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渡航期間                           日 程 

2016年 8月 28日（日）～9月 26日（月） 4週間 

研修校   

The University of British Columbia,  

                    English Language Institute 

滞在方法＆食事条件   

ホームステイ （寝室 1人部屋／3食付） 

※上記期間の参加者は、日本人が大変多い時期となり、滞在先にも 

※1家庭に日本人を含む留学生が複数名いる可能性があります。 

※昼食はホストファミリーがお弁当を持たせてくれるか、材料を提供し 

※てもらい自分で準備するかのどちらかです。 

 

引率者・添乗員  

引率者・添乗員の同行はありません 

 

募集人数   

20名程度 

研修費用  約 55.6万円（お一人様） 

※上記費用は、2016年 2月のレートをもとに算出されたものです。参加費には外貨建てのものが含まれますので、為替レートの変動に

※より、総額が変更になる可能性がありますのでご注意ください。参加費の支払いは、6月下旬～7月上旬を予定しています。  

※燃油特別付加運賃は 2016年 2月末までに発券した際の費用であり、原油価格に応じて金額が変動する可能性があります。 

 

  

 月日 予定 滞在 

1 8/28(日) 

中部国際空港集合後、出発のご案内 

14:50 成田空港へ向けて出発 

16:00 成田空港到着後、乗継 

18:20 バンクーバー空港へ向けて出発 

11:35 バンクーバー空港到着後、 

                       滞在先へ移動 

ホ
ー
ム
ス
テ
イ 2 

｜ 

27 

8/29(月) 

I 

9/23(金) 

The University of British Columbia  

English Language Instituteにて研修 

28 9/24（土） 終日フリー 

29 9/25(日) 
バンクーバー空港へ移動 

16：30成田空港へ向けて出発 

機
中 

30 9/26(月) 

16：30成田空港到着後、乗継 

18:30 中部国際空港へ向けて出発 

19:40 中部国際空港到着後、解散 

－ 

※利用予定航空会社：日本航空 

※日程表は 2016年 2月のものです。現地事情及び航空会社の都合により、変

更になる場合がございます。 

     2016年度 三重大学主催 

海外語学研修 

ブリティッシュ・コロンビア大学 

 

企画・担当 三重大学 国際交流センター  

研修手続き  国際教育交換協議会（CIEE）日本代表部 

旅行手配 （株）カウンシル・トラベル 観光庁長官登録旅行業第 1210号 日本旅行業協会（JATA）正会員 

 京都府京都市左京区粟田口鳥居町 2-1 京都市国際交流会館 3階 
         お問合せ先 TEL： 075-752-1130（CIEE京都オフィス） 

 

http://www.veryicon.com/icons/flag/not-patriot/canada-flag.html
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【研修費用に含まれないもの】  

 海外旅行保険料 

 ご自宅から中部国際空港までの往復交通費 

 電子渡航許可 eTA 

          （Electric Travel Authorization）CA$7 

 渡航手続きにかかる一切の費用 

（パスポート取得時の印紙代等） 

 個人的な性質の諸費用 

（電話代、クリーニング代、追加飲食費用等） 

 超過手荷物料金 

（航空会社の規定による超過手荷物運搬料金） 

 現地での交通費・通学費 

 研修日程以外に伴う費用 

 その他、旅行関係費用に含まれていないサービス費用 

 

【研修費用に含まれるもの】 

 往復航空運賃 （日本航空/エコノミークラス） 

 成田空港税（2016年 2月時点/2,610円） 

 現地空港税類（2016年 2月時点/5,300円） 

 燃油特別付加運賃（2016年 2月時点/14,000円） 

 現地研修費用 

 滞在費（1人部屋、1日 3食付）、空港送迎費 

 帰国時チェックインアシスタント 

 CIEE研修手続き・サポート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研修先 The University of Columbia (カナダ) 

カナダ西部で最大の総合大学として先端技術研究で評価が高く、ノーベル化学

賞受賞者をはじめ、教授陣も高い評価を受けている大学です。当大学附属の語

学学校である English Language Institute は、1969年から 40年以上に渡って

英語教育を実施しており、公園やビーチに囲まれた UBCのメインキャンパスの中

心に位置しています。教師は全員修士課程を卒業しており、現在も英語教授法など

の研究を続けているプロフェッショナル集団です。敷地内では母国語禁止ルールが

徹底しているため、日本人の多いクラスでも問題なく常に英語を話す環境を保つよ

うにされています。 

 

プログラム内容 English for the Global Citizen ～レベル分けテストで自分の英語力に合ったクラス～ 

グローバル社会に生きる私たちにとって必要な知識と英語を学び、Global Citizen、Civil Society とは何かを学びます。授

業はオリエンテーションから始まり、ディベート、プレゼンテーション、異文化交流、問題解決法などの多彩な 9項目を、学

生の習得状況に応じて適宜おりまぜて行われます。授業は英語教育学の資格を持った教員が担当し、さらに、課外授業

や、カルチュラル・アシスタントと呼ばれる本科大学生スタッフが同行するアクティビティも組まれています。 

週間当たりの授業時間数は約 26.5時間。午前はテーマに沿った授業（Cross-Cultural Communication, Canadian 

Society等）が行われ、正確な英語を話すための「書く、読む、聴く、話す」の 4技能が学べる英語クラス，午後はグループ

プロジェクトやプレゼンテーション中心の授業が行われます。 

            

        ホームステイについて 寝室 1人部屋、1日 3食付き 

ブリティッシュ・コロンビア大学附属語学学校がホームステイ先を

手配します。通学時間は，公共交通機関（交通費自己負担）を利

用して，1 時間程度になります。ホストファミリーはカナダ在住の

方に限定していますが、人種・民族、家族構成、家庭環境は

様々です。それらを理由に、ホストファミリーを指定・変更するこ

とは差別と捉えられ、できませんので、予めご了承ください。 

※一家庭に日本人または日本人以外の留学生が複数名いる可能性が

あります。 

 

 

 

 

※本研修は，日本の夏休み中に実施されるため，多くの日本人学生が参加しており，クラスによっては日本人がほとんどを占める可能性があります。 
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課外活動    ※現地で申込み。週末旅行などは一部は有料のため別途費用が必要です。 

 週末のシアトル週末旅行やハイキングツアー、本科大学生とのランチ、ヨガ教室などの

ほか，料理，映画鑑賞，演奏会鑑賞，カーリング，ボランティアなどのアクティビティが企

画されています。活動の詳細については現地でのオリエンテーションにてお知らせいたし

ます。 

★現時点で実施されているイベントが確認できます★

https://www.facebook.com/TheUBCELI 

エリア情報 

ブリティッシュ・コロンビア州南西部に位置する，カナダで 3 番目に大きな都市で

す。気候は比較的に穏やかですが，山岳部では冬に雪が多く，世界有数のスキ

ーエリアとしても有名で，2010 年には冬季オリンピックが開催されました。 ブリ

テッィシュ・コロンビア州では，積極的に移民を受け入れており，日本人を含むア

ジア系人口の割合が多いのも特徴です。 

「人種のモザイク」と言われるカナダでは，様々な人種の人が各々の文化を大切

にしながら暮らしており，特にバンクーバーではそれを実感することができます。

比較的治安が良く，街中に緑が溢れ，世界で最も住みたい街のひとつに選ばれ

ています。 

【気候】夏の間は北太平洋からの海風によって、適度な温度と乾燥した天気の良い日が続きます。 

      8月の最高気温は 21.9℃、最低気温は 10～15℃ 

 

申込方法について 

●申込期間： 2016年 4月 22日（金）~5月 13日（金） 17時まで  

●申込方法：申込書は以下よりダウンロードし、必要事項を入力の上、メールにて提出 

   http://www.mie-u.ac.jp/international/news/cate-event/-ubc.html 

●提 出 先：3renkei@ab.mie-u.ac.jp 担当：国際交流センター黒田・中原 

 

出発までのスケジュール  

日程 行事 

5月 13日（金） 募集締切  

5月 17日（火）以降順次 申込資料を CIEEから皆様のご自宅へ郵送 

発送日から 10日前後 申込金（5万円）入金、申込み資料提出締切 

6月下旬～7月上旬 参加費残金納入（CIEEより請求書を発行） 

7月 15日（金） 第 1回オリエンテーション／危機管理&異文化コミュニケーション 

8月 10日（水） 第 2回オリエンテーション／渡航前オリエンテーション 

10月 14日（金）予定 帰国報告会 

 

  

http://www.mie-u.ac.jp/international/news/cate-event/-ubc.html
mailto:3renkei@ab.mie-u.ac.jp
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■キャンセル料（取消料）について 

申込書と申込金振込時点で正式なお申し込みとさせていただきます。万が一申込者が研修の参加を取り消さ

れる場合には、以下の通り取消料がかかりますのでご了承ください。 

CIEE 
 ①取消手配料 ⇒キャンセルされた日によって料金が変わります 

②研修校取消料 ⇒各研修校で決められているキャンセル料です 

カウンシル・トラベル  ③旅行費用取消料 ⇒往復航空運賃等に関するキャンセル料です 

  ①＋②＋③＝キャンセル料 

 

申込み取消し受付け日 ①取消手配料 ②研修校取消料 ③旅行費用取消料 

出発日の 31日前まで ￥37,800 ＠ 00% 

出発日の 30日前から 22日前まで ￥48,600 ＠ 20% 

出発日の 21日前から 14日前まで ￥59,400 ＠ 20% 

出発日の 13日前から出発日 3日前まで ￥70,200 ＠ 20% 

出発日前日及び前々日 ￥70,200 ＠ 50% 

※＠＝研修校で規定されている取消料 

※上記①と②について申込み取消し受付け日とは、参加者から書面で変更依頼を当協議会が受取った日を指します。

電子メールによる代用は受付けられません。当協議会の執務時間（9:30～17:30）外、土日祝日・年末年始

休暇は翌営業日扱いとなります。 

※ご出発当日・出発日以降にキャンセルされた場合、返金はありません。 

※旅行費用とは往復航空券代、燃油特別付加運賃を指します。 

■手配団体・旅行会社について ～CIEE、カウンシル・トラベルとは？ 

国際教育交換協議会(CIEE)日本代表部は、本部をアメリカにおく、非営利・非政府（NPO・NGO）の国際交流団体

です。 このたびの三重大学海外語学研修の「研修手続きの代行」を担当し、関連旅行会社 (株)カウンシル・ト

ラベルにて航空券等の「旅行手配」をお受けします。 

 

国際教育交換協議会（CIEE）日本代表部  http://www.cieej.or.jp/ 

TOEFLテストと国際教育交流の CIEE 

CIEE は、教育を通して国際交流を図り人類の相互理解を

促進することを目的に 1947 年にアメリカで創設された非営

利法人で、65 年もの経験を持つ国際交流の世界的リーダー

です。今日では、世界 40か国に 580名のスタッフを擁し、年

間 4万 5千に上る若者や教員がCIEEのプログラムに参加し

ています。  

日本代表部は、1965年に日本で初めて 20代の若者を夏

期にアメリカの大学に組織的かつ継続的に派遣して以来、

日本における国際交流の草分けとして各種国際交流プログ

ラムを運営しており、これまでに 5万 5千人の方々が参加し

ています。現在は、大学生を対象とした国際教育、体験、交

流プログラムを中心に、新しい時代のニーズにも応じて、海

外でのボランティアやインターンシッププログラムも提供して

います。さらに、日本政府より委託された国際交流に関する

調査・研究、教員を対象とした派遣研修、受入プログラムへ

の協力など、活動は多岐にわたります。 

もう1つの事業として、1981年に米国最大のテスト機関で

ある Educational Testing Service（ETS、本部ニュージャー

ジー州プリンストン）の委託を受け、TOEFL®テスト日本事

務局としてペーパー版 TOEFL®テスト（Test of English as a 

Foreign Language）の日本での運営を開始しました。現在

は、TOEFL® iBTの広報やセミナーの開催などの研究活動、

TOEFL ITP®テストの運営・実施、Criterion® をはじめとす

る英語教育指導・支援ツール等の導入・運営などを行い、

TOEFL®テスト受験者や各教育機関に対し、常に最新の情

報やサービスの提供に努めています。 

このように、CIEE 日本代表部は、TOEFL®テスト日本事

務局として英語力向上の支援をするとともに、実践的な英語

コミュニケーション能力を鍛え、異なる文化やことばをもつ世

界の人々との理解を深め、人との出会いの大切さや感動を

実感できる国際交流プログラムを提供しています。 

 

株式会社カウンシル・トラベル 

観光庁長官登録旅行業 1210号 社団法人日本旅行業協会（JATA）正会員 

CIEEプログラム参加者の航空券の手配、海外旅行保険加入手続きを専門に取り扱い、CIEEが提供するプログラムを旅の面から支

えている CIEE傘下のトラベルサービス部門です。また、国際学生証・国際青年証・国際教師証の発行も行っています。 

 


