ここで勉強して
各地で成功しよう
ビクトリア・インターナショナル・スチューデントプログラム
（VISP）へようこそ。世界の有名大学に進学したい、または単
に英語をブラッシュアップしたい、
カナダ文化に触れたい、楽し
い時を過ごしたい、新しい友達を作りたいなど、あなたのゴー
ルが何であれ、VISPはあなたのベストチョイスです！
ビクトリア･インターナショナル･スチューデントプログラムは、
治安のよい、美しく、多様な文化が共存する包容的な環境の中
で、非常に質の高い教育を実施しています。
留学生活はすばらしい冒険となるだけでなく、
ここで身につけ
る教育と体験のおかげで、
この先一生ユニークな機会を射止
めることができると確信しています。

ビクトリア･インターナショナル･スチューデントプ
ログラムに留学して学んだこと、それは自立心を

VISPは成功の機会を
作ります

養うこと。英語もずっとうまくなったと思うし、先生
方やプログラムの内容も素晴らしかった
マリア・フェルナンダ・ベロソ・ディアス（ブラジル）

教育省の認定を受けている区内の学校は、学校ごとの特
色も顕著で、開設科目も多岐にわたっています。各クラス
とも留学生とカナダ人生徒の割合のバランスがよくとれ

就職や進学に競争上有利となる
グレータービクトリア教育学区開設のビクトリア･インタ
ーナショナル･スチューデントプログラム
（VISP）は、
ブリテ

—

一人ひとりのニーズを満たし優秀な成
績を上げるための柔軟性

ィッシュ･コロンビア州教育省から認可と認定を受けてい
ます。学問の厳密性の最高の水準を満たす本プログラム
では、各生徒が人生で成功を呼び寄せるチャンスを一段

ているため、教師は世界でも一流の学習環境を作り出し
ている、有意義でかつ共同で行うプロジェクトやアクティ
ビティに全生徒が取り組める進歩的な学習戦略を用い
ることができます。

優れた生徒の支援体制

と高めるために、貴重なライフスキルの教育を一貫して

長年の留学生教育の経験から、当教育学区は留学生特

行っています。

有のニーズを十分把握しています。留学生の支援を強化

グレータービクトリア教育学区の所在地は、
「庭園都市」
の異名を持つ、
カナダ・ブリティッシュ･コロンビア州の州
都、ビクトリア市。教育学区域は５つの市町村にまたが
り、州内でも非常に大きな学区となっています。

し成功を後押しするために、下記を含む総合的な支援体
制を整えています。
• 学区内のハイスクール各校で留学生を専門に担当す
るスタッフがいる － 副校長、アドバイザー・カウンセ
ラー、ELL教員

教職課程認定大学を卒業し、教育省発
行の教員免許を取得している教員
本教育学区の教員は高度な教育を受け、教育省から正式
な教員免許を授与された教育の専門家です。大学で教職
課程を専攻し、各自の専門教科の分野で学士号または修
士号を取得した精鋭が揃っています。

• 独自の登録制ホームステイプログラムを実施
• 各学校に留学生を担当する専門のホームステイコー
ディネーターがいる
• 新入生を対象にオリエンテーションを開催
• 留学生の成功に尽力する経験豊富な専門のプログラ
ムスタッフが勤務

学習に対してバランスのとれたアプローチ
アカデミックハイスクール卒業課程では、
スポーツ、文化
活動、ボランティア活動を始め学業以外の習い事や趣味
などを通じて、学校行事や近隣のコミュニティー活動への
積極的な参加を奨励することにより、若者たちに調和の
とれた健全な物の見方を育成しています。
これらの体験と特質のおかげで、今日の生徒は大学進学
や就職の場で、学業だけに秀でた他の生徒と比べると、
ま
すます有利になります。
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各自の考え方とニーズに
合った学校があります

留学先を決めるためにいろいろ調べた結果、VISPを
選んだのは学校の規模と所在地ですが、つまるところ
はプログラムの内容が決め手でした。今通っている学
校はとっても素晴らしく、先生方も熱心だったし、
自分
でもよく勉強できたと思うし、願ってもない経験にな
りました
—

4

カナダで
「最もフレンドリーな都市」に選出

ヘルナン・サンドバル・ゴンザレス（メキシコ）

コンデナスト・
トラベラー誌
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8 · アービュータス中学校

11 · コルクィッツ中学校

      高等学校

12 · グランフォード中学校

1 · エスクイモルト高等学校

13 · ゴードンヘッド中学校

2 · ランブリックパーク高等学校

14 · ランズダウン中学校

3 · マウントダグラス高等学校

15 · モンテレー中学校

4 · オークベイ高等学校

16 · ロックハイツ中学校

5 · レイノルズ高等学校

17 · ショアライン中学校

6 · スペクトラム･コミュニティー高等学校
7 · ビクトリア高等学校

6
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当教育学区のプログラム
は人生でさらなる前進を
可能にします
アカデミックハイスクール卒業課程
本課程は、目標に向かって努力し、
自主性のある生徒を対
象としています。留学期間中はカナダ人生徒の中に完全
に溶け込んで学校生活を送ることができ、留学期間は6カ
月、1年、卒業までの期間の中から選ぶことができます。
また情操教育を目的とした音楽、芸術、
スポーツなどの面
も充実しているため、本課程を履修すると最大限の恩恵

留学生は、自分の興味とキャリアゴールに合わせて勉強
をすることができます。主要必須科目に加え、芸術、ビジ
ネス教育、応用技術など分野の選択科目が各種開設され
ていますので、各自の目的に合わせて履修できます。
ELL（第２言語としての英語）学習の指導と支援体制が整
っているため、留学生が勉強していく上で役に立ち、英語

8

カナダで

本プログラムをつつがなく修了すると、英語、数学、文科

毎週、少なくとも22時間のELL授業に加え、地元の文化活

ュラムを履修するため、カナダ人生徒に期待されている

系科目と体育の単位が与えられます。生徒は編入する学

動が12時間企画されています。毎週土曜日は１日地元の

水準と同じ高さの成績を維持しなければなりません。す

年（10学年または11学年）
レベルの単位を取得でき、
グレ

文化活動に参加します。

べての科目は政府から認定を受け、大学進学または就職

ータービクトリア教育学区開設のプログラムへの編入が

に備えて準備ができるように編成されています。

保証されています。

入学審査は、成功するための能力を証明する生徒の能力
に基づいて行われます。入学を希望する場合、
アカデミッ

短期ハイスクール体験プログラム

授業では、特定の目的のためのコミュニカティブ英語に
焦点を当てながらリーディング、
ライティング、
リスニング、
スピーキングのスキルアップに重点的に取り組みます。
ア
クティビティは、
「カルチュラル・アシスタント」
と呼ばれる

クハイスクールプログラムの期待する事がらに応えられ

本プログラムでは、3カ月または4カ月の短期間、カナダ

同年代のリーダーをアシスタントとして、専門の経験豊富

ることを証明するために、推薦状、成績表、課外活動歴リ

のハイスクールへ留学することができます。学校は１日

な指導員が指導します。

ストを願書に添えて提出してください。

５時間授業で、
このうち１～２時間は必要な場合ELL（英

アップランズキャンパスアカデミック移
行プログラム
（ATP）
この革新的な教育プログラムは、留学生がブリティッシュ

に浴することができます。

がすらすらと話せるようになります。

アカデミック課程の留学生は、
カナダ人生徒と同じカリキ

語学習）にあてられ、それ以外の授業ではカナダ人生徒
と机を並べて選択科目を履修することができます。さら
に意欲のある生徒は正規の主要科目を履修することが
できます。

グループ英語研修ツアー
これは13歳から18歳までの生徒のグループを対象として
特別に編成されるプログラムで、年間を通じて実施でき
ます。正式な教員免許を持つ、熱心で元気いっぱいのスタ

コロンビア州の公立学校環境（カナダ人生徒の約95％は

本プログラムは個々の生徒に合わせて編成され、また学

ッフが指導を担当。英語力のアップを図るとともに、
ダウ

公立学校へ通学）
と大学進学を目指す高等学校卒業課程

校、家庭、コミュニティーでカナダ人と触れあう機会が十

ンタウンの徒歩ツアー、ハイキング、
カヤッキング、地元の

への編入に際し、問題なく溶け込めるように配慮されて

分にあります。

文化史跡探訪、美術工芸の各種イベントなどを通じてカ

います。
このアカデミック移行プログラムは年間を通じて開講

ナダ文化を探訪します。

キャンプ･ビクトリア夏期プログラム

され 、コア科目である数学、異文化間教育、体育、ELL

本プログラムは、毎年７月から８月にかけて6週間開講さ

（英語学習）の指導を行います。また、これにはビクトリ

れます。
これは13歳から18歳までの生徒を対象とし、一ク

ア内外で実施される正課併行活動と課外活動も含まれ

ラスの人数は15人前後です。参加は6週間の開講期間中、

ています。

どの月曜日からでも可能で、最低参加期間は2週間です。

最も温暖な気候

2月の平均気温

最高気温 9℃
最低気温 ２℃
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カナダ太平洋岸の宝石、

ビクトリア

豊かな文化、歴史、
アクティブな暮らし
カナダ西海岸沖にあるバンクーバー島の最南端に位置す
るビクトリア市は、
ヨーロッパ調の独特のたたずまいをみ
せる人口35万人の中都市で、世界に例を見ない最高の景
色とレクリエーション活動の宝庫です。
カナダ西海岸第2の
都市として、
輝かしい海運史と伝統がビクトリアに彩りをそ

ビクトリアはバンクーバー島の最南端にあり、
バンクーバー

えています。ビクトリア国際空港までの直行便や本土側の

やシアトルからフェリーでわずかな距離。常時世界で最

運航されているため、
容易に行き来ができます。

も美しい都市トップ10の一つにランクされています。

バンクーバーや米ワシントン州シアトルからのフェリーが

年間を通じて温暖な気候、多彩なアウト
ドアレクリエーション
ビクトリアはカナダ一温暖な気候を誇り、夏の気温は25℃
を越えることはほとんどなく、冬もめったに零度以下に下

Canada

がることはありません。
まして雪が降るとなるとビクトリア

カナダ

っ子は大喜び。2月は春の訪れを知らせ、降水量もBC州の
他都市よりずっと少なく、
カナダで日照時間が非常に長い
都市のひとつに数えられています。
冬の気候も穏やかなので、年間を通じてゴルフ、
ローイン

グ、
ハイキング、
セーリング、
サイクリングを始め各種のアウ

トドアアクティビティを楽しむことができます。

高等教育機関、ワールドクラスのスポー
ツ、娯楽、文化などの施設がひしめく
ビクトリアは治安がよく、政治、芸術、高等教育の中心地。
市内には２つの大学、カレッジ、ワールドクラスの博物

バンクーバー

館、IMAXシアター、交響楽団、歌劇団、演劇、
アートギャラ
リーなどがあります。
セミプロのサッカー、ホッケー、野球、ラクロスのチーム

ビクトリア

があり、またローイング、ラグビー、フィールドホッケー、
飛び込み、サイクリング、
トライアスロンなど世界的なオ

シアトル

リンピック選手が本拠としてトレーニングを続けていま
す。７千の観客席を持つスポーツ・娯楽施設が新設さ
れ、大規模なコンサートをはじめ、スポーツ・エンタテイ
ンメントイベントが開かれます。
清潔な街並みを誇る、閑静で、かつ友好的な雰囲気が漂
う都市ビクトリア。カナダ文化を学び、体験するのに理想
的な場所です。
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最初は見知らぬ国で新しい家族のもとに滞在すること
に多少不安を感じていましたが、ホームステイはとても
素晴らしかった！ ホストファミリーは英語の学習を手
伝ってくれただけでなく、私を本当の娘のようにかわい

快 適で安 全な
ホームステイ

VISPではカナダ人宅でのホームステイを極力奨励して
います。今までの経験上、ホームステイは留学生の安全
や好ましい生活状態を確保するだけでなく、
よい成績を
上げるために最善の方法ということができます。ホーム

VISP管轄のホームステイ制度を利用すると、家族の一員
として温かく迎えられ、快適で安全に生活することができ

がってくれました。
このホストファミリーに巡り合えてと

ます。VISPのホームステイプログラムでは、留学生を協

てもラッキーでした

プレースメントを行います。

力をおしまない、
しっかりしたカナダ人ファミリー宅への

ベッキー、ゲウン･ヨウング･チョイ
（韓国）

たされていることに安心でき、生徒は勉強に集中するこ
とができます。ホームステイでは、計り知れないほど貴
重な、そして本物のカナダの多文化社会の生活を堪能で
き、英語を上達させる機会となります。その結果、留学生
はカナダ社会に容易にしかも自信をもって溶け込むこと

各ホームステイ先のファミリーは、世界各国からの若者
をホストするためにVISPが設定したホストファミリーに

―

ステイファミリーの支援があると、家庭的なニーズが満

期待する事柄と高い基準を確実に満たすか否かの条件
に基づいて厳格な審査の結果選ばれています。ホストフ
ァミリーはホームステイに関する研修を受け、さらに経
験豊かなホームステイ担当者の支援と指導を受けます。

ができます。
ホストファミリーはVISPの中で重要な役目を果たしてい
ます。当学区のホームステイプログラムには多様な興味
やライフスタイルを持つホストファミリーが登録されて
おり、カナダの多文化社会の一面を垣間見ることができ
ます。ビクトリア在住のファミリーは1992年のプログラム
開設以来、多くの留学生を自宅へ歓迎しています。

12

グレータービクトリア
地域の人口

3６万人

BC州
第２の都会

13

いろんな人の興味に合ったプログラムや科
目がたくさん開設されているのがよかった。
それに先生方やスタッフの人たちもすごく頼
れる存在で、応援してもらえた

知っておくべき事柄
卒業に必要な条件
ブリティッシュ･コロンビア州のハイスクールを卒業する
には、第10学年から12学年のレベルの教科の規定単位
数の履修が義務づけられています。単位の大半は、言語
科目、社会科、理科、数学、体育、キャリア開発関連ビジネ
ス科目（２科目）、芸術、応用技術などのコア科目の中か

― ラン・フオン
（ベトナム）

ら履修しなければなりません。残りの単位は個人的な興
味や進学に必要な科目などに応じて履修できる選択科
目の中から選べます。選択科目は、応用技術、ビジネス教
育、芸術の３つの分野に大別されます。
ブリティッシュ･コロンビア州の学校に10学年から、
また
はそれ以前に留学を始めた場合、地元の生徒と同じ卒
業条件の卒業課程へ進みます。11学年または12学年で
留学を始めた場合は、英語の熟達度の証明と卒業課程
の条件を満たすことが義務づけられます。科目によって
はEquivalency〔等価〕
またはChallenge〔チャレンジ〕の
審査によって要件を満たすことができるものもあります。
単位として認められるかどうかはVISPの願書の審査過程
で決定されます。
成績の大変優秀な生徒は、大学１年次科目に相当する
特別編成科目を履修することができます。一般の生徒は
ハイスクール課程の単位のみ取得しますが、
これらの科
目で一定の成績を修めると大学１年次の単位と認定さ
れるため、大学に進学した場合直接２年次の科目を履
修することができます。

課外活動
学年度中に正規の留学生を対象として、別途参加費が必
要ですが、
ウィスラーへのスキーを始め、バンクーバー、
シアトル、ロッキー山脈等への旅行など特別活動が企画
されます。さらに各学校ではテニス、ローイング、サイク
リング、陸上競技、
ゴルフ、
ラグビー、演劇、
ダンス、
ブラス
バンド・弦楽合奏団、合唱、演劇制作、
メディア学、ジャズ
ボーカル、考古学研究や生態学研究の小旅行など、独自
の催しの企画があります。

14

ワールドクラスの中等後教育機関

学士課程、
ディプロマ課程

400の サーティフィケート課程を開設

15

次のステップ
ビクトリア･インターナショナル･スチュ
ーデントプログラムの詳細、ならびに
願書をオンラインで提出する場合は、
ホームページへアクセスしてください。
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