
日間
研修期間

研修旅行代金

申込前に確認を！

11

語学学習とホームステイ体験を通じ、
カナダの文化を肌で体感する！

ブリティッシュコロンビア大学 英語・文化研修

※日本及び現地空港諸税、燃油サーチャージ、旅客保安サービス料は含みません。
※�最少催行人数に達しない場合も研修が実施できる場合がありますが、研修旅行代金が増額となります。
その場合、改めて代金を示し参加の意向を確認します。

＜全プログラム共通＞
・短期留学プログラム申込書（写真添付）
・海外留学プログラム誓約書
・パスポートのコピー

＜プログラム別＞
・�ブリティッシュコロンビア大学指定� 　
Accommodation�Form

研修費用・宿泊費／プログラム期間中の食事（1日3食※到着日除く）／日程表に記載したエコノミーク
ラス利用海外往復航空券／現地空港と研修先または宿泊先間の往路送迎費（※10名以上の場合）／�
eTA申請料・代行手数料／早大プログラム開発運営費／企画料金（P.38記載の取消料規定はこの企
画料金を基準とします。）
※企画料金は57,500円と定め、研修旅行代金に充当します。

・上記のフライトスケジュールは全日空利用の例です。
・現地でのスケジュールは留学先機関、天候等の諸事情により一部変更となる場合があります。

●プログラム別の申込書類およびスケジュール詳細は留学センターウェブページに掲載しています。

★�ホームステイや現地大学生との交流を通じ、生き
た英語を学べます
★�多文化性のあふれる環境でカナダ文化を肌で体感
できます

★�習熟度別のクラス編成により、自分のレベルにあっ
た授業が受講可能です

●最少催行人数：6名／最大募集人数：35名
●対象語学レベル：英語力初級～中級

●宿泊先：�ホームステイ（個室利用予定）� �
※1家庭に2名以上の場合、早大生含め日本人と同じ家庭の場合あり�
�※到着日のみ学生寮（相部屋利用予定）

●食事：1日3食（ホームステイ滞在中のみ）
●同行員：添乗員・教職員は同行しません
●利用予定航空会社：全日空、日本航空、エアカナダ、デルタ航空
●査証：�日本国籍の場合、eTA取得。外国籍の場合は各自にて確認し取得

していただきます。

※�羽田空港施設使用料、外国諸税、燃油サーチャージは2017年2月23日現在のもので予告なく変更と
なる場合があります。これらの費用は最終確定金額として研修旅行代金とあわせてお支払いただきます。

上記の他は含まれません。その一部を例示します。
超過手荷物手数料／海外旅行保険／日本国内の交通費・食費・宿泊費／通学費／課外活動費／現
地空港と研修先または宿泊先間の往路送迎費（※9名以下の場合）／現地空港と研修先または宿泊先
間の復路送迎費／その他個人的生活諸費用／国内空港施設使用料（2,570円）・外国諸税（4,060円）・
燃油サーチャージ、旅客保安サービス料（7,000円）

日程表　
日 都市 予定

1

羽田

バンクーバー

【21：00～ 22：00】 羽田発、バンクーバーへ
…………………日付変更線通過…………………

【14：00～ 15：00】バンクーバー到着
到着後、送迎車にて研修先へ移動
� 〈現地大学指定宿舎泊〉

2
▽

19

バンクーバー プログラム参加
スケジュール
��9：00～ 10：40
10：50～ 12：30
12：30～ 13：30
13：30～ 15：45

クラス
クラス
ランチタイム
プロジェクト

※�スケジュールは一般的な例で日により異なります。過去のス
ケジュールの場合もあります。
※2～ 19日目は研修旅行取扱会社「無手配日」です。

〈ホームステイ泊〉

20
バンクーバー 各自にて空港へ移動、チェックイン

【16：00～ 17：00】 バンクーバー発、羽田へ
…………………日付変更線通過…………………

〈機中泊〉

21 羽田 【18：00～ 19：00】羽田到着
到着後、解散

留学先 ブリティッシュコロンビア大学は世界大学ランキング50位以
内にランクインする名門大学です。キャンパス内には図書館、

庭園、博物館、劇場、ギャラリー、レストランなどの設備があり、50,000人以上
もの学生が在籍しています。早稲田大学とは長期留学プログラムも実施してい
ます。
皆さんが研修を受けるEnglish�Language�Instituteは、ブリティッシュコロンビア
大学のメインキャンパス内に設立された大学付属の研修施設です。

都市 カナダ西部最大の都市であるバンクーバーは、大自然と都会
が融合されており、太平洋へのゲートウェイとして栄えてきまし

た。雄大な山並みと海に囲まれた絶好のロケーションでは、一年を通じてアウトド
アや芸術鑑賞などのアクティビティを楽しむことができます。また、多文化性あふ
れる環境ならではのレストランやショッピングも魅力の一つです。

プログラム

English�Language�Institute実施の英語・文化研修プログラム「English�for�
the�Global�Citizen」に参加します。クラスは、英語の適正試験により習熟度
別に編成され、講義の他にプレゼンテーションやプロジェクトに取り組む研修内
容になっています。
例年、午前と午後の授業の中で異文化社会や、環境問題、メディアなどの様々
なテーマを扱った内容を学習しますが、本プログラムは語学の向上だけでなく、国
際社会についての知識を身につけることを目的としています。参加者のほとんど
は日本人ですが、現地大学生が企画するイベントやEnglish�Only�ポリシーが実
施されており、英語を使用する環境が整っています。また、ホームステイを通じ、
カナダ文化を実体験できるのも本プログラムの醍醐味です。

●参加者の主な国籍：日本　●平均的な参加者数：100名以上
●1クラスあたりの人数：9～15名

525,000

カナダ　バンクーバー

募集要項

【申込みに必要な書類】　（MyWasedaでの申請後、指定期間に以下の書類を提出します）

☆研修旅行代金に含まれないもの

☆研修旅行代金に含まれるもの

コース No.1

8月7日（月）～8月27日（日）

21

円



EGC STUDENT INFO – August 8-26, 2016

※上記のスケジュールは2016年度の日程・内容です。2017年度は内容等が異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

※現地のスケジュール、内容は現地受入れ側または天候等の都合により一部変更となる場合があります。

Student Calendar - ENGLISH FOR THE GLOBAL CITIZEN – Module 3

THEME Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

1
.

LI
V

IN
G

IN
C

O
M

M
U

N
IT

IE
S

AU 8 9:15-9:45
Registration (CSB Lobby)

9:45-10:30
Listening Test
10:30-12:30
Oral Test & Campus Tours

12:30–1:30
Lunch with CAs

1:30–2:30
Lab & Socio-Cultural
Orientation
2:45–4:00
Homestay Orientation
(SWING 122)

9 8:50
Meet in CSB Lobby

9:00 – 10:40
10:50 am– 12:30
Morning Class

12:30 pm – 1:20
Lunch

1:20
Meet in CSB Lobby

1:30 – 3:45

Afternoon Project

3:45

ACTIVITY SIGN-UPS

10

9:00 – 10:00

WELCOME BREAKFAST
(The Longhouse)

10:10 am– 12:30
Morning Class

1:30 – 3:45

Afternoon Project

11

9:00 – 10:40 am
10:50 am– 12:30 pm
Morning Class

1:30 – 3:45 pm
Project Presentation

12

9:00 – 10:40 am

10:50 am– 12:30 pm

Morning Class

Lecture

2
.

EN
V

IR
O

N
M

EN
T

15
9:00 – 10:40 am
10:50 am– 12:30 pm
Morning Class

1:30 – 3:45 pm
Afternoon Project

16
9:00 – 10:40 am
10:50 am– 12:30 pm
Morning Class

1:30 – 3:45 pm
Afternoon Project

17
9:00 – 10:40 am
10:50 am– 12:30 pm
Morning Class

1:30 – 3:45 pm
Afternoon Project

18
9:00 – 10:40 am
10:50 am– 12:30 pm
Morning Class

1:30 – 3:45 pm
Project Presentation

19
9:00 – 10:40 am

10:50 am– 12:30 pm

Morning Class

Lecture

3
.

TH
E

C
O

N
SU

M
ER

22
9:00 – 10:40 am
10:50 am– 12:30 pm
Morning Class

1:30 – 3:45 pm
Afternoon Project

23
9:00 – 10:40 am
10:50 am– 12:30 pm
Morning Class

1:30 – 3:45 pm
Afternoon Project

24
9:00 – 10:40 am
10:50 am– 12:30 pm
Morning Class

1:30 – 3:45 pm
Afternoon Project

25
9:00 – 10:40 am
10:50 am– 12:30 pm
Morning Class

1:30 – 3:45 pm
Project Presentation

26
9:00 – 10:40 am
10:50 am– 12:00 pm
Morning Class

12:00 – 2:00 pm
OPEN HOUSE, CLOSING
CEREMONY, LUNCH
(Nest: South Great
Hall)



 
 

GROUP ACCOMMODATION  FORM 
 
If you require accommodation services, please complete this form.  
 
 

 
 
 
 
 

Please print clearly 

INSTITUTION NAME:             

Family name:       First Name:      

Permanent home address:  

              

              

              

City          Country     Postal Code 

Date of birth (day/month/year):     Male     Female        

Nationality:       Native language(s):     

Telephone number:      Fax number:      

Email address:             

 I would like:   Campus (Dormitory) Accommodation   OR   Homestay 

 

Emergency Contact Information 

Name:              

Telephone number:      Fax number:      

Sponsoring Agency:            

Local Contact (if known):           

Local Address:             

              

Telephone number:       Fax number:      

 



 Declaration of Applicant 

 I accept that if, in reading and completing this application, I knowingly or carelessly provided false, inaccurate or 
incomplete information: 

 
  ELI may take longer to process this application and/or 
 
  ELI may deny accommodation services. 
 
 I agree to comply with all rules and regulations of the English Language Institute. 
 
 I agree to pay my host family for the first 30 nights of my stay. If my program is less than 30 days, I agreed to pay for 

 the number of nights that I am in homestay. Payment for homestay will be on the first night of homestay. 
 
  If I plan to move out from my host family's home, I agree to tell the host family 15 days before the day I move. 
 
  I agree to purchase adequate medical coverage during my stay in Canada.  
 
 
                

 Signature Date 
 
 Please note:  We will make every effort to meet your requirements as indicated; however, because of the number of 

students requesting this service, it is not always possible to do so. 

 

 Complete this section ONLY if you are applying for Homestay. 

 Do you smoke?  No  Yes   If yes, how much?         

 Are you willing to live in a home with children under 8 years old?  Yes   No  

 What level of education have you completed?         

 What is your major area of study?          

 Do you have any allergies or other health concerns which would affect your placement?    

               

 Any medical or diet requirements (due to allergies, religion, etc.)?        

               

 What are your career and personal goals? Please write 10-20 words.       

               

               

 Describe your personality and home life. Please write 15-25 words.       

               

               

 If necessary, we will place you with another student from your group.  If so, do you have a preference of who you stay 

with? (This will not guarantee that you will be placed with your classmate, but we will do our best to accommodate)   

 Name of classmate:         

 



Privacy Notification 

Personal information provided on this registration form is collected pursuant to section 26(c) of the Freedom of Information 

and Protection of Privacy Act (“FIPPA”). The information will be used for the purposes of: admission; registration; 

academic progress; notification of future courses; and operating other UBC-related programs. UBC collects, uses, retains 

and discloses information in accordance with FIPPA. UBC may share and disclose personal information within the 

University to carry out its mandate and operations. Your contact information will not be released to others outside of UBC, 

except as authorized under the FIPPA. Should you have any questions about the collection of information, please contact 

the Manager, Marketing Services, UBC Continuing Studies, 410-5950 University Boulevard, Vancouver, BC, V6T 1Z3. 
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