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カナダで学ぼう - MRPM 国際プログラム



なぜカナダの学校を選ぶのか？

優れた業績

私たちの卒業生は、マギル大学、トロント大学、ブリ 

ティッシュコロンビア大学などの高等教育機関に進学して

います。

アカデミックな選択肢

私たちの学校では、国際バカロレア、アドバンスト・プ

レイスメント（早期履修プログラム）、自主学習、ス

ポーツや芸術アカデミーからの幅広いプログラムを提供し

ています。

私たちの学校について

6校のセカンダリースクールが、さまざまなプログラム、

選択科目、スポーツやクラブを用意しています。小学校

21校が、幼稚園から7年生までの生徒を歓迎します。

生徒へのサポート

すべての学校で英語学習者のサポートを行っており、セ

カンダリ-スクールには生徒の学業の進捗状況を監督する

インターナショナルリエゾン（留学生担当）の教師がいます。

セカンダリ-スクールの生徒には、スキー、ホッケーの試合、

ビクトリアへの旅行などの毎月のアクティビティが、オ

プションとして用意されています。

私たちのコミュニティ

トンプソン山脈の麓に佇む、快適で留学生を温かくお迎えする

コミュニティです。

ホームステイ

経験豊富なホストファミリーが、新しい家族の一員とし

て生徒を自宅に迎え入れます。

ようこそ！

トンプソン山脈と偉大なフレーザー川の間に位置するこ

の地域の人口は、約100,000人です。ここでは、ハイ 

キング道（トレイル）やスキー場から複合映画館、図書

館、レクリエーションセンター、ウォータースポーツ、

屋外スポーツ場まで、興味をそそるあらゆるアクティビ

ティがあります。

私たちは小学校から高等学校レベルまでの留学生を 

受け入れており、カナダの仲間と一緒に完全に学校に溶

け込むことができるイマージョン体験を提供していま

す。このイマージョン体験により、生徒は英語力を向上

させるだけでなく、生涯にわたる友人を作り、カナダの

教育とカナダの文化を体験することができるのです。

第42学区では、メープルリッジとピットメド 

ウズの両市に教育サービスを提供しています。

バンクーバーからわずか44㎞東（車で45分） 

の場所に位置する、安全で家庭向きのコミュニ

ティです。

「私たちの学校で学ぼうとする、すべての国籍の生徒を歓迎します。私たちの教員とスタッフた

ちは、生徒の可能性を最大限に引き出すことができるように教育を行うことに専心しており、ホ

ストファミリーは留学生を積極的に家族としてお迎えします。」

シルビア・ラッセル

学区 SD42 の教育長
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カナダで学ぼう - MRPM 国際プログラム

応用スキル

会計学、経済学、マーケティング、金属、料理技術、デ

ジタルビデオアニメーション、自動車技術、木工技術

運動競技

バレーボール、サッカー、バスケットボール、バドミン

トン、クロスカントリー、陸上競技、水上競技、カー

リング、体操、レスリング

クラブ活動

生徒会、文芸部、写真部、フライフィッシングクラブ、

ピンポン部、ランチタイムバスケットボール部

特別プログラム

国際バカロレア (IB)

• ディプロマプログラム (DP**)

• ミドルイヤープログラム (MYP)

• 国際バカロレア (IB)

学際芸術アカデミー (追加料金が適用) により、生徒は劇

場での教育を受け、演劇、ダンス、声優、映画やテレビで

のキャリアのチャンスを探求する機会が与えられます。 

8-12学年

gss.sd42.ca

学科

ブリティッシュ・コロンビア州政府公認カリキュラ 

ム、オナーズ・プログラム（グレード8、9、10）

言語コース

フランス語、日本語

美術選択コース

コンサートバンド、ジャズバンド、ギター、演劇＆制

作、映画＆テレビ

Garibaldi Secondary School 
（ガリバルディ・セカンダリースクール）
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特別プログラム

デジタルアーツアカデミーでは、21世紀のアートワーク

を創出する、コンピュータを使ったスキルの開発に関心

のある生徒向けに7つの重点分野を提供しています。生徒

は、3Dアニメーション、デスクトップパブリッシング、

デジタルアート、マルチメディア、コンピュータプログ

ラミング、サウンドエンジニアリング、映画用特殊効果

とWebデザインの修了証明書を取得することができます。

8-12学年

mapleridgesecondary.ca

学科

ブリティッシュ・コロンビア州政府公認カリキュラ 

ム、アドバンスト・プレイスメント（AP）、フランス語

のイマージョン、学問的に強化された優等クラス

言語コース

フランス語、日本語、スペイン語、ドイツ語

美術選択コース

コンサートバンド、ジャズバンド、ギター、合唱団、

ボーカルジャズ、演劇＆制作、写真、彫刻と陶芸、線描と

絵画、ドラマ、スタジオアーツ、ビジュアルアーツ

応用スキル

金属技術、製図、調理師養成、テキスタイル、自動車技

術、会計学、経営管理アシスタント、経済学、観光、木

工、エンジニアリング

運動競技

バドミントン、サッカー、フィールドホッケー(女

子） 、バレーボール、バスケットボール、ラグビー、

陸上競技、水上競技、フィールドラクロス、クロスカン

ト 

リー、カーリング、レスリング

クラブ活動

生徒会、ディベートクラブ、環境クラブ、写真部、フラ

イフィッシングクラブ、アウトドアクラブ、戦略ゲーム

クラブ、マウンテンバイククラブ

Maple Ridge Secondary School 
（メープルリッジ・セカンダリースクール）
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カナダで学ぼう - MRPM 国際プログラム

応用スキル

自動車技術、木工技術、金属加工、会計学、起業、 

マーケティング、調理師養成、電気機械学、裁縫

運動競技

サッカー、クロスカントリー、バレーボール、ボール

ホッケー、バスケットボール、ゴルフ、陸上競技

クラブ活動

読書クラブ、ディベートクラブ、環境クラブ、戦略 

ゲームクラブ、フライフィッシングクラブ、マウンテン

バイククラブ、アウトドアクラブ、写真部

特別プログラム

ホッケーアカデミー（追加料金が適用）は、8年生から

12年生までの生徒向けの特別プログラムで、学業と 

ホッケー技術向上のバランスを取ることができるよう 

になっています。ホッケーアカデミーの生徒は、体育

または上級ホッケー（または両方）の単位を取得しま

す。

生徒は氷上とそれ以外の両方でテストされ、個人の上

達がモニタリングされます。また、ビデオ分析、フィ

ットネス評価、1対1のレビュー、選手プロフィールレ

ポートも受けます。

Microsoft IT Academy (ITA) プログラムでは、業界を

リードする最新技術スキルを生徒に教え、スキル不足

を補います。生徒は、スペシャリストからエキスパー

ト、マスターのレベルに至るまで、デジタルカリキュ

ラムとマルチレベルのマイクロソフト認定資格を取得

します。

8-12学年

schools.sd42.ca/pmss

学科

ブリティッシュ・コロンビア州政府公認カリキュラ 

ム、オナーズ・プログラム（数学・科学）

言語コース

フランス語、スペイン語

美術選択コース

合唱団、コンサートバンド、ジャズバンド、ギター、演

劇＆制作、アニメ、線描＆絵画、デジタルメディア、デ

ジタルアニメーション、映画 & テレビ、写真、陶芸 & 

彫刻、テキスタイル

Pitt Meadows Secondary School（ピットメド
ウズ・セカンダリースクール）
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特別プログラム

ホッケーアカデミー（追加料金が適用）は、8年生から

12年生までの生徒向けの特別プログラムで、学業と 

ホッケー技術向上のバランスを取ることができるよう 

になっています。ホッケーアカデミーの生徒は、体育

または上級ホッケー（または両方）の単位を取得しま

す。

生徒は氷上とそれ以外の両方でテストされ、個人の上

達がモニタリングされます。また、ビデオ分析、フィ

ットネス評価、1対1のレビュー、選手プロフィールレ

ポートも受けます。

Microsoft IT Academy (ITA) プログラムでは、業界を

リードする最新技術スキルを生徒に教え、スキル不足

を補います。生徒は、スペシャリストからエキスパー

ト、マスターのレベルに至るまで、デジタルカリキュ

ラムとマルチレベルのマイクロソフト認定資格を取得

します。

8-12学年

schools.sd42.ca/srt

学科

ブリティッシュ・コロンビア州政府公認カリキュラ 

ム、学術的に豊かなジュニア・オナーズ・クラス、自立

指向学習

言語コース

フランス語、スペイン語

美術選択コース

スクール・オブ・ロック、ギター、音楽テクノロジー、

演劇＆制作、デジタルメディア、プログラミング＆アニ

メーション、ドラマ、アートスタジオ、グラフィック

アート、写真

応用スキル

木工技術、製図  & エンジニアリング、金属加工、料理

技術、カフェテリアトレーニング、マーケティング、デ

ジタルメディア、木工

運動競技

サッカー、バレーボール、バスケットボール、アメリカ

ンフットボール、フィールドホッケー、フィールドラク

ロス

クラブ活動

読書クラブ、ロボット工学、ゲームクラブ、スキー＆ス

ノーボードクラブ、社会正義/「 Me to We」（「私から

私たちへ」）

Samuel Robertson Secondary School（サミュエ
ル・ロバートソン・セカンダリースクール）
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カナダで学ぼう - MRPM 国際プログラム

応用スキル

3Dモデリング、ビデオゲームデザイン、金属加工、調理

師養成、テキスタイル、自動車技術、工業デザイン、会

計学、起業、経営革新、ロボット工学、木工、写真、 

アートメタル

運動競技

サッカー、バレーボール、バスケットボール、陸上競

技、バドミントン、フィールドホッケー、クロスカン

トリー

クラブ活動

Eスポーツクラブ（ビデオゲーム）、Random Acts of 

Kindness （ボランティア的な）クラブ、生徒会、生徒

リーダーシップ、環境保護クラブ、フィットネスクラ

ブ、フライフィッシングクラブ、体育リードクラブ

特別プログラム

Microsoft IT Academy (ITA) プログラムでは、業界を

リードする最新技術スキルを生徒に教えます。生徒は、

スペシャリストからエキスパート、マスターのレベルに

至るまで、デジタルカリキュラムとマルチレベルのマイ

クロソフトと Adobe 認定資格を取得します。

8-12学年

schools.sd42.ca/thss

学科

ブリティッシュ・コロンビア州政府公認カリキュラム、

自発的学習（SDL）

言語コース

フランス語、日本語、スペイン語

美術選択コース

コンサートバンド、合唱団、ボーカルジャズ、演劇＆制

作、彫刻 &陶芸、線描＆絵画、映画研究

Thomas Haney Secondary School（トーマ
ス・ヘイニー・セカンダリースクール）
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特別プログラム

サッカーアカデミー （追加料金が適用）では、8年生

から12年生のレベルで、サッカーに特化したユニーク

なコースを提供しています。クラス内の学習には、 

フィットネス、栄養、筋力トレーニング、スポーツフィ

ロソフィ、目標設定、時間管理、リーダーシップスキ

ル、指導フィロソフィ、試合の法則の指導が含まれま

す。フィールドでは、生徒は個々のスキル開発と試合 

原理に集中します。

Microsoft IT Academy (ITA) プログラムでは、業界を

リードする最新技術スキルを生徒に教え、スキル不足

を補います。生徒は、スペシャリストからエキスパー

ト、マスターのレベルに至るまで、デジタルカリキュ

ラムとマルチレベルのマイクロソフト認定資格を取得

します。

バスケットボールアカデミー（追加料金が適用）で

は、8年生から12年生のコーチング、審判、応急処置、

スポーツトレーニングの指導が行われます。National

Coaching Certification Programによる認定取得の機

会もあります。コートのセッションでは、身体リテラ 

シーと基本的な動きのスキル、カナダバスケットボール

の長期アスリート開発モデルに基づいた運動スキル、

およびバスケットボール特有のスキルを中心に学びま

す。バスケットボールの指導は、教室での理論セッシ

ョン、筋力強化とコンディショニングのクラス、ゲス

トスピーカーにより強化されます。

8-12学年

schools.sd42.ca/westview

学科

ブリティッシュ・コロンビア州政府公認カリキュラム

言語コース

フランス語、スペイン語

美術選択コース

合唱団、バンド、ジャズバンド、演劇＆制作、線描＆絵

画、陶芸＆彫刻、美術財団、写真

応用スキル

会計学、マーケティング、テキスタイル、家族研究、 

アート、メタル＆ジュエリーデザイン、産業デザイン、

ロボット工学＆産業デザイン、クリエイティブウッドデ

ザイン、電気機械学＆テクノロジー、木工技術＆建具、

自動車技術、ファッションデザイン＆マーチャンダイジ

ング、映画編集 & 特殊効果、ビデオゲームデザイン

運動競技

サッカー、クロスカントリー、バレーボール、バスケッ

トボール、陸上競技、ラグビー、ゴルフ、レスリング、

フィールドホッケー(女子)、バドミントン

クラブ活動

読書クラブ、スキー＆スノーボードクラブ、クリスチャン

クラブ、ゲームクラブ、フィットネスクラブ、 

フライフィッシングクラブ

Westview Secondary School（ウェスト 
ビュー・セカンダリースクール）
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カナダで学ぼう - MRPM 国際プログラム

ホームステイスタッフが各家族と注意深く面談・聞き取りを行い、実際に彼らの家を訪問して、厳しい基準を満たし

ていることを確認しています。ホストファミリーは、生徒たちのサポートを専業とする、経験豊富で多文化のホーム

ステイコーディネーターから定期的にトレーニングを受けています。

思いやりのある親切なカナダ人家族に学生を預けます。ホストファミリーと一緒に生活することにより、生徒は勉強

に集中でき、英語力を伸ばし、カナダの文化に適応することができます。ホストファミリーはカナダ社会の多文化な

多様性を反映しており、生徒は多様な環境で生活する貴重な経験を得られます。 

ホームステイ

ホームステイ部門とホストファミリーは私たちのプログラムの重要な部分であり、20年以上にわ

たって留学生の受入れを行っています。本学区のホームステイプログラムを選択する留学生たちは、 

温かく歓迎され、安全で安心だと感じることができます。
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学生生活

留学生は学校のアクティビティに参加するこ

とにより、学校生活に積極的に関与すること

が奨励されています。

メ-プルリッジ – ピットメドウズのセカンダリース 

クールでは、アート、バンド、合唱団、ギターからサッ 

カー、バスケットボール、ロボット工学、演劇まで、クラ

ブ、アクティビティ、スポーツの機会を提供していま 

す。  私たちの学校では、誰もが自分に合った「なに 

か」を見つけることができます。  

毎年、メ-プルリッジ ・ピットメドウズのインターナ 

ショナルプログラムに登録している生徒は、ビクトリ 

アやロッキー山脈、ウィスラー・マウンテンを訪れる 

など、ツアーアクティビティに参加することができま

す。これらの旅行は、訓練を受けた学区のスタッフ 

が 監督を行い、生徒が思い出に残る安全な体験をでき

るようになっています。

これらに参加することで、生徒がカナダの生徒とつな

がりを築き、生涯続く思い出を作ることができるで 

しょう。
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カナダで学ぼう - MRPM 国際プログラム

サマープログラム

私たちの夏季カルチャープログラムは、

夏休み中に英会話を練習し、カナダの最

高の文化を体験したい13~18歳の留学生を

対象としています。

クラスは、グループアクティビティ、カナダ文化

の授業、地元のアクティビティを通じて、英語を

上達させるように構成されています。また生徒

は、カナダのホストファミリーと一緒に生活し、

カナダの文化と西海岸のアウトドアライフスタイ

ルを体験しながら、楽しい地元の社会見学や遠足

に参加することもできます。

スケジュールの例

月曜 - 木曜： 午前中は授業 / 午後は社会見学や遠足

金曜： 終日社会見学や遠足

土曜 - 日曜： ホストファミリーとの時間
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事前アカデミック  
夏季研修　

私たちのプレアカデミック夏季プログラム

は、カナダで最高の文化を体験しながら、生

徒がカナダでの長期学習に向けて準備できる

ように構成されています。

生徒はカナダの文化のさまざまな側面に目を向け、また

英語力を高めることに集中できます。

• カナダの歴史や文化、留学先のコミュニティについて

学ぶ

• 批判的思考（クリティカル・シンキング）、スピー 

キング、ライティング、語彙やグループディスカッショ

ンなどのスキルを開発する

• カナダの文化に焦点を当てた、楽しい地元の社会見学

や遠足に参加する

• カナダのホストファミリーと生活する

スケジュールの例

月曜 - 金曜： 午前中は授業 / 午後は社会

見学や遠足

土曜 - 日曜： ホストファミリーとの時間

*  プログラムは通常、8月 第2週に開始しま

す。具体的な開始日については、お問い

合わせください。スケジュールは、現場

の利用状況と グループのサイズに合わせ

て、調整される場合があります。
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