間 $5,100 
7月26日にご到着の方のみとなります 

※ロッキーマウンテン観光の費用は含まれておりません 

2週間 $4,100 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、5週間:34泊35

日）、学生寮手配費、食事（1日3食）、ロッキーマウンテン観光費用(3泊4日)、TOEFL®ジュニ

アテスト(13歳以上のみ) 

3週間 $5,600 

4週間 $7,100 

5週間 $8,600 

延泊（1泊） $260 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 

延長 $200 
食事(1日3食）、アクティビティー、課外活動 

*出発日にアクティビティ又は課外活動に参加をご希望の場合は延長費用が必要となります。 

その他の費用 

UBC寮鍵デポジット： 

＄200 

現金にて＄200をご準備頂きご持参ください。 

鍵の紛失、部屋の変更や破損等がない場合で、出発日の午前11時までに鍵を返却の際には 

全額返金をいたします。 

UMサービス： 

ピックアップ＄50 

ドロップオフ $75 

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$300に関して (個人申し込みの場合) 

お申し込み時にCAD＄300（返金不可）のデポジットをお支払いいただきます。この＄300はプログラム費用の一部となります。残額のお支払

い完了期限はプログラム開始の6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

ので、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6週間以上前 ＄300を除く費用を返金  （*未払い時は$300の請求） 

プログラム開始日より6週間未満 50％返金 （*未払い時はプログラム費用の50％の請求） 

プログラム開始後 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6週間前まで 
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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、その後は、バンクーバー（またはトロントかビクト

リア)キャンパスの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！ 

＊サマーファンは14歳～19歳対象、グッドタイムサマーは中学生以上

となっています。中学生以下の場合はご相談ください。 

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、バンクーバー・キャンパス通学であれば同じホームス

テイ先に継続的に滞在できます！ 

＊サマー・ファンは14歳～19歳、ジュニアESLは17歳までご参加可能。 

 

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。 

 バンクーバー・キャンパスでのサマー・ファンとジュニア 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

計３週間のサマー留学
グローバルリーダー
２週間（8/2 - 8/15）

サマー・ファン
１週間 (8/15 - 8/22)

計５週間の
サマー留学

グローバルリーダー
3週間（7/26 - 8/15）

グッドタイムサマー
1週間 (8/15 - 8/23)

ジュニアESL
1週間 (8/23-8/30)
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Parent(s) must agree: 保護者の同意事項 

➢ I allow my son/daughter to participate in the 2020 SSLC Summer Program Global Leader. 
私は、下記に署名をする参加申込者を2020年SSLCサマープログラム「グローバルリーダー」に参加をすることを認めます。 

➢ I agree that Sprott Shaw Language College will not be held responsible for any personal injury which may occur 
to the participant and/or the Participant’s personal property.  
私は、参加者がプログラム中に被った個人的な怪我、私物の破損等に関しての一切の責任がSSLC、プログラムスタッフにはないことに同

意します。 

➢ Sprott Shaw Language College is not liable for any phone bills or other related charges incurred by the 
participant throughout the duration of his/her stay. 
私は、プログラム期間中に参加者が利用した電話代金、その他の費用に関して、SSLCへ一切の責任を問いません。 

➢ I agree that pictures and videos taken of the Participant during the program may be used for SSLC’s Memory book, 
Memory CD, blogs or any other printed or digital marketing related materials and social media contents. 
私は、SSLCがプログラム中に撮影をした参加者の写真やビデオなどがfacebook、メモリーCD、DVD、ブログ、SSLC WEBサイト、またその他

全てのSSLC出版物、またはデジタル・コンテンツとしてプログラム紹介やマーケティングツール、ソーシャルメディアにて使用されることに同

意をします。 

➢ I hereby accept that the assigned host organizations, SSLC staff, and program leaders may act as responsible 
guardians for the Participant, and may decide on emergency medical treatment including surgery, without 
personal liability. I hereby release the sending and hosting organizations and any of their staff, and any of the 
host campus members of all manner of actions, and financial or other responsibilities, and of claims and 
demands which I may have arising out of participation in Sprott Shaw Language College’s programs. 
私は、SSLCスタッフ、プログラム引率者が緊急時には参加申込者の後見人として行動し、手術を含む緊急医療処置の決断を行う事に同意

します。私は、プログラム期間中に生じうる全ての決断事項、経費、その他の責任において、SSLC、プログラムスタッフへの一切の責任を

問いません。 

➢ I agree that I will provide MANDATORY Travelers Insurance for the Participant along with a copy of that Insurance 
for Sprott Shaw Language College's records. 
私は、プログラム中に、医療費をカバーする保険に加入することに同意します。また、その保険証明書のコピーを SSLCへ提出します。 

 

I agree with the information stated above. 
上記の内容全てに対して理解し同意をします。 
 

 
Student Name: 

  
 

 

     
 

 

 Parent Name  Parent Signature   Date (MM/DD/YYYY)  
 

=================================================================================================== 

 
Student and Parent(s) must agree: 参加生徒、保護者の同意事項 
 

 

 In applying to be a Participant of this program, I agree to abide by the policies, rules, procedures, and 
directions of the sending and host organization and host campus.  
I will abide by the rules and the directions of the SSLC staff and/or my group leader, and understand that, by 
not obeying I may be sent back home on my parent’s expense BEFORE the end of the program. 
私は、このプログラムに参加に際して、Sprott Shaw Language College（SSLC）のポリシー、ルール、手続きを理解し、SSLCの行動規範、ルー

ル、SSLCスタッフ、並びにグループリーダーに敬意を払い、指導や指示に従います。プログラムの行動規範やルール、スタッフの指示に違

反をした際は自己負担で帰国をする事を了解します。 
 

I read and understood, and will follow the rules. 
私は上記全ての内容を理解し同意をします。 

 

       

 Student Name   Student Signature   Date (MM/DD/YYYY)  
       

 Parent Name  Parent Signature   Date (MM/DD/YYYY)  
 

  

Permission（同意事項） 
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Residence Rules（寮滞在のルール） 
While staying in Residence with Sprott Shaw Language College, students are expected to abide by the following rules. 
Students who do not abide by these rules will be issued a warning. Any student that receives 3 warnings will be removed 
from the residence and possibly expelled from the program. Parents will be contacted by SSLC staff to arrange a return 
ticket at the parents’ expense. 
SSLCサマープログラムにて寮滞在をしている生徒は、滞在中はそのルールに従わなければなりません。ルール違反を犯した生徒はワーニング（警告）

を受けます。下記の項目で3度の警告を受けた生徒は、退寮の指示を受け、航空便などかかる費用全て自己負担にて帰国をしていただきます。 

Noise 
騒音 

Quiet hours are in effect from 9pm to 9am each day. Excessive noise that may disturb others is 
prohibited at all times. 
午後21:00～午前9:00までは、無騒音時間です。この時間帯に騒音を立てることは禁止です。 

Curfew 
門限 

The curfew for the residence is 10:00pm. Students are required to stay in their room after curfew 
until 7am.  
寮の門限は午後22:00です。翌朝7:00までは、自分の部屋からの無断外出は禁止です。 

Stay with your Group 
グループ行動 

All students are expected to be together with the group at all times. They are not allowed to leave 
the group, or under any circumstances leave the premises on their own. 
全ての生徒は常にグル―プ行動をしなければなりません。許可なくグループから離れること、そしていかなる状況にお

いても敷地内より外へ出てはいけません。 

Windows 
窓 

Do not throw anything out the windows 
窓から物を投げてはいけません。 

Doors 
ドア 

All exterior doors are to be closed and locked at all times 
全ての屋外用のドアは閉め、鍵をかけなければなりません。 

Furniture 
家具 

All furniture must remain in the room 
部屋の全ての家具、装備品は部屋の外への持ち出し禁止です。 

Walls 
壁 

Do not put any nails into the walls or use tape on the walls or windows. 
壁や窓にテープや、画鋲、くぎを使用することは禁止です。 

Fire 
火 

No burning of any type is permitted in the building. No candles, no incense, nor anything else that 
may be considered a fire hazard. 
建物内ではいかなる火器の使用も禁止します。ろうそく、お香なども火器に含めることとします。 

Common Areas 
共有エリア 

All common areas, such as hallways, TV rooms, and kitchen areas are to be kept clean.  
廊下、テレビルーム、キッチンなどの全ての共有エリアは常に片付け、きれいにしておかなければなりません。 

Residence Room 
部屋 

Should be kept clean and free of debris and food items 
部屋は常に片付け、きれいにしておかなければなりません。食べかすや細かいゴミ屑も取り除かなければなりません。 

Toilets & Showers 
トイレ＆シャワー 

Must be kept clean and tidy: toilets and sinks are not garbage cans nor is the floor a toilet. 
トイレ、シャワーはきれいに使用し、常に清潔にしておかなければなりません。トイレやシンクはゴミ箱ではありません。 

SSLC AND UBC RESERVE THE RIGHT TO DETERMINE THE ROOM ASSIGNMENTS IN THE DORMITORY. ANY CHANGES REQUESTED, IF POSSIBLE TO 

ACCOMMODATE, WILL REQUIRE ROOM CHANGE FEE PAYMENT TO THE UBC RESIDENCE. In addition to the above rules, there are certain rules 

that SSLC has in place that are more serious in nature. Should a student break any of the following rules, he or she may be expelled from 

the summer program.  Parents will be contacted by SSLC staff to arrange a return ticket at the parents’ expense.  
SSLC及びUBCは寮の部屋を割り当てる決定権を留保します。部屋割の変更は、もしそれが可能な場合でも、希望者が変更料をUBCに支払うことにな

ります。さらに、下記の項目で1度でも警告を受けた生徒は、寮より退寮となり、航空便などかかる費用全て自己負担にて帰国をしていただきます。 

Alcohol 
飲酒 

Students are not permitted to drink alcohol at any time. 
飲酒は一切禁止です。 

Cigarettes 
喫煙 

Students are not permitted to smoke at any time. 
喫煙は一切禁止です。 

Damage 
器物破損 

Intentional damage to any of the facilities will be cause for expulsion. 
施設への故意の破損行為は一切禁止です。退寮・帰国処分の対象となります。 

Fire Alarms 
火災警報器 

False fire alarm pulls and tampering with fire equipment is strictly prohibited and is subject to a $200 fine 
いたずらにより火災警報器を作動させることは一切禁止です。また、その場合は罰金を科せられることがあります。 

Elevators 
エレベーター 

Overloading or rough-housing in an elevator is strictly prohibited and is subject to a $200 fine 
生徒のエレベーター乱用は一切禁止です。破損等は弁償金、賠償金を科せられるこがとなります。 

Fighting  
喧嘩 

Fighting is a serious offense and will not tolerated 
いかなる理由があっても喧嘩は一切禁止です。 

Bullying 
いじめ 

Bullying, whether physically or mentally, will not be tolerated. 
いじめ、からかい(肉体的、精神的を含めて)は一切禁止です。 

Harassment 
迷惑行為・嫌がらせ 

Harassment in any form, including unwanted attention, inappropriate touching and inappropriate 
comments will not be tolerated. 
いかなる迷惑行為・嫌がらせ(相手が望まないのに注意を向けたり、不適切に体を触ったり、不適当な発言をしたりす

ること)も一切禁止です。 
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Code of Conduct（行動規範） 
 

SSLC has an international reputation for providing a high standard of quality education.  In order to maintain that standard at all times, 
all students attending SSLC must agree to, and follow, SSLC rules and policy during their studies here.  
In order to maintain a healthy learning environment, students are expected to show respect towards their classmates, SSLC staff and 
SSLC’s equipment and facilities at all times. 
SSLCは質の高い教育を提供をすることで知られています。常時この水準を維持するために、SSLC全ての生徒はその就学期間内において、SSLCの校

則や方針に同意し順守しなければなりません。 

また、健全な学習環境の維持のために、全ての生徒は教師、スタッフ、クラスメイト、施設、装備品などを尊重しなければなりません。 
 

Student Expectations: 生徒の順守事項： 

All students are expected to abide by the following rules while studying at Sprott Shaw Language College. 
SSLCの全ての生徒は学習期間中、そのルールに従わなければなりません。 
 

English Only イングリッシュオンリー 
English must be spoken at ALL TIMES. English only is a strict policy throughout our schools and must be followed at all times including: 
全ての学校活動時間において、英語のみで会話、行動を行わなければなりません。イングリッシュオンリーは厳格に適用され、その適用内容には下

記の場所、時間が含まれます。 
➢ on school grounds  

学校敷地/施設内 
➢ on the telephone (if you have an emergency call to make, talk to a teacher first and he or she will give you a place to go) 

電話中（緊急電話の場合は、教師に最初に申し出、許可された場所で電話をする） 
➢ on all school outings 

学校主催の課外活動 
 

Attendance (Lates and Absences) 遅刻・欠席 
At school, students must: 
学校において全ての生徒は下記の行動の規則を守らなければなりません。 

➢ Be on time to class クラス時間の順守 

Students are expected to be on time to class. If you are less than ten minutes late, you will be allowed to enter class and be 
marked late; however, if you are late by more than ten minutes without a valid excuse, you will not be allowed to enter class 
and will be marked absent. 
生徒は全ての授業に定時（授業開始前）に出席・着席をしなければなりません。10分未満の遅刻であれば、そのクラスの受講は可能です。

（ただし、遅刻扱いになります。）正当な理由なしに授業に 10分以上の遅刻をした場合は、その授業は受講できずに欠席扱いとなります。 

➢ Attend all classes クラスへの出席 
Students are expected to attend all classes and required activities at SSLC. Students that miss class/activities without a valid 
excuse will be marked absent. 
生徒は全ての授業と、参加必須と定められたアクティビティーへ出席をしなければなりません。これらを欠席した生徒は欠席扱いとなりま

す。 
 

Student Behaviour in class and activity クラス、アクティビティーにおける生徒の言動 
In the class and during activity, all students at SSLC have the right to learn without disruption or distraction from other students. If a 
student’s behaviour in class and activity is disruptive (for example, sleeping, not follow a teacher’s instruction, not showing enthusiastic 
studying attitude, or the behaviour interferes with others’ learning), the student will receive a Red Card. In class, students must abide by 
the following rules:  
クラス及びアクティビティーにおいて、SSLC の全生徒は他の生徒から妨害を受けたりすることなく就学する権利があります。生徒の授業中における態

度が授業やその他の就学環境の秩序を乱す場合(たとえば居眠り、教師への反抗や指示の無視、熱意のない学習態度、または他の生徒たちの学

習を妨害する言動など)、そのような言動を示した生徒はレッドカードを受けます。また、クラスにおいて下記のことを守らなければなりません。 

➢ No media devices in class Unless being used for study purposes, media devices are prohibited from being used in the 
classroom 
メディア機器（タブレット、スマートフォン、ゲーム、携帯など）の禁止： 学習を使用目的とする以外での、メディア機器の授業中の使用は禁止

です。 

➢ No eating in class There is to be no eating in class during class time. 
食事の禁止:  授業中はいかなる食事（スナック、飴、ガムを含む）が禁止です。 

➢ Pay attention in class All students are expected to focus during class time. This includes keeping heads off the desk, doing 

the in-class work, and maintaining a positive attitude at all times. 
授業に対する姿勢： 全ての生徒は集中して授業を受けなければなりません。頭を下げたり伏せたりせず、学習課題に取り組み、いつも前

向きな姿勢を持ち続けなければなりません。 

➢ Be respectful Treat all people in the school with respect and courtesy. Also, be respectful of the school or the 
activity environment / locations / establishments; keep all areas in use clean, and do not vandalize the school or 
other property that is used during the program. 
敬意を示し、尊重する:  学校内にいる全ての人々に、敬意を払い、礼儀正しく接しなければなりません。また、常に学校やアクティビティ

ー関連の環境や施設をきれいに利用し、また施設や所有物を壊すことの無いように学校施設を尊重しなければなりません。 

➢ Not plagiarize All work handed in by students must be their own. 
他者のものを盗用しない： 宿題や課題は全てそれぞれの生徒自身で行ったものでなければなりません。 

 



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」  

 

SSLC 2020 SSLC Global Leaders / Update October 31, 2019 / Subject to change  

  

Red Card Warnings: レッドカード 
Whenever a student chooses not to follow the expectations presented above, he or she will receive one or more red cards. Each time 
a student gets a red card, he or she will lose more and more privileges within the school. Should a student have too many red cards, he 
or she may be expelled permanently from the program without refund. 
生徒は行動規範に示された順守事項に従わない場合、レッドカードを一枚もしくは、それ以上受けます。レッドカードを受けた生徒は様々な権利を失

うことになります。数多くのレッドカードを受け取った場合は、返金なしにて退学となります。 

1st   Red Card 
Student will be given an extra homework assignment (according to the appropriate level). 
生徒は特別宿題が科せられます。 

2nd  Red Card 

Student will be given a suspension for one class, where he or she will complete an extra assignment. Student 
will be responsible for work missed. 
生徒は 1クラスの校内停学（授業参加禁止）となり、特別の課題が科せられます。出られなかった授業の内容の履修は生

徒の責任となります。 

3rd  Red Card 

Student will be given a one-day in-school suspension. Student will be given an official letter of warning, and it 
will be sent home to his or her parents as well. Students with three or more red cards will be ineligible to win 
prizes. 
生徒は 1 日の校内停学処分（授業参加禁止）となり、警告書が本人と保護者へ発行されます。3 枚以上のレッドカードを

受け取った生徒は、プログラムでの全ての賞や表彰の対象外となります。 

4th  Red Card 

Student will be given a second one-day in-school suspension and will be unable to participate in the next school 
outing. A final letter of warning will be issued stating that should his or her behaviour persist, he or she will be 
expelled from the program at the parents’ expense. 
生徒はさらに 1 日の校内停学処分（授業参加禁止）となります。また、次に行われる校外アクティビティへの参加もできな

くなります。最終警告書が本人と保護者へ発行されます。この警告書は、問題となっている言動が続けば、生徒は退学処

分となり、保護者の経費負担で帰国することになる、と通告するものです。 

5th  Red Card 

Student will be expelled from the program. Parents will be contacted by SSLC staff to arrange a return ticket at 
the parents’ expense. No refund will be issued. 
生徒は退学処分となります。退学時は自費で帰国の手続きを行わなければなりません。退学時は一切の返金がありませ

ん。 

➢ If the student did not submit the assignment by the due date, the student will be given another red card. 
宿題、課題を期限までに提出しなかった場合には、レッドカードを 1枚受けます。 

➢ Removal of Red Cards レッドカードの除去 
Students who display exemplary behaviour or continue over an extended period of time without receiving any red cards may 
have one or more red cards removed from their total at the discretion of the school. 
模範となる行動や、長期間レッドカードを受け取っていない生徒は、学校の判断により１枚またはそれ以上のレッドカードが除去されるこ

ともあります。 
 

Serious Infractions 重大な違反 
Certain behaviours and actions will not be tolerated at Sprott Shaw Language College. Should a student conduct him or herself in such 
a manner, SSLC reserves the right to immediately expel the student at the parents’ expense. The following conduct can lead to this type 
of disciplinary action: 
生徒の言動として全く許容の余地のないものもあります。SSLCは下記の行為において生徒を除名する権利を留保します。除名時には航空券などか

かる費用全て自己負担にて帰国をしていただきます。 

➢ Student disrupts the educational activities, services or events provided by SSLC for students or members of the community; 
生徒の行為により、SSLCが生徒や地域社会の人々に提供する教育活動、サービスや行事が妨害された場合 

➢ Student’s behaviour could or does cause harm to a person (whether physically or mentally), SSLC’s property or the property of 
others; 
生徒の素行、暴力や言動が他者を身体的または精神的に傷つけた場合、また、SSLCや他人の所有物に損害を与えた場合 

➢ Student’s behaviour or conduct is unlawful 
生徒の行動が違法である場合 

➢ Students caught bullying/fighting, stealing, smoking, drinking alcohols or vandalizing. 
いじめ・喧嘩・窃盗・喫煙・飲酒、器物破損が認められた場合 

 

as 


