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暮らす、学ぶ、に最適な国、カナダ。そんな素晴らしい国、カナダで得た学位は、あなたの望む
どの様なキャリアでも、世界のどこへでもパーフェクトなスタートを切ってくれでしょう。他の
どこでも得ることの出来ない実践的・実用的スキル － それはワールドクラス水準 で求め易
い教育システムを提供できる ビクトリア公立大学でこそ可能なこと。世界的に認めれている
ビクトリア大学で得た学位は、あなたが進みたい将来への扉を開いてくれはずです。

ビクトリア大学 (UVic) について
世界のトップ水準大学として常にランクインするビクトリ
ア大学は、インスピレーションな授業、盛んな研究、そして
コミュニティ振興の概念を持った大学です。ビクトリア大
学は、約2万人の学生が就学している中規模大学で、快適
な学校生活を送るに調度よい大きさながらも、ワールドク
ラスの影響を持つ大学です。

ビクトリア大学の良さは感じてこそ分かる特別な場所。 知
識、アイデアと好奇心に満ち、会話、 励ましと笑い声に溢
れる オープンな環境があなたを待っています。これから
の世界を作っていく思想家、リーダーが集まるコミュニテ
ィともいえ、未だに想像をした事ないような素晴らしいチ
ャンスとチャレンジに出会える唯一無二 の環境、それが
ビクトリア大学です。

 � Maclean’s誌上で発表されるカナダ国内の“総合”大学ラ
ンキングにおいて常にトップランクインし、非常に高い
評価を得ている

 � 2016年には、Times Higher Education(THE)によって世界の
トップ200大学に選ばれ、1万7407人(学士レベル) 、3406
人(修士レベル) の学生が キャンパス学んでいる(平均ク
ラスサイズは約36人と少人数制を維持)

 � 96%の卒業生達がビクトリア大学を選んだことは正解だ
ったと回答

ビクトリアについて 
カナダの壮観な西海岸、バンクーバー島の南端に位置す
る活気に溢れた街、ビクトリアへようこそ。 雪をかすかに
抱いた山と森林を沿うように青い海が続き、ガーデンシテ
ィとの別名を持つほど花、緑に溢れた街です。 キャラクタ
ーに溢れる街で、並木が多く、英国の雰囲気が強く残る街
並みが続き、何よりも人々が優しくフレンドリーな街です。
実際に、治安が良くて住みやすい、安全でフレンドリーな
都市として世界的に高い評価を得ています。

47キロからなるファン・デ・フカ トレイルで昼はハイキン
グ、夜はお洒落な雰囲気のファーンウッドでの詩読会、ま
たは程よい波で人気のダラスロードでカイトサーフィンな
ど、やる事に尽きない街、ビクトリア。このリラックスした ア
イランドライフスタイルはまさに暮らす、学ぶにパ-フェクト
な場所といえるでしょう。

 �人口36万人以上

 �夏の平均気温は22度、冬の平均気温が6.9度と一年通し
て過ごし易く、BC州で2番目に温暖な都市

 �カナダで最もスマートで健康的、そしてウォーキングシ
ティとして選ばれ、カナダのサイクリング首都とも呼ばれ
ている。また、Cold Waterスクーバダイビングの世界的名
所でもある

 �カナダ国内で一度暮らしてみたい街に選ばれ、バンクー
バー島はアメリカ大陸で “トップアイランド” としてランク
しており、世界的にはトップ10にランクしている

カナダ教育を発見しよう！
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シェリー様の紹介 

私は、グスタフソン・ビジネ
ススクールにて国際プログ
ラムビジネス開発オフィサー
として働いているシェリー・
ラブ(Sheri Love)といいます。
本ビジネススクールが皆さ
んの将来にどの様に貢献出
来るのか、皆さんが将来の
率先者として活躍するため
の準備にどう役立てるか等
を知って頂くお手伝いをし
ています。私自身も以前、日
本での留学生であったため、
大学留学の大変さ、日本語
環境で勉強するにあたって
対面する問題、悩み、そして
卒業後の進路の重要性につ
いて身を持って体験しまし
た。質問、分からない事など
ありましたら、いつでも気軽
にsdlove@uvic.ca に問い合
わせてください。

“ BCom(商学士)での体験
は、私を本当の国際人に
してくれた。私の全く新
しい世界はここから始ま
り、27カ国、96都市に足
跡を残し、終えた。でも、
数字は重要じゃない、経
験にそ価値がある” - シャ
ン・ホアン (2012年度生) 

ピーター・グスタフソン・ビジネススクール (学部/大学院) 
グスタフソンビジネス教育とアプローチは、 国際的、総合的、革新的、社会的責任 か
らなる4つの価値の柱と私達のビジョンに基づいており、これらは、プログラム全体
にわたって授業内容、授業スタイル、学生のグローバル発想の成長、本ビジネススク
ールの専門エリアに取り込まれています。グスタフソン・ビジネススクールプログラ
ムの質高さは 、教授陣が提供する賢慮なリーダシップと認証評価に反映されてお
り、 欧州米諸国 にて商学、経営学教育機関を認定・評価する3大国際認証機関であ
るビジネス教育大学機関協会(AACSB)と欧州品質改善システム (EQUIS)の両方から
認定されています。この両方の国際認証を保持する大学機関は、世界全体に1万2千
以上ある大学機関内ビジネススクールの中でトップ0.5%しか及びません。 また、国
連が支援する構想であり、世界中の学術機関での責任ある経営に関する教育・研究
を促進し唱導する、国連責任経営教育原則(PRME)の創立時メンバーでもあります。  

エキサイティングなの経営管理の世界を超越、探求を促進するため、 学生一人ひと
りと知り合いになれる調度良い規模の約1100人程の学生、教員、そしてスタッフメン
バーからなる比較的小さいビジネススクールです。

グスタフソンプログラムリスト：
 �商学(BCom) – 学士

 �グローバルビジネス(MGB) – 修士 

 �経営学(MBA) – 修士

 �国際経営と組織 – 博士

 �エグゼクティブプログラム

新たな観点の必要性を先に見いだす
人のために創られたビジネススクール バイタルな影響
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ワールドクラスの教授陣とスタッフチーム 
グスタフソン・ビジネススクールは、研究と指導の革新に力を入れ
ている 総合大学機関であり、設立以降、教授陣、並びにスタッフチ
ームは質の高い指導、サービス、また優秀学問に対して数多くの賞
を受賞しています。

下記は本ビジネススクールにてリーダーシップとガイダンスを提供
し、貢献している教授陣の一例です

学部長ソール・クライン 
ソール・クライアン博士はグスタフソン・ビジネススクール学部
長 として任務、Lansdowne教授として 国際ビジネスを指導してい
る。2001年に国際ビジネスの指導と研究のため、グスタフソン・ビジ
ネススクールに教授陣として参加。それ以降、数多くの任務を受け
持っており、国際ビジネスの推進、本学部エグゼクティブ プログラ
ムの大幅拡大とその監督、そして2012年度にグスタフソン・ビジネ
ススクール 学部長として就任。本学部に対する評価上昇、認知度
向上、そして過去業績への築き上げに全力を注ぎ、これらを達成す
るため、競合大学との差別化強化と本学部の国際的地位を鮮明化
する事に集中して取り組んでいる。その結果の一例として、グスタ
フソン・ビジネススクールは、EQUISとAACSBから5年連続で認証を
取得。これは、全世界に1万5千以上もある 商学、経営系大学機関
のわずか65の機関に与えられている認証である。クライン学部長
は、社会・環境・経済の継続的価値、本学部が専門とする起業家精
神、国際ビジネスそしてサービスマネージメントの活用化を図るた
め、提携大学追加と増加に力を入れ、またグスタフソン・ビジネス
スクールのビジョンである“ビジネス教育を開拓する事は継続的価
値を生み出す”を実現させる事に日々取り組んでいる。

{会話のキャッチボールと個人的成長を刺激する学
習スタイルをここで見つけよう 

称賛と表彰 

 �常勤教授陣によって発表された標準学
術論文1位 - カナディアンビジネスより

 �国際ビジネス共に起業家精神専門分野
は卒業生満足度1位 - カナディアンビジ
ネスより

 �カナダ国内のMBAプログラム中、投資
利益率１位 - カナディアンビジネスより

 �起業家精神専門分野 へイノベーション
賞表彰 - マネージメントアカデミーより

 �プロフェッショナルデモンストレーショ
ン賞 をBCom起業家精神専門分野へ授
与 – 中小企業と企業家米国協会より

 �ベストカナディアンMBAプログラムを 起
業家精神専門分野へ授与 – カナディア
ンビジネスより

 �優秀国際教育賞 をBCom国際ビジネス
専門分野へ授与 – 国際教育カナダ局
より

 �優秀国際指向大学 – カナダスコッシャ
銀行より

 �傑出プログラム賞をグローバルビジネ
スプログラム(修士)へ授与 – 国際教育
カナダ局より

ダイナミック学習
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A. R. エランゴバン (エランゴ) 博士 
エランゴ博士 は、グスタフソン・ビジネススクールにて組織的行動学を主要担当科目として
教えており 、彼の授業、研究、そしてコンサルティングの興味分野は、リーダーシップ、組織分
析、信用性、 経営理論介入に第一焦点をあてた対立管理 、知識管理、およびネゴシエーショ
ンとなる。最も最近の研究は、 誰もが自分の仕事に意味を見い出すに値するという事を課
題にした“Callings” 数多くの教育、学問賞を受賞している事でもよく知られており、2012年2
月に、カナダで最も権威のある3M国立教育フェローシップ教育賞で表彰された。2013年5月
には、ビクトリア大学名誉教授にも選ばれ、幾つものグスタフソン優秀賞を受賞し、MBA教授
オブ・ザ・イヤーにも数多くの場面で選ばれた。また、1999年にはビクトリア大学同窓賞優秀
教育部門賞も受賞している。

J. ブロック・スミス博士 
スミス博士 は“起業家精神は主に自分が何を知っていて、そして何をするか、であり、学習可
能な認識的作業である”と唱え、グスタフソン・ビジネススクールにてマーケティングと起業
家 精神を教えている。1991年にビクトリア大学入りし、2007年以降はビクトリア大学、また本
ビジネススクールにて起業家精神プログラムを推進している。研究興味分野は、マーケティ
ング戦略、起業家精神、観光事業。博士は、熟練した起業家精神思考と行動に対する研究が
将来の起業家たちを一日も早い成功へ導き、そしてこの専門知識がどうすれば最大限に学
ばれるかといった事の理解向上に役立つ事を望んでいる。多数の学会誌にて論文発表して
おり、マーケティングジャーナルを始め、起業家精神の理論＆実践、マネージメントアカデミ
ーなどその他、起業家精神認識力、価値創造、チーム販売、売買関係を分野とする学会誌に
掲載されている。また、スミス博士は人気あるマーケティング原理の教科書の主要著者でも
ある。

マーク・コルゲート(博士) 
優れた顧客サービス追求への情熱と革新的な指導スタイルで知られているコルゲート博
士は、グスタフソン・ビジネススクールにてService Excellenceの准教授を務めている。本ビ
ジネススクールの学生や新しいメンバーを 激励する役割も果たしており、グスタフソン・ビ
ジネススクールの志向であるカルチャーと成長に我々をガイドしている。主な研究分野は、
サービスの卓越性、金融サービス マーケティングやスポーツコーチング。サービス研究学会
誌、スローンマジメントレビュー、マーケティング・サイエンス アカデミージャーナル、および
ビジネスリサーチジャーナルなどで発表された博士の研究は、サービス の卓越性の科学に
対する私達の理解向上に役立っている。また、プロフェッショナルな視点から、セールスとサ
ービスの最前線が一体となったサービスの科学が調和するコーチングと指導アプローチを
行っている。記憶に残る優れた顧客体験提供にむけて、学生、教授陣などが彼の学問的枠組
みやモデルから学びを得る事が彼の目標である。　
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少人数制クラス 
グスタフソン・ビジネススクールは、学生一人ひとりを尊
重し、最も効果的な学習経験を提供できるよう全力を尽く
しており、各学生がしっかり参加できるに足りる少人数制
クラスを徹底しています。3年生目に受講する必修ビジネ
ス科目のクラス人数は約30人と抑えられています。 

経験学習指針 
教授陣は協調的で協同的なクラス作りの為、学生一人ひ
とりが講義に最大限参加するよう促し、積極的に学ぶ環
境作りに力を入れています 。この様な学習スタイルが学
生を積極的にさせ、クラスメートとの議論を促します。

授業時間外のアシスタンス 
平均週2-3時間のオフィス・アワーが授業時間外にあり 、
学生が一対一で直接、教授に質問出来る時間を 設けて
います。トピックや課題についてのアドバイスを貰うだけ
でなく、教授と有意義な関係を築きあげるチャンスでもあ
ります。

チームプロジェクト 
3年生で取る必修ビジネス科目では、その学期中、グルー
プワークを一緒に取り組むメンバーとプロジェクトチーム
として割り当てられます。本プログラムによって慎重に チ
ームの割り当てが行われ、通常、国際学生1人に対して4人
のカナダ人学生が組み合わせられます。この様なグルー
プワークは、実際の職場環境を反映し、それぞれの問題
に異なる観点から目を向け、お互いから学ぶことを助長し
てくれます。

クラス構造と学習スタイル
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グスタフソンでのコーププ
ログラムのお陰で、リサー
チ・イン・モーション(RIM)に
て3学期のコープ期間を無
事終了し、真のキャリア経験
を身をもって体験出来まし
た。コープ期間中、授業で学
んだ知識を活用、本物のビ
ジネスワールドで実践する
事ができました。そして、私
のコープ経験は、卒業後の
就職先確保に何よりも役立
ちました。

マーフィ・タン、2012年
BCom、国際学生奨学金受
給者

{
コープ教育プログラム(コープ) 
コープは卒業必須科目となり、全ての本グスタフソンBCom(商学士)プログラムの学
生は3学期の有給コープを修了することが義務付けられています。働きながら学ぶ
環境が整っている有給コープ学期。授業で学んだ理論的知識を実社会で実践し繋
げ、在学中にキャリアを積む事のできる他一つない貴重な機会です。コープ先は、カ
ナダ国内外と自分の興味に沿って選べ、コープ学期を通して築き上げたキャリア意
識、実践能力は、卒業後の進路に大変有利に働き、競争優位になる事は間違いない
でしょう。

コーププログラム事務局 
ビクトリア大学のコープ教育プログラムは、カナダで3番目の規模を誇っており、コー
プ期間の最初から最後まで全力で学生のサポートにあたっています。グスタフソン・
ビジネススクールの学生には、 担当のコープカウンセラーが手配され、 職探しやキ
ャリアプランについての相談を始め、レベルの高いレジュメとカバーレターの書き
方、面接でのノウハウなど、 質の高いサポートを受ける事ができます。コープ プログ
ラム 事務局 もまた、同窓会フォーラムの主催、実際にある企業との面接練習、仕事
のネットワーキングイベントの促進など、心強いサポート環境が整っています。

過去に国際学生を雇用した企業の一例：

 � KPMG、ビクトリア

 �シェルカナダ、カルガリー

 �スウォッチ、中国上海

 �カナダロイヤル銀行(RBC)、ビクトリア

 �フォーシーズンホテルアンドリゾート、
ウィスラー

 � IBM, ビクトリア

 �カナディアン農産物貿易会社、オタワ

 �中国ユニコム、中国四川州

 �上海経済発達研究センター、中国上
海

 �タリスマンエナジー、カルガリー

 �水力発電ワン、トロント

 �アガ・カーン大学、ケニア

 �エアバス、フランス、イギリス、ドイツ

 �カナディアン商業会議所、上海、香港

 �タッチダウン！教育コンサルティング、
北京

 �ウェスタンデジタル、タイ

6



エグゼクティブ指導 
プログラム 
BCom(商学士)プログラムの特徴の一つでもあるグスタフソンエグゼクティブ指導プ
ログラムは、地元企業幹部レベルからアドバイスとガイダンスを直接得れるユニー
クで貴重な機会を提供しています。

あなたの目指すキャリアと関心分野にもとづき、本プログラムによって指導者がマ
ッチングされます。指導者はマンツーマンのセッションを通して、彼らの生涯にわた
る豊富なビジネス経験を共有してくれ、進路計画、就職探し、仕事と私生活の両立、
また働く女性である事によって直面するであろう問題に対して斬新なガイダンス、ア
ドバイス、そして自信を与えてくれます。更に、ある産業や組織の内面、どのように経
営・事業環境が回っているのかなど、その域のプロ達からだこそ知っている貴重な
ビジネスの側面を知る事の出来るチャンスでもあります。このエグゼクティブ指導プ
ログラムを通して、自分のキャリアゴールをよりよく理解し、様々な分野で、また興味
のある産業分野での人脈作り、そして貴重なネットワークに繋がっていく機会を得る
ことが出来るでしょう。

{ マルコム・ウェブスター様 

エグゼクティブ指導 プログラ
ムディレクターのマルコム様。
あなたとのマンツーマンのミ
ーティングを通して、あなたの
進路関心分野や目指すキャリ
ア をしっかり把握、理解した
後、適合する指導者とのマッ
チングを直接、行っています。
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フランスでの国際交換留学
学期は、大学生活の中で一
番素晴らしい思い出です。“1
万冊の本を読むよりか、1万
マイル旅をするに望ましい”
という ことわざが中国にあ
ります。国際交換留学中、9
つのヨーロッパ諸国へ旅を
し、ユニークな異文化を体
験、世界中からの友達に出
会い、そして私のコミュニケ
ーションスキルを上達させる
事ができました。この交換留
学によって私の世界はさら
に大きく広がったことは間違
いありません。

シャリン・チェン、2009年度
BCom

BCom(商学士)プログラムでの4年生目に、44カ国にある80以上の提携大学一校へ国
際交換留学生として参加できる選択肢があります。1学期間の交換留学を通して、カ
ナダでの国際体験に加え、さらなるインターナショナルな経験を得る事が 出来、プロ
フェッショナルネットワークの一層拡大も期待できるでしょう。交換留学学期で得た全
ての単位は、ビクトリア大学の単位として認められ、また授業料は本大学での授業料
を支払うのみとなります。

新しい文化へのアドベンチャーに乗り出し、国際的見解を深めたいと思っているあな
た。この国際交換留学プログラムはあなたが間違いなく考慮したい選択肢でしょう。

国際交換留学プログラム{
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学費 

授業料 27,310ドル

コーププログラム費 1,218ドル

学生諸会費(バス定期、健康保険その他) 1,135ドル

国際プログラム費 840ドル

教科書、教材費 1,700ドル

総合計 32,203ドル

学生宿泊施設費

キャンパス内学生寮 
(個人部屋。スタンダード食事プラン含む)

10,608ドル

キャンパス外 8,400ドル

ホームステイプログラム 7,600ドル

* 料金は全て目安となり、予告なく変更される事を予めご了承
ください。

コープ学期収入 

コープワーク学期は、学費を補う事の出来る機会でもあり、一
般的にBCom の学生は、コープ学期ワークポジション中に 平
均 2,275ドル/月 の収入を得ています。

コープ学期見込み収入(3ヶ月) 7,038ドル

コープ学期見込み総計収入(3学期) 21,114ドル

上記給料は目安であり、コープ学生の平均給料を元に計算さ
れた金額です。全ての給料は所得税加算前の 金額となりま
す。

奨学金について

ビクトリア大学は、学力の優秀なインターナショナルの学生
に入学奨学金を授与しています。奨学金の数は資金額によっ
て毎年異なり、奨学金額相当は1,500 カナダドルから10,000 
カナダドル枠内にあたいします。奨学金詳細は下記サイト
のStudent Awards and Financial Aidページをご参照 くださ
い：uvic.ca/registrar/safa 
商学士国際学生奨学金は、本学部のインターナショナルプロ
グラムオフィスによって成績が優れた3年生に与えられ、 3つ
の一番高いGrade Point Average(GPA)を秋学期に得る事が
条件となります。 こちらの奨学金は2,400カナダドルに相当し
ます。

就学費用 
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リート・アフロニ－(イスラエル) 
2013年にBComプログラムをスタートしたリート
はとても多様な学生で、熱心な作家でもあり、数
多くのブログをビクトリア大学コミュニティに投
稿しており、物語風に題した“私の多文化主義に
レッテルを貼らないで” によって、2014年度 ダイ
バーシティーライテングコンテストで初めての賞
金を獲得しました。

社会と環境保護の持続可能性に 情熱を傾ける
リートは、ビクトリア大学公平と人権学部、またビ
クトリア大学持続可能性プロジェクトにて勤務
経験もあり、現在は、バンクーバーにあるリサイ
クルスマートソリューション(廃棄物削減管理会
社)にて経理＆オペレーションアシスタントとし
て働いています。

卒業生プロファイル

ドロシー・レムボルド  
(アメリカ) 
ドロシーは BComプログラムに
2012年に入学し、他のカルチャー
に対する好奇心と情熱から交換
留学に行く事を決め、メキシコプ
エブラにあるアメリカ大学にて1
学期間交換留学、エルサルバドル
にて英語教師のボランティアを経
験する事ができました。

彼女の持つクリエイティブな問題
解決スキルとビジネス実践理論
の理解力を合わせて、コープポジ
ション期間中、ドロシーはここビク
トリアにあるUsedEverywhere.com
にてアシスタントマーケティング、
ドイツウルムのダイムラー TSS 
GmbHにて人事インターンとして
活躍を収めました。

常に新しいチャレンジに精神 旺
盛 なドロシー。そんな彼女の生
き方は、ドイツウルムにあるボサ
ードグループのオンラインマーケ
ティングチームでのプロジェクト
リーダーポジションへと繋がって
います。

{
ロビン ・コンスタンティン  
(フランス) 
ロビンは2009年度に国際学生としてBComプロ
グラムに参加しました。 彼の操作プロセス向
上願望と BCom プログラムを通して得た 理論
的知識は 、 ロビンをBC州衛生省とMark’s Work 
Warehouseでの アナリストポジション(コープ学
期 )へのパーフェクトな候補者として選ばれまし
た。

現在は、サプライチェーンプランナー&スケジュ
ーラとしてカルガリーにあるサンコー・エナジー
社で勤務しています。
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学生のコミュニティ 
Felicita’s (フェリシタズ) キャンパスパブ 
Felicita’sは学生によって経営、運営されているパブで、キャ
ンパスの中心にあり、学生たちが一日の長い授業と勉強
からの疲れをほぐし、リラックスしたい時に利用されていま
す。美味しい食事、ローカルカナディアンビールを楽しめる
スポットとしてだけではなく、沢山の学生エベントやアクテ
ィビティーも主催しています。ローカルミュージシャンライ
ブ、カラオケ&トリビアナイトを始め、スポーツイベントも主
催しており、スポーツファンの仲間たちと一緒に盛り上がっ
て観戦できる素敵な場所でもあります。リラックスに最適な
場、それがFelicita’sです。

Cinecenta(シネセンタ)映画館 
Cinecenta映画館はキャンパス内にあるコージーな300席
のシアターで、インデペンデント映画、ドキュメンタリー、イ
ンターナショナル、そしてハリウッド映画等を上映していま
す。シアター横には、人気のMunchie Barがあり、ベーカーリ
ー、コーヒーそして映画鑑賞には欠かせないバター風味ポ
ップコーンを販売しています。

キャンパスクラブ 
200以上もあるビクトリア大学の学生クラブは、共通の趣味
や興味を持つ学生たちが社交する集りです。 多様な範囲
で揃っており 、学問的興味、個人的興味の両方から参加で
きるクラブを提供しており、宗教、政治、レクリエーション、
文化など 。過去のビクトリア大学クラブ一例は、アムネステ
ィーインターナショナルUVic、UVic セーリングクラブ、イン
ベストメントクラブ、UVic アニメクラブ、UVic アウトドアクラ
ブ等があります。** University of Victoria 略して UVic **

興味あるクラブはないけど、やりたいクラブはある！という
あなた。誰でも新しいクラブを作る事ができ、自分のクラブ
をビクトリア大学にて登録する事ができます。あなたの組
織的スキル、またリーダーシップスキルを実践練習、新し
いカナディアンの友達とも出会える素敵なチャンスです。

商学部学生会 
商学部学生会は、グスタフソン・ビジネススクールにある独
立した学生運営の会で、会員と地元企業コミュニティにユ
ニークなチャンスをもたらす事に励んでいる集まりです。

ビジネスを専攻する800人以上のカナダと国際学生の代
表として、商学部学生会は学生達が経済的、社会的、そし
て環境保護的な立場でリーダーシップスキルを発達させ、
活用するための手伝いをしています。また、本ビジネススク
ールの学生達が授業、教室の外でも豊かで充実した社交
ライフを送れるよう、バラエティーな社会イベントやレクレ
ーションアクティビティを主催しています。

ジム施設 
Centre for Athletics, Recreation and Special Abilities (アスリー
ト、レクレーションとスペシャルアビリティーセンター) 訳し
てCARSA (カーサ)は、最先端を行くトレーニング、レクレー
ション、研究と学習を設備しているワールドクラス施設で
す。こちらセンターは

17万651平方メートル以上(サッカー競技場3つ分)のフロア
スペースを誇り、下記施設を整えています：

 �コートスポーツ、スプリントレーンなど様々なアクティビ
ティーに利用可能なスペースを兼ねた大規模な多目的
競技場

 �レクレーションとアスリート並みの運動の両方に適用す
る2階建てフィットネスとウェイトトレーニングエリア

 � 16メーターにも及ぶロッククライミンウォールと独立した
ボルダリングエリア

 �ダンススペース、サスペンショントレーニングとサイクリ
ング専用ルーム、ヨガスタジオ

 �スカッシュとラケットボールコート

 �ローイングマシーンセンター

 �スポーツセラピークリニック

上記外に、室内プール、中規模ウェイトルーム、ダンススタ
ジオとジムはマッキノンジム(McKinnon Gym)にても利用可
能です。

{スマートでエネルギッシュ、そして私達独自のユニーク性を持
っ た、他一つとないキャンパス並外れた大学環境    
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キャンパス内学生寮 
学生寮生活メリットの最大点はやはり、初めての
海外一人暮らしで不安なあなたに居心地良い環
境を提供してくれる事です。友達作りにはベスト
の環境で、夕方や週末に行われるアクティビティ
にも気軽に参加、賑やかで楽しい寮生活を送る
ことが出来、また寮はキャンパス内にあるため、
講義に遅れる心配もありません。ビクトリア大学
の寮は、 家具つきの一人、または二人部屋から
選んでいただけ、カフェテリアでの食事が含まれ
ています。学生寮スタッフも手配されているため
心強く、あなたの快適な寮生活スタートにあたっ
てのお手伝い、大学生活のノウハウなど多様な
面でサポートを提供しています。イベントやアク
ティビティーも各フロア、寮ごとに企画され、社交
的でポジティブな環境つくりを促進しています。

{
ホームステイプログラム 
ホームステイプログ
ラムはカナダディア
ンカルチャーを体験
したい！英語スキル
をUPしたい！という
方に最適なプログラ
ムです。本プログラム
は、ビクトリア大学通
学圏内に位置する厳
選されたカナディアンホームステイを紹介しており、あなたが安
全、安心、そして快適なカナダ生活を送れるよう、親切にサポート
してくれるカナダ人家庭を手配しています。ホームステイは全て
個人部屋 (家具つき)で３食込み(スナックあり)、インターネット
環境 、またホストファミリーがあなたを空港でお迎えし、新しい
場所で、新しいカルチャーでの生活に皆さんが早く慣れるよう、
家族の一員として皆さんを温かく迎え入れてくれます。ホストフ
ァミリーと一緒に週末アクティビティーを通して、カナディアンフ
ァミリーの生活スタイルや文化に馴染む事が出来、楽しいカナ
ディアンライフを満喫する事が出来るでしょう。

キャンパス外宿泊環境 
キャンパス外の宿泊環境は、アパートの賃貸、シェアハウスの一
部屋を借りたりなど幾つかのオプションがあり、それぞれのライ
フスタイルに合った宿泊環境を見つけることが出来ます。景色
の綺麗なオークベイを始め、お洒落なファーンウッドや海沿いの
ゴードンヘッドなどキャンパスまで徒歩圏内、またはバス数分内
で通学可能な 素敵な エリアが周辺に 多数あります。
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お問い合わせ

メール：sdlove@uvic.ca

英文ホームページ：uvic.ca/gustavson


