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日程と費用
ISPY プログラムは 7 月と8月に 6週間にわたって開催
されます。
お申込みは最小２週間から最大６週間の為
に登録することができます。

短期集中英語学習プログラム
やりがいと達成感のあるESL集中プログラム
は初級レベルから上級レベル対象でアカデ
ミックな要素と文化的な要素をバランスよ
く組み合わせたカリキュラムです。到着後に
iTEPという英語評価テストを受け英語
レベルチェックを行い、１２から１
５名編成のクラスに分かれて世界
中から集まった同じ英語力の学生と
一緒に学びます。
また、文化的背景、年齢、性

別および精神年齢を考慮しクラス編成をい
たします。
ジュニア、初級、中級、上中級、
そし
て上級の五つのレベルがあります。
カリキュ
ラムと難易度の範囲は、
レベルに応じて異な
ります。
すべてのクラスは午前中は必修のア
カデミック英語の勉強をし、午後の授業はレ
ベルに応じて様々な選択科目をとっていただ
きます。
クラスレベルはつぎのとおりです。

プログラム
> 月曜から金曜までの週に２５から３０時
間の英語学習
> ブリティッシュコロンビア州認定の教師陣

サンプルスケジュール
時間

月

火

7:30–8:15 am

起床、ブラウンホールで朝食

8:30–10:15 am

授業

選択授業 / ボランティア

> 現地のカナ人学生との交流

4:00–4:30 pm

午後のチェックイン

5:00–6:00 pm

ブラウンホールで夕食

6:00–6:45 pm

Prep/Study Time

7:00–9:00 pm

夜のアクテ
ィビティ

学生のレベル:

学生のレベル:

9:00 pm9:30–11:00 pm-

サプライズ
ナイト

夜のアクテ
ィビティ

初級から中級

中級上から上級

* 午後の授業

少し英語に親しみのある学生から基本的な
英語力を持つ学生のためのクラスです。
この
クラスはリスニング、
スピーキング、
ライティ
ング、そしてリーディング能力発達に焦点を
当てたクラスです。

慣用句、高度な英文法構造やすでに日常会
話ができるレベルの生徒の為に作られたクラ
スです。学生達は現在の世界の社会問題を調
査したり、地域の公共機関でボランティア活
動を通して現地の人々と交流し、
コミュニケー
ションスキルやリーダーシップスキルを伸ば
してゆきます。

午後のクラスは学んできた英語を実践できる
ように設計されたクラスです。生徒達はボキャ
ブラリーリストやコミュニケーションスキルを
広大するための基盤を第二言語の学習原則
に基づいて学びます。様々な言語文化背景を
持つ学生達は一緒に新しいスキルを英語環
境で学びます。

テクノロジー

が広がりました。


夜のア
クティビ
ティ

バラエティ
ナイト

自由時間

イブニングチェックイン、自由時間、消灯（年齢に応じて時間が異なります。）

様々な英語力レベルの子供達の為のクラス
です。
それぞれのユニークな学習スタイル
を持つ子供達に対応するため遊びを通して
学ぶ学習法に焦点を当てます。少人数制ク
ラスと教師のアシスタント達が常時いるクラ
スで子供達は自分たちの速度で勉強するこ
とができます。

来た友達を作ることで私の視野

日

ブラウンホールで夜食, 自由時間

初級から上級、12歳から18歳
クラスサイズ：最高15名

ませんでした。異なる国々から

土

バンクーバ
アイランドビ
ーへの日帰 ュービーチへ
り旅行：スタ
の遠足
ンリーパー
ク、バンクー
バー水族館、
ロブソンスト ブラウンホー
リート、買い
ルで夕食
物など。
予習、復習
時間

初級から上級、８歳から１１歳
クラスサイズ：最高12名

今まで中国人以外の友達はい

金

10:30 am–11:45 pm 授業
12:30–4:00 pm

アイスパイ 初級から上級

木

11:45 am–12:30 pm 昼食

> 言語統合型学習

アイスパイ ジュニア

水

毎週、下記のいずれかを含む異なるトピック
に焦点をあてて学びます。
デジタルエンター
テイメント：ストップモーション撮影法を使用
し短いアニメーション映画を作成するクラス。
アプリビルダー：コンセプトから実装まで、独
自のモーバイルアプリを作成する方法を学
ぶクラス。
ゲームビルダー：キャラクター、
プ
ロットやストリーライン、セッティング、特殊効
果を含む驚異的なゲームのすべての要素を
ゼロから作成し学ぶクラス。
ロボティクス：独
自のミニロボットをプログラムし、センサーと
コーデイングで動きを制御する方法を学ぶ
クラス。３Dデザイナー：３D印刷の複雑さを
学び、独自のカスタムメイドの物を作成する
クラス。

奉仕活動

グローバルシチズンシップ

学生たちは毎週、特定のニーズを持つ地域
の奉仕団体の運営している奉仕プロジェク
トに授業の一環として参加します。奉仕プ
ロジェクトは環境、道徳、社会という三つの
主要分野に分かれていて活動を通し体験
しながら学びます。過去の奉仕活動はビー
チクリーンアップ、雑草駆除、保健所に集ま
った動物の世話、恵まれない子供達のため
に昼食を用意する、及び現地のホームレス
避難所で食事の準備を手伝うなどです。

ISPYでは毎年夏に世界中からきた学生達が
集い、言語と文化を学びます。単純な言語の
取得以外にも、言語や文化の違いを克服し
ながら、お互いに交流し、交渉し、協力するこ
とを学ぶ必要があります。
サマーキャンプで
一緒に過ごす時間は、
これらのスキルを築く
絶好のチャンスです。学生たちは様々なアイ
デンティティと文化を探求し、世界での彼ら
の居場所について考える機会が持てます。学
生たちは世界の他の地域の問題について学
び、多様性、寛容、文化や人種の違いについ
て理解を深めながらお互いを尊重することを
学びます。

ドラマ劇場
ドラマの授業は基本的なフレーズを繰り返す
簡単なドラマゲームから、
スキット、対話、
また
はモノローグによるより複雑な言語の適用な
ど様々です。
ドラマクラスでは、英語を学びな
がらボーカルテクニックと身体意識を発達さ
せることに焦点を当てています。同時に生徒
達は安定感と自信を育むことができます。

異文化間のコミュニケーション
文化を超えて効果的にコミュニケーションす
る能力は世界の住民の一員として重要なス
キルです。
自分の文化と他の文化の多くの側
面の違いを理解するにはまず、
自分の文化の
探求と認識から始まります。
この理解は他の
文化を知る上での基礎となり、文化を超えた
深い関係を作成する能力となります。

–テイアンシュウ、中国

世界中からあつまった素敵な人々と
の出会いやすごく英語が上達したこ
と など、私はこのすばらしい体験を
決して忘れません。


–マリーナ、
フランス

