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You  Belong Here.

アクティビティと施 設
ニューウエストミンスター学校区内の全学校には、スポーツ、芸術、コン
ピューター、コミュニティーサービスなどのクラブが整っています。さら
にニューウエストミンスター市には素晴らしいレクリエーション施設が
あり、年間にわたりコミュニティ対象のプログラムを開設しています。地
元で非常に人気のあるスポーツはサッカー、バスケットボール、アイス
ホッケー、ラクロスです。長期留学生は、学校やコミュニティ主催のプロ
グラムに積極的に参加することが奨励されています。学校活動に参加
することは英語を上達させ、カナダ人の友達を作る近道です。

留学生への支援
当学校区の留学生への支援サービスには、ホームステイ･プレースメント、
オリエンテーション、カウンセリング、インターネット・アクセス、医療保
険、学生ビザの延長などが含まれています。これ以外の支援サービスも 
ニューウエストミンスター高等学校内にある留学生教育プログラム事務 
局の多言語部から、依頼に応じて受けられます。

ホームステイ先のファミリーは、ホームステイ部長が申込書の審査、面接、
家庭調査、身元照会など厳格なプロセスを経て慎重に選んでいます。

開設プログラム
• 小学校、中学校、高等学校
• 英語学習ツアー（夏期および冬期）
• アカデミック英語集中プログラム
• グループ向け特別プログラム

実施サービス
• 学校区ホームステイプログラム
• 学業カウンセリングおよび個人的カウンセリング
• 医療保険
• ビザの延長

ニューウエストミンスターで留学
生活を送り、生涯の友人と思い出
を作ろう！

ニューウエストミンスター学校区は
カナダブリティッシュ･コロンビア州
内にある公教育を実施する州立の
教育区です。

Your  Education Starts Here.

ニューウェストミンスター学校区
インターナショナル教育プログラム
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ニューウエストミンスター  
留学生活に素晴らしいところ
ニューウエストミンスターは美しいバンクーバー都市圏にあり、便利なスカイト
レインを利用するとダウンタウンからわずか25分のところです。友好的で絵の
ように美しいニューウエストミンスター市。小さな町のたたずまいを呈し、一帯
で最も古い由緒ある都市として、活気あるコミュニティスピリット、独特の歴史
と文化を携えています。ブリティッシュ･コロンビア州ニューウエストミンスター
市はたいへん国際色豊かな大都市の一角をなし、カナダで最も温暖な気候に
恵まれ、常に世界で住むのに最適な場所の一つにあげられています。

ニューウエストミンスター学校区  
留学生教育におけるカナダのリーダー
ニューウエストミンスター学校区はカナダの国際留学生教育におけるリーダー

です。1987年以来留学生を受け入れており、カナダの公立学校区として留学生
の受け入れを始めた最初の学校区のひとつです。今日、長期、短期など各種留
学プログラムで世界各国からの生徒が学んでいます。留学生一人ひとりが建設
的で心に残る留学体験ができるように、当学校区では英語クラス、ホームステ
イ、カウンセリング、通訳など総合的な支援サービスを整えています。
当学校区への留学生の多くは卒業後、カナダ、アメリカを始め世界各国にある
優秀な大学へ進学しています。ニューウエストミンスター学校区は、革新的な
教育と教育の質の高さを誇りにしています。

プログラム － 質の高いカナダ教育
ニューウエストミンスター学校区は、幅広い学業プログラムだけでなく、応用
語学留学プログラムも開設しています。留学生は、カナダ人生徒と共に授業を
受ける長期間の学業プログラム、または短期英語プログラムのどちらかを選ん
で受講することができます。

長期プログラム － 小学校、中学校、高等学校

留学生教育プログラムとして、幼稚園児から12年生まで（年齢５歳から18歳）
を対象とした長期学業プログラムを開設しています。長期プログラムの中にも
１学期間、１年間、または高等学校卒業までと留学期間の異なるプログラムが
設けられています。通常の学年度は９月に始まり翌年の６月に終了しますが、
留学生は９月か２月に入学できます。

長期留学生はカナダ生活に浸りきってさまざまなことを体験できます。英語の
スピーキングとライティングは目覚しく上達し、カナダの生活習慣、文化、教育
制度などに全く違和感を感じなくなります。

最高の教育に加え、本プログラムには留学生が参加できるサービスクラブ、レ
クリエーション活動、スポーツチームなど多くの機会が設けられています。長期
プログラムは留学生が完全な教育体験ができるように、勉学とアクティビティ
のバランスの取れた環境を整えています。

短期プログラム

短期プログラムには、英語学習ツアー、アカデミック英語集中プログラム、海
外教員対象のワークショップシリーズ、グループ向け特別プログラムなどがあ
ります。各プログラムとも実践的な英語学習と生徒の興味を満たす的確な教
育活動が組み合わされています。プログラムは年間にわたり数回開催されま
す。受講料は期間と内容によって異なり、通常授業料、教材、教育･文化アクテ
ィビティ参加費、ホームステイ、修了証書が含まれます。

入学 － 長期プログラム
入学を希望する場合、願書に記入して、現在の学年および過去２年間の正式な
成績証明書（英語に翻訳）、現在の写真、申込金（返金不可）と共に提出してく
ださい。TOEFLの得点は必要ありません。願書は必ず入学を希望する少なくと
も３ヵ月から６ヵ月前に提出してください。入学が許可されたら、授業料と該当
費用をお支払いください。新入生は入学前のオリエンテーションに出席するこ
とが義務付けられています。

成功  への基盤
ニューウエストミンスター学校区は留学生を対象に
優れた教育プログラムとサービスを実施していま
す。当学校区への留学生は、優れた学業成績をおさ
め、相互理解、友情を深め、グローバル社会で成功

していく能力を身に着けます。

 



 
 

ニューウェストミンスター学校区・インターナショナル教育プログラム 
 
 
グレーターバンクーバー ニューウェストミンスター市 
 
グレーターバンクーバーは、カナダ西部最大の都市であり、海と山に囲まれた大変美しいコスモポリタンシティーです。多くの国際機関が

グレーターバンクーバーを世界の都市の中でも大変住みやすい都市として紹介しています。気候はとても穏やかで、夏季は涼しく湿気も少

なく、冬季は平均気温５～８度というカナダの中で最も過ごしやすい地域と言って良いでしょう。 
ニューウェストミンスター市は、カナダ、ブリティッシュ・コロンビア州グレーターバンクーバーの東部に位置し、1859年にバンクーバーの一

番最初のダウンタウンとして指定されたとても歴史のある市です。ニューウェストミンスター市はグレーターバンクーバーで一番小さい町で

はありますが、公園や商店、また、興味深い歴史ある建物が多く、ここに暮らす人 は々とてもフレンドリーです。 
交通の便も発達しており、まさに生活・勉強には最適な環境が揃っていると言って良いでしょう。 
 
ニューウェストミンスター学校区のインターナショナル教育プログラム・オフィス 
 
留学生の皆様をお世話するニューウェストミンスター学校区のインターナショナル教育プログラムは、留学生の方 が々素晴らしい海外英語

留学 験体 が出来ため、高校の校内にオフィスがあり、いつでも気軽に相談に来られる様にスタッフが常駐しています。私達は、留学生

のカウンセリングから学生ビザの発行、TOEFL等の手続き、そして留学生がニューウェストミンスター、そしてグレーターバンクーバーの生

活になるべく早く慣れる様に、多くの情報を提供しています。さて、ホームステイは海外での経験の中で、とても重要な役割を担って

いると言っても過言ではないでしょう。その為、当校のホームステイプログラムでは、専属のホームステイコーディネーターが、一人一人

の留学生が安心してホームステイができる様に、家庭訪問や人物考査等の審査をし、質の良い家庭を紹介しています。 
 
ニューウェストミンスター学校区     インターナショナル教育プログラム 
 
カナダ公立高校の教育水準は世界でとても評判が良く、国際的にも有名です。その中で、ニューウェストミンスター学校区は、1987年よ

り海外からの留学生を受け入れた最初の学校区であり、グレーターバンクーバーにおけるインターナショナル教育のリーダー的存在でもあり

ます。現在までに、世界各国からの多くの学生が私達の長期・短期プログラムに参加しています。 
ニューウェストミンスター学校区には、ブリティッシュ・コロンビア州の中でも最も生徒数の多いニューウェストミンスター高等学校があ

り、校内施設として、インターネット、マルチメディア等のコンピューター設備、また、３つの体育館、アイススケートリンク、3,000席

収容のシアター等、大変充実した設備環境が揃っています。この中で、留学生が自由にEメールを使用できるサービスもある為、気軽に自

国の家族や友人とコミュニケーションをとる事もできます。 
また、文化、ボランティア活動等も活発であり、地域の人 と々交流する場も提供しています。このような環境は、学業からスポーツ等、

多くの事に興味のある学生にとって、とても充実した高校生活が送れるといって良いでしょう。また、学校区には多くの小学校、中学

校があり、低年齢の留学生を受け入れる体制も整っています。 
ニューウェストミンスター学校区で高等学校課程を卒業した多くの留学生は、カナダ、アメリカ合衆国のトップレベルの大学に進学して

います。 
 
（ニューウェストミンスター学校区・長期留学プログラム） 
 

1. ブリティッシュ・コロンビア州高等学校終了課程プログラム 
ブリティッシュ・コロンビア州の高等学校終了課程を取得するプログラムであり、一般の現地生徒と共にカナダ高等学校卒

業に必要な履修科目単位を取得します。留学生には、英語力向上の為、充実したESL英語科目が揃っています。 
 

2. 高等学校英語研修プログラム（１年間） 
高等学校終了課程と似ていますが、期間は１年間で区切られています。高校での公式的な単位はそれぞれの履修するコース

により与えられ、通常は、自国に帰国後、それぞれの高校にてニューウェストミンスターの高校で履修した単位が認定され

ます。 
 

3. 小学校 / 中学校プログラム 
６歳から１２歳までの低年齢の生徒を受け入れるプログラムです。カナダの法律の下、これらの生徒は、実親または親戚

と暮らす事が義務付けられています。 
 

（ニューウェストミンスター学校区・短期留学プログラム） 
 

春期、夏期、冬期短期英語研修プログラム （小学生/中学生/高校生/英語教師対象） 
短期プログラムの生徒は、以下の４つのプログラムを選択する事が出来ます。特に "English Study Tours Program" 
は、１週間単位で英語研修プログラムに参加でき、世界各国から参加した生徒の英語レベルに合わせ、クラス編成し、語学

研修と各アクティビティーが 験体 できます。短期プログラムは、国際経験を養う良いチャンスとなる事でしょう。 
 

1. English Study Tours Program （英語研修ツアー） 
2. Intensive English Program   （短期集中英語研修講座） 
3. Customized School Program （特別編成英語講座 - 

要望される内容や期間のカリキュラムを、ご希望に合わせて編成いたします） 
4. Seminars for Teachers （英語教師向け英語研修講座） 
 



 

New Westminster School District 
 International Education Program 

835 8th Street, New Westminster, BC, Canada V3M 3S9 
Tel: 604-517-6285 Fax: 604-517-6170 

Email: iep@NewWestSchool.com    Website: www.NewWestSchool.com 

ニューウェストミンスター学校区 ― 入学 
 

必要書類 
 

1. 願書（Application Form）。願書に記入し、

必ず親・生徒の両方が署名してください。 

2. 最近の写真（１枚） 

3. 成績証明書の正本、または正式な認証印

のある副本（本年度および過去２年間のも

の）。成績証明書は必ず英文に翻訳のこと。 

4. 推薦状。英語教師または学校長からのもの

（これは本学校区への編入を希望する、すで

にカナダで就学している生徒のみ提出が必

要です。） 

5. 申込金  ― 支払先は「New Westminster 
School District」と記入してください。 

 

申請手続き 

1. 申請書類の送付： 左記記載の入学申請に必要な書類を、ニューウェストミンスター

イ ン タ ー ナ シ ョ ナ ル 教 育 プ ロ グ ラ ム 事 務 局 長 （ General Manager, International 
Education Programs Office）宛に送付して下さい。 

2. 入学内定書： 審査の結果合格の場合、「入学内定書」を送付します。内定書はイン

ターナショナル教育プログラムに入学許可をする旨の通知であり、さらに納入すべき

費用と納入方法が明記されています。入学が許可されない場合は、その旨を記載し

た書類を送付します。 
3. 学費納入： 入学を確定するには「入学内定書」記載の費用を納入して下さい。納入

は、銀行振り込み、為替、支払保証小切手のいずれかで行えます。 
4. 正式な入学許可書の送付： 費用全額受領の確認後、正式な入学許可書を送付し

ます。 
5. 就学許可証の申請： 正式な入学許可書をカナダ大使館（領事館）に提示し、就学

許可証（学生ビザ）の申請をして下さい。 
6. 入学： 就学許可証が発給されたら、ニューウェストミンスター学校区へ正式に留学で

きます。 
 

長期プログラム留学費用 
 

 

内 訳 有 効 期 間 費用（カナダドル） 
申込金 初回のみ（返金不可） $150 
授業料 １学年 $13,000 
授業料 １学期 $6,800 
ホームステイ申込金 初回のみ（返金不可） $300 
ホームステイ費用（9 学年－１２学年）* １ヵ月（毎月支払い） $850 
ホームステイ費用（6 学年-8 学年）**  １ヵ月（毎月支払い） $900 
医療保険料 １年 / １学期 $900/$450 
オプション ― ホームステイファミリー空港出迎え  １回のみ（ 初の月のホームステイ費用と共に支払う） $50 

 
 

備考: 
1. 申込金の納入は銀行振り込み、為替、支払保証小切手、ビザ、マスターカードのいずれかで行えます。授業料および諸費用は、銀行振り込み、為替、支払保

証小切手のいずれかの方法で納入してください。小切手、為替等の支払先は「New Westminster School District」と記入してください。 

2. 上記金額はすべてカナダドルで表示されています。費用は予告なく変更される場合がありますのでご注意ください。  

3. * 新学期が始まる２週間前から開催される留学生対象のオリエンテーションプログラム期間中のホームステイ費用は、日額で計算し、1 日あたり  

        $28 です。これは表に記載の金額とは別途のものです。１月末日または６月末日以降に退去する場合も、1 日あたり $28 の費用がかかります。 

        ** 6-8 年生の 1 日あたりのホームステイ費用は $30 です。 

4. 初の２学期を経過した後もホームステイプログラムを続けて利用する場合、その後の学期に、１学期につき 50 ドルのホームステイ･モニタリングの費用が掛か

ります。 

5. 上記の費用以外にも学年度中に学校行事への参加費用がありますのでご注意ください。詳細はインターナショナル教育プログラム事務局にお問い合わせくだ

さい。 
 

授業料返金規定 
 

1. 返金依頼はすべて必ず書面で、ニューウェストミンスターインターナショナル教育プログラム事務局長に提出してください。 
2. カナダ移民省が就学許可証の発給を却下した場合、全額返金されます。（ただし申込金は除きます。）返金を受けるには、返金依頼書にカナダ移民省の発給

却下に関する正式な文書とニューウェストミンスター学校区#40 インターナショナル教育プログラム発行の入学許可証の正本を添えて提出します。これは就学

許可証の発給却下の文書記載の日付けから 6 ヵ月以内に事務局長に提出することが義務付けられています。 
3. プログラム開始前に申し込みを取り消す場合、またはカナダ永住権を取得した場合、授業料の３分の２が返金されます。 
4. プログラム開始後３０日以内に、生徒が自主退学する場合、またはカナダ永住権を取得した場合、授業料の２分の１が返金されます。 
5. 以下の場合は、授業料の返金は一切いたしません。 

i. プログラム開始後３０日経過後にいかなる科目の履修を取りやめる場合。 
ii. プログラム開始後３０日経過後に、自主退学する場合、もしくはカナダ永住権を取得した場合。 
iii. 入学日より３０日経過後に、自主退学する場合。 
iv. 法律もしくはカナダ政府、警察、あるいはニューウェストミンスター学校区とインターナショナル教育プログラムにより定められた規則に違反したためインタ

ーナショナル教育プログラムから退学処分となった場合。 




