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コモックスバレー
留学プログラムへようこそ

コモックスバレー教育委員会が運営する留学プログラムは、2005
年の開始以来、世界中の留学生に対し一人一人にあった個別指導
を提供しています。コモックスバレーでの留学を通じて生徒が豊かな
知性や感情を育み、グローバルな考え方を身に付けることができる
よう以下のサポートを提供しています。

•	 生徒のケアが行き届く少人数制クラス
•	 スタッフやホストファミリーによる熱心で献身的なサポート
•	 大学/カレッジ進学を実現するためのアカデミックなカリキュラム
•	 各分野で受賞歴をもつ教師陣
•	 すべての留学生に対しESL/ELLサポートを追加費用なしで提
供

•	 留学生のための専任スタッフによる指導とサポート
•	 生徒の学習を支援する教師を全ての学校に配属
•	 留学生の精神面のケアを行うためのカウンセリングの提供
•	 大学/カレッジの進学サポート96%＝生徒満足度

8,000人＝学区内の全生徒数
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コモックスバレーの
環境
コモックスバレーにはコモックス、コートニー、カンバ
ーランドの3つのコミュニティーがあります。人々の
結びつきが強くフレンドリーなコモックスバレーには
快適な生活を送るための以下の特徴があります。

•	 安全かつ留学生の受け入れに対して温かいコ
ミュニティー

•	 １年中楽しめるアウトドアスポーツ（スキー/ス
ノーボード/自転車/ハイキング/ゴルフ/ウォー
タースポーツ）

•	 レクリエーションセンター、映画館、レストラン、ア
パレルショップ、公共交通機関が揃う生活環境

•	 美しく雄大な自然環境
•	 カナダで最も快適で過ごしやすい気候

コモックスバレーの
場所
海と山の間にたたずむコモックスバレーはバン
クーバーアイランド北東の海岸沿いに位置し
ています。

•	 バンクーバーから飛行機で20分
•	 ビクトリアから車で2.5時間
•	 ナナイモのフェリーターミナルから車で1
時間

コモックスバレー国際空港へは、毎日バンクー
バー/カルガリー/エドモントンなどから飛行機
が発着しています。バンクーバー～ナナイモ間
を結ぶフェリーはコモックスバレーから車で南
へ１時間の場所にターミナルがあります。

98%＝コモックスバレーで英語を話す人々の割合

7万人＝コモックスバレーの人口
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留学プログラムのご紹介

コモックスバレー教育委員会では留学生の様々
なニーズに応えるため、高校卒業や北米での大
学進学を目的とした留学、3-10カ月間のショー
トタームプログラム、そして1-2カ月間のサマープ
ログラムまで多種多様なプログラムを提供して
います。

卒業留学プログラム 
•	 9月・1月・4月入学
•	 ブリティッシュコロンビア州政府により認可されたコースと
テストの提供

•	 ブリティッシュコロンビア州が発行する卒業証明書の取得
•	 北米の大学/カレッジへ進学するためのカウンセリングや入
学申請サポートの提供

ショートタームプログラム

サマープログラム

•	 7月、8月に開催
•	 現地の学校でカナダ人講師から学ぶ英語レッスン
•	 カナダの自然を満喫できる多彩なアクティビティ（
サーフィン/ハイキング/ホエールウォッチング等）

特別プログラム

•	 アウトドアエデュケーションプログラム
•	 ゴルフプログラム
•	 ホッケープログラム
•	 バレーボールプログラム

26:1 ＝生徒と先生の割合
82% ＝トロント大学、UBC、マギル大学を含む有名
大学へ進学する卒業生の割合
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•	 9月・1月・4月入学
•	 質の高いESL/ELLコースの提供
•	 コモックスバレーを満喫するためにデザインされたアクテ
ィビティや小旅行



コモックスバレーの学校紹介

GP バニエ高校 - GP Vanier Secondary School

•	 全校生徒数＝1,150名（Grade	8-12）
•	 15以上のスポーツチームをもちコモックスバレーで最もスポーツ
が盛んな学校

•	 アウトドアエデュケーションプログラムとホッケープログラム
•	 フランス語/スペイン語コース
•	 質の高い演劇プログラム
•	 カナダ国内で高い評価を受けるロボット工学/サイエンスプログ
ラム

•	 州のチャンピオン経験もあるラグビー/バスケットボールチーム
•	 スクールバスを提供

校風：アスレティック/芸術性/活発/2018年に改築

マークアールイスフェルド高校
Mark R. Isfeld Secondary School

•	 全校生徒数＝1,000名（Grade8-12）
•	 ブリティッシュコロンビア州でトップランクの成績
•	 フレンチイマ―ジョンプログラム
•	 質の高い音楽プログラム
•	 スキー/スノーボードの強豪チーム
•	 ゴルフプログラム
•	 学校まで徒歩圏内のホストファミリーも多いエリア

校風：イノベーティブ/競争力/バイリンガル

ハイランド高校
Highland Secondary School

•	 全校生徒数＝800名（Grade8-12）
•	 フランス語コース
•	 高校在学中にカレッジの単位取得が可能
•	 女子バレーボールの強豪校
•	 洗練されたSTE(A)Mコースの提供
•	 学校まで徒歩圏内のホストファミリーも多いエリア

校風：個々へのケア/学術性/熱心な教師陣
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コモックスバレーには3つの高校（Grade8-12）、2つの中学（Grade6-9）、そして13の小学校（幼稚園-Grade6）がありま
す。毎年、世界25ヵ国をこえる国々から約300名の留学生を受け入れており、各高校の留学生の割合は約10％になりま
す。ブリティッシュコロンビア州で提供される全ての主要科目の受講ができ、選択科目のバラエティーはファインアート（
音楽/写真/美術）やテクノロジー（ロボット工学/プログラミング/アニメーション）など多岐に渡ります。
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ホームステイ
プログラム
コモックスバレー教育委員会ではホームステイプログラムの
運営も行っており、専門のホームステイコーディネーターが各
家庭の安全チェックをしています。皆様の到着前にはホストフ
ァミリーに対しオリエンテーションを実施し、ケアの行き届い
た生活を提供できるようになっています。またご留学中も快適
にお過ごしいただけるようホームステイコーディネーターは留
学生・ホストファミリーとの積極的なコミュニケーションを心
がけています。

ホストファミリーは皆様を家族の一員としてお迎えできるよう
以下の安心を提供しています。

•	 1日3回の食事とスナックを提供
•	 個室の手配・ホスト宅の設備の使用
•	 家族行事への参加
•	 ご留学中に発生した問題に丁寧に対応しお子様をケア
•	 銀行口座開設、SIMカードの契約、宿題、アクティビティの
参加申込、学校への提出書類のサポート

•	 病院や歯医者への同行（必要な場合）
•	 学校時間外のアクティビティへの送迎

99%＝英語を第一言語にするホストファミリーの割合

1-2名＝各家庭の留学生数（複数の場合は性別は同じで
国籍が異なる留学生を手配）

91%＝ホームステイ満足度

コモックスバレーの留学生と
ホストファミリーからの
メッセージ

“私はホストマザーとホストファーザーをお母
さん、お父さんと呼んでいました。ホストマザ
ーは料理がとても上手でいつも美味しい料
理を作ってくれ、家族旅行にも連れて行って
くれました。”		--ドリス/中国

“今のホストファミリーに出会えて本当にラッキ
ーだと思います。留学生活で問題に直面した
時、ホストマザーはいつも私の話を親身に聞い
てくれました。私は彼女を心から信頼していま
す。--モリ―/ベトナム

“ホストファミリーの良い所をいくつもあげるこ
とができるくらい彼らとの生活を満喫していま
す。大好きなアクティビティに連れて行ってくれ、
いつも家族の一員のように感じさせてくれま
す”--ホセ/スペイン

“あなたがここで築き上げたホストファミリー
や友人との絆は人生の宝となるものです”	
--コリー&	エドハワード
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留学生活
コモックスバレーでのご滞在中、留学生はスポーツチームへの参
加、ホストファミリーとのアドベンチャー、教育委員会が提供するア
クティビティへの参加、バンクーバー島への旅行など様々な形でコ
モックスバレーの素晴らしさを体験する機会が与えられます。ここで
出来た友達と一緒にコモックスバレーを探検する自由をお楽しみ
ください。

50以上＝スポーツチームや
クラブの数

20＝毎年開催されるアクティ
ビティの数
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申請方法
オンライン申請（studyinbritishcolumbia.com/apply）

1.	 	プログラムの選択
2.	 	ご入学時期の選択（9月/1月/4月）
3.	 	英文成績証明書（現在の学年＋過去2年分）
4.	 	英文エッセイ（自己紹介・コモックスバレーで勉強したい理由）

学区長からの
ご挨拶

お問い合わせ

ウェブサイト：studyinbritishcolumbia.com
電話番号： +1-250-703-2904
ウェブサイト： Gregory.Kochanuk@sd71.bc.ca

Comox Valley International 
High School Program

comoxvalleyisp

ソーシャルメディア

私たちは中規模サイズの教育委員
会として、世界中から訪れる留学生
一人一人に対し個別のサービスや
サポートを提供できることに誇りを持
っています。チャレンジ精神とやる気
に満ち溢れたここでの経験は、皆様
にとってかけがえのない大切な思
い出になることでしょう。コモックス
バレーでお会いできることを心より楽しみにしています。
	----	Mr.	Greg	Kochanuk,	学区長

Comox Valley International 
Student Program


