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ウィニペグ市の特徴 

• カナダの中心、マニトバ州の州都 

• バンクーバーから飛行機で 3 時間ほど、トロントからは約 2 時間半 

• 美術館や博物館も多くある、文化的な都市 

• 多種多様な人種が住んでいるため、なじみやすい 
 
ペンビナトレイルズ教育委員会を選ぶわけ 

• 都市と郊外が絶妙に融合した安全で静かな環境 

• マニトバ州での進学率トップのしっかりとしたアカデミック環境 

• ホームステイは学校から徒歩もしくは短時間のバス通学の範囲内 

• 日本人、留学生が少ない環境 

 
 
教育熱心な学区 

ペンビナトレイルズは学業が優秀なことで知られており、進学率はマニトバ州でトップ

にランクされています。北米トップランクの大学へ進む留学生も多いエリアです。 

留学生の割合は全体の 2%未満のため、留学生はカナディアン環境の中で英語に

どっぷり浸かる生活ができ、英語力の向上にもつながるでしょう。 

また、時代の流れを考慮し「21st Century Learning」と呼ばれる 21 世紀の学習

者に求められるスキルをカリキュラムに取り入れています。想像力やクリティカルシン

キング、問題解決やチームワーク等、今後のグローバル社会で求められる能力を高

校のうちに身に着けるいい機会を得ることができます。 
  

学びの場は、教室以外にも 

ペンビナトレイルズは、留学体験の重要な部分は教室以外で起こると考えていま

す。そのため、各生徒の興味を満たす課外活動は全ての学校で提供されていま

す。学校のクラブ、スポーツチーム、スポーツアカデミー、バンド、音楽、演劇、ダンスな

どたくさんの活動が行われています。また、冬には雪国ならではのアクティビティもたく

さん行われています。 
 

 

カナダの穴場的教育委員会 

⚫ ペンビナトレイルズは、バンクーバーやトロントに比較して、まだまだマイナーなエリアです。だからこそ留学生、そして日本人が少

ない環境。よりカナダ環境での留学生活を送りたい方にお勧めです。 

⚫ ペンビナトレイルズは、授業料、滞在費とカナダの他の教育委員会と比べてリーズナブル。教育の質が高く、学校選択も可能、

そしてウィニペグという 70 万人都市近郊などを勘案すると予算を抑えての留学を希望されている方は検討必至です。 

⚫ さらに、ペンビナトレイルズでは、日本の学校を卒業後 4 月から入学し、その後 9 月～1 年以上就学する際は 4 月～6 月の

授業料が免除となり、よりリーズナブルです。（この間のホームステイ費用等は発生します。） 
 

学校データ 

受入学年 9 年生～12 年生 ESL プログラム あり 

生徒数 750 人～1300 人 IB / AP なし / あり 

開始日 9 月、2 月 滞在方法 ホームステイ 

カナダの中心部、マニトバ州にあるウィニペグにある教育委員会 

ウィニペグは人口 73万人の都市で、ダウンタウンには高層ビルが立ち並ぶ一方で、 

周辺は何百もの湖や川に囲まれた自然豊かな街を楽しむことができます。はっきりした四季が特徴で、 

冬の最低平均気温はマイナス 20℃ほどまで冷えますが、夏は 30℃を超えることも。 

移民にやさしい都市としても知られて、移民者に向けた無料の英語教育プログラムを開講しています。 

公園と自然に囲まれた美しい環境を誇る街です。 

ビクトリアへ向かうフェリーターミナルのあるタワッセンがあり、デルタを起点にビクトリア旅行も楽しめます 

デルタは他のメトロバンクーバーの地域に比べて、広々としており、ゆったりと生活をすることができます。 

郊外のゆったりとした中で、しっかりとした学習環境で留学生活を送りたい方にお勧めのエリアです。 
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Vincent Massey Collegiate  

カナダ初のユネスコスクール。平和や国際的連携を実施する学校 
 

Vincent Massey Collegiate（ヴィンセント・マッセイ）は、1250 人以上の学生を擁

する学区内最大の学校です。 

1960 年代初頭に創立した学校は、学問、芸術、スポーツ活動において強力で豊か

な伝統を持ち、そして社会正義、コミュニティサービス、福祉に重点を置いています。 

教職員およびコミュニティは、歴史と伝統を尊重しながら、21 世紀のユネスコの学校

として、全ての生徒に学習の機会と課題を作り出し、生徒はそれぞれ創造的な興味

と好奇心を追求し、リーダーシップを広げ、社会正義の問題に挑戦し、卓越性を追求

しながら行動することができます。 

 

2005 年ヴィンセントマッセイはユネスコ関連の学校であると公式に認められた最初の学校です。1953 年に少数の学校で始まったユネスコ学校

は、現在は 181 か国 10,000 校のグローバルネットワークに成長しました。ユネスコスクールは、4 つの学習の柱「知ることを学ぶ、あることを学ぶ、

行うことを学ぶ、一緒に暮らすことを学ぶ」と 4 つの研究テーマ「文化学習、平和と人権、持続可能な開発のための教育、ASPnet と国連の優

先事項」を通じて、ユネスコの理想を支援します。実際には、これはヴィンセントマッセイが平和、社会正義、および環境問題に取り組んでいるこ

とを意味します。これらの取り組みは、教室での学習のみならず、教室を超えてクラブや特別なイベントまで広がります。2017 年生徒の平和、社

会正義、環境の持続可能性を実現するための多大な貢献を称え、認めるために、世界初のユネスコ卒業証書を発行しました。 

ロケーション：  ウィニペグ中心まで公共交通機関にて約 30 分 

学生数：  1300 名 ESL プログラム： あり 

スポーツ活動 バスケットボール、バドミントン、クロスカントリー、カーリング、フットボール、ゴルフ、ホッケー、室内陸上、ラクロス、ラグビー、

サッカー、ハンドボール、陸上、バレーボール、水球 

クラブ活動 生徒会、アートクラブ、アジアポップカルチャー、チェスクラブ、コーディング、会話パートナー、クラフトクラブ、ダンスチーム、多

様性、環境、卒業委員会、男女差別、ギタークラブ、キークラブ、宿題クラブ、マスクラブ、モデルクラブ、模擬国連、ピアチ

ューター、新聞クラブ、ユネスコクラブ、ビデオクラブなど 

 

 

Oak Park High School（オークパーク高校） 

アットホームで生徒たちも学業・課外活動に積極的な学校、ダンスも強い 
 

Oak Park High School はグレード 9 からグレード 12 が在籍し、通常の高校課程、

並びにフランスのイマージョンプログラムを開講しています。 学校は、安全な環境で生

徒を受け入れ、また学問的に挑戦的な環境であることを約束し、そして各生徒にクリ

ティカルシンキング、意思決定スキル、社会的責任の理解、自信の強い感情を育む

機会を与えます。 

プログラムは、通常の高校課程における広範なアカデミックコースに加え、AP コース、フ

ァインアーツ、フレンチイマージョン、リーダーシップ、キャリア・ディベロップメント、マニトバ・

トレード・アンド・テクノロジー・インスティチュート（MITT）のコースなどの様々なプログラ

ムを受講することができます。 

また、授業以外でもオークパークでは、幅広いクラブや委員会活動を行うなど、さまざまな学校活動を提供して、全ての生徒の成長の可能性を

育てています。オークパークではメキシコ、ブラジル、日本、ドイツなどの国から多くの留学生を受け入れ、生徒はアカデミックスキルだけではなくより

グローバルな視野を得る絶好の機会を得ています。 

ロケーション：  ウィニペグ中心まで公共交通機関にて約 60 分 

学生数：  750 名 ESL プログラム：  なし 

スポーツ活動： バドミントン、野球、バスケットボール、チアリーディング、クロスカントリー、カーリング、フットボール、ホッケー、ラクロス（男子

のみ）、ラグビー、サッカー、陸上、リンゲット、アルティメットフリスビー、バレーボール、水球 

クラブ活動： アートクラブ、献血大使、コンピュータークラブ、男女差別、ライブラリークラブ、ボードゲームクラブ、生徒会、運動委員会、

気候アクション員会、美術委員会、卒業委員会、ISP（留学生）委員会、イヤーブック委員会 など 



 
Pembina Trails School Division 
ペンビナトレイルズ教育委員会 

 

 
 

 

Fort Richmond Collegiate 

マニトバ大学のすぐ隣に位置し、ビジネス・経済学・IT が強い 
 

Fort Richmond Collegiate（FRC-フォート・リッチモンド）は、は 10 年生から 12

年生まで在籍する高校です。学校は生涯学習と社会的責任を意識し、安全で豊

かな教育コミュニティの中で、各生徒がそれぞれの卓越性を追求する機会、生徒の

成長の可能性を最大化するように挑戦するプログラムを提供することに努めていま

す。全ての生徒の成長の可能性を育むという学校の取り組みにて、生徒は教室だ

けに留まらず、スポーツ活動、音楽、文化芸術、シアター、学生会、討論、出版物、

様々なクラブでの課外活動を通じて、学校コミュニティへ積極的に関わるメンバーに

なることが奨励されています。生徒が学校活動に積極的に参加すれば、よりやりがいのある豊かな教育体験ができると信じています。 
 

FRC は、シアター、5 つのコンピューターラボ、多数のコンピューターポッド、全ての教室にコンピューターワークステーション、フィットネスセンター、図書館

ラーニングコモンズ、最先端のビデオ制作スタジオ、6 つの新しいポータブル教室をなど優れた学習施設を備え、全ての生徒がすぐに利用でき、無

制限のリソースを備えた学習環境を提供しています。また、キャンパスには、最先端のネットワーク Wi-Fi 環境も含まれています。 

また、「情報技術」は多数のコースの重要な部分です。 FRC は、最新のソフトウェアを使用した設備の整ったネットワークラボを多数備えており、デ

ジタル写真、Web とアニメーション、出版メディア、先端テクノロジー、コンピューターサイエンス、オートオフィス、ビデオ制作など、さまざまな IT 関連の

コースを提供しています。FRC の最新テクノロジーは、学生にさまざまな学習と探索の素晴らしい機会を提供します。  

ロケーション：  ウィニペグ中心まで公共交通機関にて約 40 分 

学生数：  1200 名 ESL プログラム： あり 

スポーツ活動 バドミントン、バスケットボール、クロスカントリー、カーリング、ドラゴンボート、ゴルフ、ホッケー、インドアサッカー、ラクロス（男

子のみ）、サッカー、陸上、ハンドボール、バレーボール、水球 

学内スポーツ 3on3 バスケットボール、エアロビクス、バスケットボール、ビーチバレー、インドアサッカー、卓球、バレーボールなど 

クラブ活動 アムネスティ・インターナショナル、ダンスクラブ、ジェンダーとセクシュアリティ、先住民族サークル、図書館ボランティア、•ピー

スオブマインドクラブ、•ストリートショップ、女性と体重、青少年慈善事業、チャリティークラブ、チェスクラブ、•ディベートクラ

ブ、•エコ・クラブ、フィッシングクラブ、ゲームクラブ、グローブローター、インターアクト・クラブ、日本語クラブ、ロボティクス、モデ

ル国連、•ピアサポート、ソーシャルジャスティスクラブ、生徒会、女性のエンパワメント、ライティングクラブ 

 
 

Shaftesbury High School 

AP コースが豊富。アイスホッケーも盛ん 
 

Shaftesbury High School は、リンデンメドウズ、ヴァンワレゲム、チャールズウッド、レイ

ドローから生徒が通い、また RHA ナショナルホッケーのホーム学校としても知られていま

す。9 年生から 12 年生まで、約 750 名の生徒が在籍をしています。 

私たちの使命は、学術、体育、そして芸術に優れた内容を提供することです。また、す

べての生徒と大人が魅力的で包括的で、協力的で、生徒が成功するための学校コミ

ュニティを一緒に築き、そしてその学校コミュニティの下で、生徒は最大限のアカデミッ

ク、芸術、体育の卓越性を目指しています。 

学校は、留学生のための英語プログラムを開講し、留学生を温かく迎え入れています。留学生は、ここ Shaftesbury の包括的なコミュニティにシ

ームレスに適合し、年間約 40～45 人の留学生が在籍をしています。英語プログラムは、初心者から上級者までの英語学習者に特化したクラス

を提供しています。また留学生をサポートするためのウェルカムセンター、E クレジットコースがあります。また、卒業単位が取れるアイスホッケースキル

アカデミーを開講しています。このコースは、初心者から、上級者までそのレベルを問わず、ホッケーに興味がある生徒が対象となります。また、更な

る高みを目指す RINK ホッケーアカデミーへも参加ができ、本格的にアイスホッケーに関わりながら、留学生活を送ることができます。 

ロケーション：  ウィニペグ中心まで公共交通機関にて約 30 分 

学生数：  750 名 ESL プログラム： なし 

スポーツ活動 
クロスカントリー、ホッケー、バドミントン、サッカー、バスケットボール、陸上、ビーチバレー、ラグビー、カーリング、アルティメット、 

ゴルフ、バレーボール、 

クラブ活動 
生徒会、ゲームクラブ、科学プロジェクト、SHS アプリ開発、大学院委員会、 SAT 準備、 Makerspace、 個別指導、

工芸オープンショップ、ジェンダーセクシュアリティアライアンス、編み物クラブ、アートオープンスタジオ、ボーカルジャズ など 
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マニトバ州ウィニペグ 

ウィニペグがあるマニトバ州はカナダのへそとも呼ばれ、カナダのど真ん中に位置してい

ます。そのカナダの中央に位置する州マニトバ州南部にある都市。人口約 70 万人

で、マニトバ州最大の都市であり州都です。周辺のエリアを含めた都市圏人口は約

77 万人でカナダ 6 番目の大きさです。 

地方都市でありながらもダウンタウンでは、しっかりと都会を感じることができ、都市の

持つエンターテインメントを楽しむことができます。また、郊外には閑静な住宅街、そし

て大自然が広がりカナダらしさを感じることができる街です。 

まだまだバンクーバーやトロント、オタワなどに比べて知名度が低く、観光客が多く集ま

ることもないために、地域のコミュニティにしっかりと根差し、英語環境に完全に漬かる

ことができ、高校生活に集中できる環境です。 

くまのプーさんのゆかりの街としても知られ「Winnie the Pooh」の Winnie はウィニペグのことです。  

 

 

人口：約 70 万人 
 

気温：1 月 -11℃ ～ -21℃ 

   4 月  -2℃ ～ 11℃ 

   8 月 12℃ ～ 26℃ 

10 月  0℃ ～ 11℃ 
 

空港：ウィニペ国際空港（YWG） 

  （直行便なし） 


