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UBC Summer Program

~The Basic Info~ 

Organized by

UBC Japan Association

Takes Place

08/13/2019-08/23/2019

About UBCJA

Cultural exchange, a strong sense of community, and a passion for campus
life has been at the core of the UBC Japan Association since 1963. Our club aims
to weave the colours of Japanese culture into the international quilt of UBC, and
to present opportunities for students to experience together, the enlightening̶and
often entertaining̶intersections of the Japanese-Canadian cultural thread.
Togetherness then, becomes an integral element of UBCJA’s constitution. We’re
not simply a club. We’re a community. A community that is not only close-knit,
but always accessible. Active, diverse, and open-armed, UBCJA strives to be that
inclusive presence on campus.

We understand the multifaceted nature of Japanese culture, and aspire to
represent the country’s charms in an authentic way. Japan has something to offer
for everyone. Whether you have just started learning hiragana, or have come from
Japan as an international student, our club is eager to welcome you to our
distinctive events, and unique experiences on campus. Seriously, you won’t find
anyone else like us.

UBCJA continues to grow by the year, and we are proud to have become a
home away from home for so many students. And although we may be getting
bigger, the club’s sense of family continues to thrive. So, we hope you’ll join us as
we explore the world of Japanese culture, in a wonderfully international kind of
way.
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~Records from Past Participants~ 

(以下、複数の 2018年度参加者による報告書より抜粋) 

治安: バスが24時間動いていて、夜も出歩けるほど安全だったため基本的に良い
が、駅から離れていくにつれてどんどん悪くなる。

物価: やや高め。
通貨: カナダドル

為替レート: 1 カナダドル → 約 85 円

生活水準: 普通。ホームステイ先によってまちまち。

派遣先団体: UBC Japan Association
(http://ubcjapan.org/)

参加人数： 慶應義塾大学８名・UBC２-5名

プログラム中にかかった費用
参加費: 500CAD → 45,000 円
オプション費(自費分): 480CAD → 43,200 円
航空費: 140,000 円(参考)

宿泊: ホストファミリー制
ホストファミリーによって当たり外れが激しい。
当たればかなり快適に過ごせるが、外れると厳しい。

食事: カナダ料理という概念がなかったが、どの料理もおいしく食べられた。た
だ外食が続くとお金がかかりそう。

プログラムの評価できる点: 現地の学生に案内してもらえるので、旅行では得ら
れない
経験が得られる。向こうの学生とも仲良くなれる。

問題点: 去年からの引き継ぎができておらず、手探り感がややあった。スケ
ジュールがゆるすぎて、3日くらい短縮できそうだった。
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当プログラムを考えている人にメッセージを!
・S.O. さん 現地の人に案内してもらえるし、友達できるしで単なる観光とは
違ったカナダを楽しめます。英語に自信なくてもなんとかなるはず。ファイト;)

・N.I. さん 偶然、唯一の4年生として参加し、私以外は皆一年生でした。どち
らかというと、あまり海外旅行をしたことがない人、ゆったり観光したい人、治
安がいいところが良い人におすすめのプログラムだと思います。是非応募してみ
てください！

・S.S. さん UBCプログラムはバンクーバーを堪能できる上、メンバー同士はも
ちろん、現地のカナダ人とも仲良くなれます。日本語で連絡したり話せたりする
ので英語に自信がなくても全然大丈夫ですし、治安も良いので安心して楽しめま
す。また、アジア系の人がたくさんいるので親しみやすいです。このプログラム
は楽しいイベントが盛りだくさんでありつつ、自由に行動できる時間もたっぷり
あるので、バンクーバーのどこを行けばいいのかわからない人も、自分でやるこ
とを決めたいと思っている人も満足できると思います。

・C.S. さん バンクーバーは、日本でも人気の観光スポットですが、このUBCプ
ログラムでは、観光旅行では決して味わうことができない貴重な体験ができます。
街中をUBCの学生が独自の視点で、魅力や住んでいるからこそ分かるリアルな意
見とともに案内してくれます。また、UBCの学生と直接対話できることも魅力の
一つだと思います。多言語力や勉学に臨む姿勢に大いなる刺激を貰えます。そし
て、百聞は一見に如かず、という言葉の通り、実際に訪れてみて初めて分かるこ
と、改めて感じることがあります。カナダは移民が多いといわれますが、その数
は想像以上だったり、多文化社会であるため、驚くほど多国籍で本格的な料理が
食べられたり、などです。私自身が訪れた国の中で、最も治安が良く、人々が親
切であった、とも感じます。本当に充実したプログラムであり、参加できたこと
を光栄に思います。

・K.O.さん 街中のすぐ近くに海、山、森の自然がたくさんあって、様々なコ
ミュニティーが共存しているバンクーバーのすべてを、UBCの学生たちと、いろ
いろなアクティビティ等を通して体験できるプログラム。学生で行ける国際交流
にしては珍しく、「英語を学ぶために行く」のではなく「英語を日常の中で使い
ながら学んでいく」事が出来ることも魅力の一つです。私は、メンバーの中で英
語が苦手な方で、リスニングはできても、スピーキングが出来ない…そんなタイ
プでした。でも、10日間の間に、日本人同士でも英語を使って話し込むくらい、
自然に英語が出るようになっていました。英語学習の為に短期留学するのとは違
い、特別なことは何もしていないのに英語が口から出てくるようになっていくの
は、本当に驚きでした。バンクーバー観光をするのも、現地のUBCの学生やその
友達がついてきてくれるので、同世代トークでも盛り上がり、現地の大学生がし
ている生活を体験出来たり…また、2・3日の観光では触れることのできないバン
クーバーの色々な面を見ることもでき、とにかく普通の旅行では絶対に体験でき
ない事だらけです。留学をしようか迷っている人、バンクーバーを堪能したい人、
ホームステイしてみたい人、英語を使う機会が欲しい人…皆さん、ぜひ応募して
みてください！！！



8 / 1 6 木

＊タイムテーブル
例)18:00~	Welcome	Party
17:25	Narita	departure
09:50	Vancouver	arrival
10:10	rendezvous	with	Koki
10:30	head	to	downtown
12:00	lunch
14:30	arrival	at	host	
family’s	place
18:00	dinner
19:00 Waterfront

PHOTO

＊感想
（具体的なプログラム内容や印象深かったエピソード等）
空港から完全に放任されて自分たちで昼飯を食べてそのまま
ホストファミリーのところへ向かった。
ホストファミリーがとてもいい人でよかった。
夜はウォーターフロント探索。
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8 / 1 7 金

＊タイムテーブル
例)18:00~	Welcome	Party
8:00 breakfast
11:30 station
12:00 lunch
13:00 Stanley park
17:00 dinner
19:00 walk in the park
21:00 downtown

＊感想
（具体的なプログラム内容や印象深かったエピソード等）
朝から見知らぬお婆さんに唾を吐かれた。たまにいるヤク
中みたいな人には要注意。スタンリーパークで壮大な自然
の中をサイクリング。めちゃめちゃ綺麗で気持ち良かった。
夜のダウンタウンは雰囲気あるけれど駅から離れるにつれ
て治安が悪くなっていく。
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8 / 1 8 土

＊タイムテーブル
例)18:00~	Welcome	Party
8:00	breakfast
10:45	station
12:00 Steveston
12:15 lunch
14:30	short	tour	guide
16:00	park
19:00	night	market

＊感想
（具体的なプログラム内容や印象深かったエピソード等）
スティーブストンで船をたくさん見た。停泊中の船に乗船
させてもらって中の様子をたくさん見せてもらった。
Fish	&	chips のサーモンバージョンを食べたがとても美味
しかった。
また、地元のボランティアの人にガイドをしてもらった。
公園でフリスビーをしたり写真を撮ったりしたあとはナイ
トマーケットへ。夏祭りのようなものだった。
射的のようなゲームとかをやってたら50CADくらい消えて
しまった。
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8 / 1 9 日

＊タイムテーブル
例)18:00~	Welcome	Party
8:00 breakfast
11:00 Starbucks
11:30 Granville island
12:00	lunch
14:30	kayaking
19:00	dinner

＊感想
（具体的なプログラム内容や印象深かったエピソード等）
カヤックをした。レースをしたら体が死んだ。
風が気持ち良かった。
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8 / 2 0 月

＊タイムテーブル
例)18:00~	Welcome	Party
8:00 breakfast
11:00 meet up at Broadway
City hall
11:30	kitsilano
12:00	café
14:00	lunch
15:00	beach
19:00	Max’s	place

＊感想
（具体的なプログラム内容や印象深かったエピソード等）
日系カナダ人のYukoとShiunにいろいろな店に連れて行って
もらった。二人が付き合っているのは知っていたが、びっ
くりするほどラブラブでこちらの居場所がなかった…
昼食後はビーチに行った。暖かかったが水はかなり冷たく、
あまり長い時間泳ぐことはできなかった。
砂浜で2,3時間だらだらした後、別のグループのマックスの
家で遊んだ。ピアノもあって豪華な家だった。
Rootbeerを飲んだが、不思議な味だった。
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8 / 2 1 火

＊タイムテーブル
例)18:00~	Welcome	Party
8:00 breakfast
10:20 meet up at Broadway
City	Hall
11:15	UBC
11:45	lunch
12:45	Grace’s	lecture
15:30	anthropology	museum
18:30	Gas	town
19:00	dinner

＊感想
（具体的なプログラム内容や印象深かったエピソード等）
UBCにようやく行った。第二次世界大戦の時の日本人キャン
プの話、カナダの原住民の話などを聞いた。
夜はガスタウン。
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8 / 2 2 水

＊タイムテーブル
例)18:00~	Welcome	Party
8:00 breakfast
10:00 Vancouver City Centre
12:40 Whistler
13:00	lunch
16:00	bungee	jumping
21:00	dinner

＊感想
（具体的なプログラム内容や印象深かったエピソード等）
人生初のバンジージャンプ。最高だった。Whistlerへは片
道二時間かかるので、日帰りだと少し物足りなかったが十
分楽しめた。
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8 / 2 3 木

＊タイムテーブル
例)18:00~	Welcome	Party
8:00 breakfast
11:00 Waterfront
12:00 lunch
14:00 Chinatown tour
17:30 dinner

＊感想
（具体的なプログラム内容や印象深かったエピソード等）
チャイナタウンでガイドをしてもらった。チャイナタウン
はだいぶ治安が悪目だった。ヤク中みたいな人もたくさん
いた。でも、Kokiさんによると、「国外からの投資や不動
産バブル、高収入な仕事が生まれにくい地元の観光産業が
原因で、今のバンクーバーはどんどん綺麗になり、サービ
スも増え、そしてお金のない人に住みにくい町になってい
きます。ある程度裕福な家庭の若者も将来家が買えるかど
うか分かりません。あのイーストサイドはその問題の最前
線です。皆さんのような観光客や僕の親のような移民のお
金で繁栄している経済の中、どんどん押し潰されていくの
があの地区の人たちです。」だそう。また、それを知らず
にバンクーバーは住みやすいねという日本人が一番腹立た
しいとも言っていた。考えさせられる1日でした。 11



8 / 2 4 金

＊タイムテーブル
例)18:00~	Welcome	Party
7:30 breakfast
9:30 Waterfront
10:30 Capilano Suspention
Bridge park
13:00 lunch
17:30 dinner

＊感想
（具体的なプログラム内容や印象深かったエピソード等）
カナダの雄大な自然を感じられた1日だった。
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8 / 2 5 土

＊タイムテーブル
例)18:00~	Welcome	Party
7:15 breakfast
9:45	Lynn	Canyon	Bridge
Park
12:30	lunch
14:00	Deep	Cove
18:00 Koki’s	place

＊感想
（具体的なプログラム内容や印象深かったエピソード等）
フリーデイだったので各自好きなことをした。
午前中、午後で1箇所ずつハイキングをした。
Deep	Coveは眺めが最高だった。夜はKokiの家でホームパー
ティー。
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8 / 2 6 日

＊タイムテーブル
例)18:00~	Welcome	Party
7:00	breakfast
8:30	airport
12:00	lunch
13:15	departure

＊感想
（具体的なプログラム内容や印象深かったエピソード等）
UBC終了。寂しかった。
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募集要項
プログラム名 派遣期間 応募締切 説明会 面接日

UBC
Summer 
Program

予定：

2019年

8月13日～

8月23日

2019年

5月7日
(火)

23:59

・4月23日(火)

放課後

＠日吉 J412教室

・4月25日(木)

放課後

＠日吉J431B教室

・4月26日(金)

昼休み

＠日吉 J421教室

・5月7日(火)

昼休み

＠日吉 教室未定*

2019年

5月11日(土)・
12日(日)

9:00～

18:00

※応相談

15

※教室未定のものは決まり次第随時HP、Facebook、Twitter等でお知らせいたします。

応募資格
・出発予定時点において在学中の学部生。*院生は学部生に含まれません
・面接に参加できる方。
・開催日程の全日参加できる方。
・帰国後フィードバックの提出や、場合によっては説明会への参加を約束して頂ける方。

併願について
ＩＷとの併願は可能です。その場合は選考会は１度でまとめて行います。



応募方法
応募フォームの記入

下のリンクもしくはQRコードから参加申し込みフォーム(Google	Form)にアクセスし、記入して
下さい。なお、I.I.R.からの連絡はメールを使用しますので、一番頻繁にチェックするメールア
ドレスを記入してください。
※フォームは特設HPにても掲載しております。
https://docs.google.com/forms/d/1jTABDEYkNipOM88COWFF5uPhMMgoctLLQVKIctnk5CA/vi
ewform?edit_requested=true

Wordファイル２点の提出

応募フォームに加え、
・在学中の活動について具体的に日本語で200字程度
・志望理由を英語で200〜300words程度
の２点をWordファイルに記入し、派遣局メールアドレス（haken.iir@gmail.com）まで提出して
ください。
その際、件名に「UBC応募2019/氏名」と書き、ファイル名も同様にしてください。
最終選考は書類及び面接結果を総合的に判断します。
※Google	Formの記入と派遣局へのメールの提出によって応募は完了します。どちらかが欠
けている場合、応募は認められません。

受領確認

選考日の3日前までに、担当者から「応募の受付確認と選考会の時間について」のメールを
お送りいたします。選考日の3日前を過ぎてもこのメールが来ない場合には、お手数ですが
海外派遣局までメールで連絡してください。なお、確認メール未受信の連絡が、選考日の2
日前までにない場合は、応募を認めることができません。

注意事項

・締切時間を過ぎた場合は応募を受け付けません。
・面接日は原則変更できませんので、面接日には予定を入れないようにして下さい。 なお、
面接日程の調整を希望する場合はお問い合わせページまたは募集要項記載の海外派遣
局メールアドレスにご連絡ください。できるだけ希望に添えるように調整いたします。ただし
ご要望通りに調整できない場合もありますので、その場合はご了承ください。
・応募者過多の場合は書類選考を行うことがあります。書類選考の結果にかかわらず3日前
までにはご連絡いたします。
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選考について

審査

1.	応募書類

2.	日本語と英語による面接（1人１５分程度）

※応募人数が基準値をはるかに上回った場合、１次審査として面接の前に提出され
た書類のみによる選考を実施する場合があります。

3.	現地オーガナイザーによる選考
→面接で合格となった場合、その後現地に提出するアプリケーションを記入していた
だきます。こちらの現地の選考を通過して初めて参加が確定します。

面接について

5月11日(土)・5月12日(日)９：００～１８：００の間に行います。
日吉キャンパス教室で行います。
服装は私服で構いません。
遅刻された場合は面接を受けられない場合がございますのでご了承ください。

※原則として面接時間の指定はできませんが、正当と思われる事情により、時間を
指定したい場合は応募メール本文にその理由と希望の時間を明記してください。こち
らで判断し、考慮の対象とします。記載がない場合はこちらで指定する時間にした
がっていただきます。ご了承ください。
※IWと併願されている場合、選考会は１度にまとめて行いますので通常の15分より
も５〜10分程度長くなります。あらかじめご了承ください。

重視する点

書類も志望動機を図るための重大な要素となります。量よりも内容を重視します。

面接は、意義あるプログラム参加のために、英語力をある程度参考にさせていただ
きますが、語学力だけではなく、“そのプログラムにふさわしい人であるか”を見させ
ていただくためのものです。
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お問い合わせ先

慶應義塾大学 福利厚生機関
国際関係会（I.I.R.） 海外派遣局

日吉部室：塾生会館106

国際関係会HP: https://hakeniir.wixsite.com/mysite

連絡先：haken.iir@gmail.com

Facebook: http://facebook.com/iir.haken

Twitter：@keio_iir

SNSで説明会等についての情報を配信します。
よろしければフォローお願いします。

詳しいプログラム内容、派遣校詳細情報、 応募方法、
選考会について、何でも構いません。

不明な点、気になる点が何かありましたら お気軽に
お問い合わせ下さい。

メールで質問していただければ、担当者が返信いたします。
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