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「学ぶ喜びに目覚めることは、想像を超えたさま
ざまな形で世界に心を開くことです。」

DIANE FINLAY
教育学修士、オンタリオ教員資格、学校長



Canada

ブロンテカレッジとは

ブロンテカレッジは9年生から12年生の通学生と寄宿生を対象とした私立の国際バカロレア（IB）ワー
ルドスクールです。本校の教育課程は世界のほとんどすべての大陸から留学生を引き付けています。

私たちは30か国以上から集まった留学生たちがブロンテカレッジを「家」と呼ぶことを誇りに思っ
ています。私たちが力を注ぐのは、学力向上と一人一人の人間的成長に重点をおいた学習環境を

提供することです。生徒たちには、ブロンテという共同体の中で偏見のない柔軟な姿勢、寛容
性、他者への敬意を育んでほしいと願っています。キャンパスはミシサガの中心に位置してい

ます。ミシサガは多様性に富んだ都会で、常にカナダで最も安全な都市の1つにランキング
されています。キャンパスは活気溢れるミシサガ中心部から数分の絵のように美しいポー

ト・クレジット地区にあります。様々な観光スポットや娯楽施設が近接するトロントの
ダウンタウンにも車ですぐです。

使命  |  学び理解する
ブロンテカレッジは、世界をよりよく変えていく知識と勇気を持ち、生涯に

わたって学び続ける国際人を育てることを目指しています。 

教職員  |  生徒たちの良き手本
本校の優秀な教師陣は、生徒がベストを尽くし、学校生活から最大限の実り

を得ることができるように全力で生徒を支援しています。当校の教員はオンタリ
オ州教員協会(OCT)または世界に名の知れた教員指導プログラムの教員免許を取

得しています。また、トロント大都市圏内の有名校で資格を充実させるための勉強を
続けています。すぐれた結果を目指して努力するよう生徒たちを刺激することに情熱を

傾ける教師たちは、リーダーシップ、自分に対する自信、他者を尊重する心を育てるため、
勉強だけにとどまらず、カリキュラムと並行して行われる各種の活動においても生徒たちをサ

ポートしています。



教科の学習 
ブロンテカレッジはオンタリオ州教育カリキュラムのほか、国際バカロレア（IB）のディプロマ・
プログラムやアドバンスト・プレイスメント（AP）プログラムなど、教育内容を拡充するプログ
ラムも提供しています。

国際バカロレア（IB）ワールドスクールであるブロ
ンテカレッジは、すべての授業において事実を
記憶することではなく自ら考えることを中心と
したグループ学習の環境を促進しています。オ
ンタリオ教育省のカリキュラムガイドラインの
要件を満たしているため、ブロンテカレッジ
で学んだ生徒は全員、卒業時にオンタリオ
州高等学校修了証書（OSSD）を授与され
ます。この充実したプログラムで12年生の
コースを修了した生徒は大学編入単位を
取得することができます。

プログラム

ブロンテカレッジは世界各地のトップ校を目指す学生をサ
ポートする優れた教育プログラムの提供に尽力しています。 

 
ブロンテカレッジは、９月、２月、７月（サマースクール）に始まる学期毎に入学ができ

ます。秋学期は９月から１月、冬学期は２月から６月までです。学習を継続したい生徒の
ために、サマースクールが７月から８月に実施されます。

高等教育へのパスウェイ

IB* AP*

* IB DP に入学した学生は11年生で6単位、12年生で11単位を履修します。 
IB DP または APプログラムに進んだ学生はそれぞれの IBコースや試験ま

たは APの試験に合格すれば大学レベルの編入単位を認められます。 

IB*

8 単位

8 単位

8 単位

6 単位

9 学年

10 学年

11 学年

12 学年

大学／編入単位*

  9月 
［第1期入学］

2月 
［第2期入学］

7月
［サマースクール］

11月 3月12月 4月 6月1月 5月 8月10月

学期ごとの入学



国際バカロレア（IB）修了書プログラム（DP） 
世界中の大学から優秀性が認められているDPでは、11年生と12年生を対象に、大学やその後の人生で成功できる能
力を育成します。言語と文学、第2言語、個人と社会、実験科学、数学とコンピュータサイエンス、美術の6つの教科グル
ープの中から学ぶ機会が与えられるDPにより、生徒は知的、社会的、感情的、身体的に成長することができます。この
カリキュラムでは、多様な文化の理解を広げるために少なくとも2ヶ国語を学ぶことが必要です。DPでは、学際的な
学習に加え、次の3つの主要素を通して、習得した知識やスキルを応用することが求められます。

1) 課題エッセー 
2) 知識の理論 
3) CAS （創造、活動、奉仕）

アドバンスト・プレイスメント（AP） 
AP プログラムでは高校に通いながら大学レベルの学習を進めることができます。 カレッジや大学の入学
許可事務局がAPコースの難易度の高さを認識し、APで学んだ経験を持つ入学希望者は高等教育の場
で学ぶ準備がよりよくできていることを理解しています。APの試験には22の教科分野があり、世界中で
5月に実施されます。

ブロンテカレッジは地域のAP試験センターに指定されているため、本校の生徒は校内で受験でき、
大変便利です。希望に応じ、AP委員会から各志望校へ試験結果を送付してもらうことも可能です。

AP試験で優秀な結果を出せば、大学1年度の単位として認められたり、飛び級が許可されたり、あ
るいはその両方が認められることがあります。これにより、大学進学後に費やす時間と学費を節
約することができます。

英語サポートプログラム
ブロンテカレッジでは、留学生がESLから通常の学習プログラムへ移行できるよう、個別英
語サポートを行っています。他の履修課程に考慮しながら、事前に評価したレベルに応じ
て標準ESLプログラムに入ります。中級/上級の生徒は、オンタリオ州中等教育修了証明
書の取得に向けた勉強をしながら語学力を向上させる機会があります。初級の生徒は、
他学科の生徒と交流し、ESLスタッフから個別に補習を受けながら英語力を磨く機会
を充実させていくことができます。

プログラム
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学習環境 

当校では学習目標の設定や将来に向けた計画づくりをサポートしています。

ブロンテでは、自由な精神、全員参加、他文化の尊重を重視する環境
を育んでいます。当校の極めて優秀な教員やカウンセラーは生徒が

その可能性を最大限伸ばせるよう後押ししています。



オンタリオ州高等学校修了証書（OSSD）
高等学校を修了した生徒にはオンタリオ教育省よりオンタリオ州
高等学校修了証書（OSSD）が与えられます。他の国ですでに中
等教育を受けている生徒は、履修済みの科目に応じて単位
を授与します。 

OSSDを取得して卒業するためには、次の要件を満たすこ
とが必要です。

オンタリオ州中等学校読み書き能力試験（OSSLT） 
• 教育品質責任局（EQAO）による作成評価
• 正規のOSSLT テストによるオンタリオ州学習課程の想定する９年生レベルに基づく語学力の評価
• ブロンテカレッジはOSSLTの前にMock読み書き能力試験を実施
• Mock読み書き能力試験に合格できなかった生徒には試験対策サポート

社会奉仕活動

• 40時間＊の社会奉仕活動が義務  
• 高校の間であればいつでもよい  
• 企業（ただし有償でないこと）、非営利組織、公共機関、非公式の場における奉仕活動も可能。 
 *学年による：９年生および10年生は40時間、11年生は20時間、12年生は10時間

必修科目18 単位

• 必修科目の例：英語、数学、理科、歴史、地理、美術、 
 体育、公民、キャリア教育、第2言語 

選択科目12 単位
• 本校の授業科目一覧の中から多様な科目を選択

30 単位
必修科目18 単位 + 選択科目12 単位

オンタリオ州中等学校読み書き能力試験
(OSSLT)

40 時間
社会奉仕活動



社会奉仕活動

• 40時間＊の社会奉仕活動が義務  
• 高校の間であればいつでもよい  
• 企業（ただし有償でないこと）、非営利組織、公共機関、非公式の場における奉仕活動も可能。 
 *学年による：９年生および10年生は40時間、11年生は20時間、12年生は10時間

卒業に必要 
なこと?



Yvonne
出身国：中国 
志望校：ウォータールー大学
学科：会計財務管理 
クラブ活動：プリフェクトカウンシル、コーラスバンド

分析力 
意欲 
決意 
会計士になりたいという
Yvonneを紹介します。



YVONNE  へのインタビュー

Q: 好きな科目とその理由を教えてください。 

好きなのは会計です。自在でありながら厳密だからです。事業活動の成否の様々な原
因を探るためのルールがしっかり決まっています。担当の先生のおかげでこの分野

に興味を持つようになりました。熱心な指導のもと、会計の様々な応用方法や利点
が分かるようになりました。興味があり一生懸命勉強しているのでいい成績をお

さめることができると思います。

Q: ブロンテを出た後にどこで勉強したいか、理由とともに 
教えてください。 

ウォータールー大学で会計財務管理を勉強したいと思っています。将
来的には、CPAとCFAの資格を得たいからです。数字のセンスはあ

るし、財務統計を分析利用して事業の財務状況を評価するのが面
白いんです。ウォータールーではビジネスの各面に実務的、専門

的な目を向けています。

Q: 将来何になりたいですか。 

将来は公認会計士になりたいです。そのためにウォー
タールーの学科を選びました。専門知識の基本をし

っかり学べるからです。それに素晴らしいコーププロ
グラムもあるので、将来のキャリアに向けた貴重な体験

ができます。

12年生

Yvonneは2016年の入学以来優秀な成績を収めています。ピア
ノとギターに夢中です。ブロンテのプリフェクトカウンシルの

メンバーとして、当校に大いに貢献してきました。数学が好
きなので会計の仕事をしたいと思うようになりました。





キャンパスライフ
ブロンテで思い描いた人生を送るために夢に向
かって挑戦を始め自信をもって前に踏み出そう。

ミシサガの中心部にある本校のキャンパスは学生寮、カフェテリア、
学習施設で構成されています。背後には自然保護区となっている静

かな緑地が広がっています。



ロンテカレッジは350人以上の生徒に安全で快適な寮の居室を提供
しています。部屋の約80%は一人部屋、残りが相部屋（二人部屋と
四人部屋）です。祝日や学校が休みの間も利用できます。世界中
から集まった留学生が生活する活気に満ちた生活環境です。

学生寮
学生寮スタッフ
本校の学生寮スタッフは、生徒の成長を促し、学習面の可
能性を高める友好的な環境を作り出すことに力を尽く
しています。生徒の安全で快適な生活を守り、放課後
や週末の活動的なキャンパスライフを提供していま
す。放課後の活動を指導するほか、週末にはCNタ
ワー、ナイアガラの滝、カナダワンダーランド、ケ
ベックシティなどへの旅行を企画します。ブロ
ンテカレッジは、すべての生徒にとって寮生活
が価値ある経験となり、忘れられない思い出と生涯
にわたる友情が育まれるよう努力しています。 

寮生活プログラム 
17歳未満の生徒は寮生活プログラムへの参加が必須です。生徒は月
曜から木曜の夜７時から９時まで自習室（監督付き）での学習会に出席
しなければなりません。上述の週末旅行の大半に参加することもできます

（追加費用なし）。 

寮長
寮長制度も放課後の重要な生徒サポートの仕組みの1つです。寮長は
寮の各フロアごとに生徒の中から選ばれ、寮の安全を監視し、手助けを
必要とする生徒を支え、一体感のある楽しい学校環境を作り出すことに
責任を負っています。ブロンテの寮生活を成功させるのは生徒自身で
す。生徒は、寮での経験を最高のものにするために積極的に関与するこ
とが奨励されます。 

ホームステイ
ブロンテカレッジでは、寮生活だけでなく、9年生から12年
生がカナダ人の家庭で暮らすことができるホームステイプ
ログラムも提供しています。ホームステイ先は学校の近くに
限られています。ホームステイはカナダ人のライフスタイル
に慣れる理想的な方法です。生徒たちにとって快適で思い
出に残る生活環境を確保するため、本校では趣味、好みに基
づいて生徒の受け入れ先を決めています。すべてのホストフ
ァミリーは、経歴照会、個人面接、家庭訪問、犯罪歴の確認を
含め、総合的な審査を受けることが義務付けられています。

*部屋は家具備品付きではありません。写真は、学生が自由にアレ
ンジできる一例を紹介したものです。

四人部屋*

二人部屋*

二人部屋*

寮生の1日
7:30am – 8:20am  カフェテリアで朝食

8:20am – 8:30am  ホームルーム

8:30am – 3:16pm  授業（3限目か4限目に昼食）

3:30pm – 5:30pm  課外活動、教室のオフィスアワー

5:30pm – 6:30pm  カフェテリアで夕食

6:30pm – 9:00pm  寮生活アクティビティ；学習室(7pm-9pm 月曜－木曜)

9:00pm – 9:30pm  カフェテリアで夜食（月曜－木曜）
10:00pm  建物の門限
10:00pm – 11:00pm  宿題と勉強
11:00pm  部屋の門限



「ブロンテで一番良いのは友達を作りや
すいということです。色々な国から来た人
たちと知り合いになれました。それぞれの
習慣や伝統、暮らしぶりや個性に引き付け
られました」

- Sergei、10年生

一人部屋*





キャンパスは365日開いており、フィットネスルーム、体育館、講堂、図書館、屋外運動場、中庭、美術室、理科室、
全食を提供するカフェテリアなど、すべての施設をいつでも利用することができます。また、すべての教室に

は、双方向のグループ学習を可能にするスマートテクノロジーが備えられています。 

図書館  |  好奇心を刺激する
本校の図書館は生徒のグループ学習を促進するために設計された魅力的な空間です。生徒た

ちみんなが本を読み、調べ物をし、勉強し、グループ学習をするための場所であり、ネットワー
ク作りと情報収集の拠点となっています。最新のテクノロジーが導入されていますから、さま

ざまな印刷物とデジタルリソースを組み合わせて学習を深めることができます。  

食堂  |  充実した食事
本校のカフェテリアは多文化のチームによって調理された栄養満点の食事を提供し

ています。生徒は365日、全食をカフェテリアで取ることができます。月曜から金曜
には朝・昼・夕食が、週末（土日）と祝日にはブランチと夕食が提供されます。月曜

から木曜には夜食もあります。すべての食事について、菜食主義者向けのメニ
ューとハラルメニューを選ぶことができます。 

体育館と屋外競技場  |  集中、能力、チームワーク
本校のキャンパスには体育館と多目的屋外競技場があり、体育や社

会の授業のほか、さまざまな課外活動が行われています。また、毎
日利用できるジムもあります。

施設

「文化の夕べのアイデアが気に
入っています。学校での食事に変

化が生まれるし、他国の料理を試せ
るいい方法です」

 – 　Jote、12年生



RuhI & DIANA 
へのインタビュー

Ruhi
10年生
出身国：インド、ナイジェリア 
クラブ活動：プリフェクトカウンシル、バレーボール部 

Q: なぜプリフェクトカウンシルに参加したのですか。
Diana: 変化をもたらしたいからです。学校を代表してみんな
のためになる変革を起こしたかった。カウンシルの一員とし
て、何度も話し合いながら自分のコミュニケーション力を伸
ばしていく術を学びました。本当に楽しくて来年もやりたい
と思っています。 

Ruhi: 私もカウンシルのメンバーです。ブロンテの学生生
活をより良くしたいと思ったので参加しました。この一年色
々な活動を企画しましたが、自分のリーダーシップ能力は
確実に伸びましたし、人間として成長できました。カウン
シル活動で責任を持つ機会を得られました。

Q: 何か趣味はありますか。 
Diana: 4 才からダンスをやっています。バレエは５年
間習い、他のスタイルのダンスも続けました。タレント
ショーに出て、親友のRuhiとダンスの楽しさを伝える
ことにしたんです。二人ともダンスが大好きだし、自
分を表現する手段でもあるので、タレントショーに
出て良かったです。

Ruhi: Dianaと二人で振付けを考えて舞台で踊りま
した。すごい経験でした。ダンスを創作してタレン
トショーで披露するのは本当に楽しかった。ブロ
ンテでの生活のおかげで友達や先生の前で披露
する自信ややる気が身についていました。お互
いのこともさらに知ることができました。

10年生
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リーダーシップ 
自信 
友情 

RuhiとDianaのブロ
ンテでの活躍ぶりを

紹介しましょう。 

Diana
10年生

出身国：ナイジェリア 
クラブ活動：プリフェクトカウンシル、 

ダンス部、バレーボール部 



課外活動 

運動、生徒会、地域社会での活動など、当校の課外活動を通して成長する機会が沢山あります。 

ブロンテカレッジで大好きなこと、興味を持てることを見つけ、思
い出となる経験を得ませんか。心身の充実と成長を促す多彩で
活動的な機会があなたを待っています。 





課外活動
「プリフェクトカウンシルに入ったのはブロ
ンテでの学生生活をより良いものにした
いと思ったからです。この一年色々な活
動を企画しましたが、自分のリーダー
シップ能力は確実に伸びましたし、
人間として成長できました」 

– Diana、10年生 

クラブ活動とスポーツ
ブロンテカレッジでは教室の枠を超えた教育の
大切さを認識し、放課後にスポーツやその他のクラブ
活動を実施しています。ピール地区高等学校スポーツ協会

（ROPSSAA）に所属しているため、生徒は地区の大会にも出場し
ます。本校では生徒の関心に基づいてクラブ活動やスポーツ、その他
の活動を提供していますから、生徒は学期ごとにユニークで魅力的な課
外プログラムに参加することができます。 

プリフェクトカウンシル
プリフェクトカウンシルのメンバーになることができます。プリフェクトは成績優秀で模範的な行
動を取り、リーダーシップスキルを身につけたいという意欲を持っていることが求められます。プリフ
ェクトカウンシルのメンバーは学校のオープンハウスやその他の学校行事において学校を代表し、教職
員を補佐します。また、生徒の連帯を強め、校風を作り出す多様な活動を企画運営します。

芸術
当校の美術プログラムは、美術史、芸術とデザインの要素、メディアリテラシー、写真、現代アート、音楽、ドラマなど幅広
い概念とテーマを扱っています。それぞれの文化的背景を生かして作品を制作するよう生徒を奨励するとともに、多様な考
えを認め合う楽しく意義ある学習環境を作り出すことに力が注がれています。

毎年、生徒が教室で学んだ技術を示す優秀な作品を集め、学内展覧会が開かれます。また、美術プログラムで学ぶ生徒は、
他の人々の作品と学校で学んだことを結び付けるチャンスとして、いろいろなギャラリーへの校外見学に参加することがき
ます。年間を通して、学生は学校周辺や学校主催のイベントで作品を展示し理論と実践を結びつけるチャンスが得られます。



ブロンテ在校生による 
作品 – 2018年



NICk 
へのインタビュー

 
Nickはブロンテカレッジの12年生、2015年に入学しました。それ
まではウクライナで暮らし学んでいました。美術が大好きでト
ロント市街にあるオンタリオ州立芸術大学でグラフィックデ
ザインの勉強を続けるつもりです。美術の他にも、ブロンテ
ではサッカー部とプリフェクトカウンシルに参加していま
す。

Q: 好きな科目とその理由を教えてください。 

好きなのは美術です。グラフィティアートに興味があって描く事がすごく楽しいか
らです。美術のクラスでは色々な技法や有名作家について学び、レタリングだ
けでなく絵画全般の能力を伸ばすことができました。美術が好きなのでオン
タリオ州立芸術大学でグラフィックデザインを学ぶつもりです。

Q: ブロンテでのお気に入りの思い出を教えてください。  

サッカーの思い出です。昨年、シーズン最後の試合がホームで行わ
れました。前半2点リードしていたんですが、試合終了まで5分と
いうところで同点に追いつかれました。終了間際になって僕が
入れてやると思い、なんと最後にゴールを決めたんです。い
い気分でシーズンを終えることができて本当に信じられな
い気分でした。

Q: カナダでの勉強はどうですか。 

ブロンテに来て3年になりますが、ウクライナとは大
違いです。ここでいいのは、学期ごとに履行する科目数
が決まっていることです。各学期4科目勉強しますが、ウク
ライナでは年間17科目で毎日時間割が違います。科目が少
ない方がその科目に集中できて深く学べると思います。

12年生



創造力
外向的 
自発的 

Nick
出身国： ウクライナ 

学科： オンタリオ州立芸術大学 
クラブ活動： プリフェクトカウンシル、サッカー部

Nickはブロンテでど
んな高校生活を送っ
ているのでしょうか。 



2 マクマスター大学 

1 トロント大学

3 ウォータールー大学 

英 語 サ ポ ー ト

勉強中心 意欲を引き出す 一人一人に合わせた指導 

夜に学習室で  |  仲間同士の教え合い 
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• コンピュータサイエンス 
• エンジニアリング 
• 生命科学 
• 数学・統計学 

• ビジネスマネジメント 
• 会計・財務 
• 経済 
• マーケティング 

• 社会科学・人文科学 
• コミュニケーション 
• 心理学 
• 幼児研究 

• テクノロジー 
• デジタルメディア 
• 食品・栄養 
• ビジュアル・クリエイティブアート 
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• ミシサガは常にカナダで最も安全な街の1つとして評価
• トロント中心部まで20分
• 480を超える公園と23の遊歩道、11のコミュニティセンター、多くの芸術・レジャー施設
•  大企業の本社、娯楽、飲食店、小売店が立ち並ぶ活気ある町の中心部

安全, 緑豊か + 都会的

• 明るく、広 と々して、気持ちのよい食堂
• 祝日を含め、1年中いつでも利用可能
• 毎日1600食を提供
• すべての食事を校内で調理
• 季節感にあふれ、健康的で、新鮮な食事
• 生徒のフード委員会とともに常にメニューを改善

• 祝日を含め365日利用可能
• 学習施設、カフェテリア、居住区域
• 週末の小旅行と各種のアクティビティ
• 寮長と生徒長
• 学校看護師 
• 常時セキュリティ完備、フロントデスクに受付係

新鮮な食べ物 + モダンな食堂

1つの屋根の
下で快適 
+ 安全

独立  | 責任  | リーダーシップ  | コミュニケーション  | 他者の尊重 

寮 生 活

キャンパス内にある便利な学生寮
8 フロア

1 ‒ 4 階  男子   |   5 ‒ 8階  女子

301 室
個室 251 室

相部屋 2人部屋46 室   |   4人部屋4室

定員359人 

食
堂
食

寮寮
ケ
ー
シ
ョ
ンンンン

ロ
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ー
シ
ョ
ンンンン

ロ
ケ
ー
シ
ョ
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1.  必要事項を記入した願書を提出するか、インターネット（www.brontecollege.ca）から出願して下さい。 
 この際パスポートのコピーと過去3年間の正式な成績表もご提出下さい。あわせて出願料250カナダドル 
 （返金不可）をお支払いください。

2． 出願書類一式が受領されると選考が始まります。合格者には条件付き入学許可書が発行されます。こちら 
 の書類に明記された金額をお支払いください。

3． ご入金確認後、正式な入学許可書が発行されます。留学生はお近くのカナダ大使館か領事館に行き学生 
 ビザを申請して下さい。

4． 18歳未満の留学生は、両親または法律上の保護者が後見に関する宣誓書に署名する必要があります。 
 後見に関する宣誓書の作成のために250カナダドル（返金不可）が必要となります。

成績表と願書はEメール（admissions@brontecollege.ca）またはファックス（1-905-270-7828）で送ることもできます。

全ての新入生は本校の実力判定テストと数学テストを英語で受けていただきます。また理科テストも受けていただく場合があ
ります。

さらに詳しい情報は、ブロンテカレッジのホームページ（www.brontecollege.ca）にアクセスしていただくか、電話（1-905-270-
7788）またはEメール（admissions@brontecollege.ca）にてお問い合わせ下さい。

出願方法



88 Bronte College Court 
Mississauga, Ontario, Canada L5B 1M9
Tel: 1 (905) 270-7788   Fax: 1 (905) 270-7828 
www.brontecollege.ca

APPLICANT’S INFORMATION

Surname:     Given Name(s):  
   
Date of Birth:           DD/      MM/         YY   Gender:  c Male  c Female Native Language: 
                 
Country of Citizenship:   Country of Birth:  Province:   
  
Eligibility to study in Canada:   c Canadian Citizen    c Permanent Resident:             DD/          MM/            YY     (First date of entry)

  c Student Visa    c Visitor Visa  OHIP Number: 

Home Address:      City:    

Province:  Postal Code:   Country:  
   
Home Tel:     Cell:     

Applicant’s Email:          
  

CURRENT SCHOOL’S INFORMATION    Current Level of Study:

Current School:     City:  Country:   
  
School Website:     School Email:      
            
Highest Level of Education Completed:             DD/      MM/         YY 

 c Grade 8 c Grade 9  c Grade 10 c Grade 11 c Grade 12 Other:    
 

ACADEMIC INFORMATION 

Applying for:      c Grade 9 c Grade 10 c Grade 11 c Grade 12/Pre-U  

(Check all that apply) c IB c AP c ESL 

Starting in:          c Fall 20__ c Winter 20__ c Summer 20__ c Express 20__
                (September)        (February)         (July)        (January) 

Future Plan: c University Program  c College Program    

Future Program: c Arts/Social Science                         (Specify) c Commerce (Specify)

 c Science  (Specify e.g. Engineering, Computer) c Other (Specify) 

- Official transcript(s) from the previous three years must be submitted with the application.

ACCOMMODATION APPLICATION   c N/A (Check if not applying for accommodation)

Type Preferred:   c Single Residence Room  c Double Residence Room c Homestay
  Requests (if any):             

Students 17 years and older may enroll in the Residence Life Program: c  Yes, I wish to enroll 

- Accommodation preferences are reserved according to the date the accommodation fees are received and are based on availability (first-come, first-served basis). 
- International students are required to stay in Bronte College’s accommodations for the duration of their studies.

MEAL PLAN INFORMATION   c Hot Lunch Program (Optional for students who are NOT in residence or homestay)

Allergies (if any):

*Special Diet Requested:        c Vegetarian/Vegan         c Halal        c Kosher       c Other:
*Additional fees may apply.
- Meal Plan is included for residence and homestay students

ATTACH
APPLICANT’S 

PHOTO 
HERE



Bronte College reserves the right to use students’ photographs in promotional material.

CORRESPONDENCE (Report cards/ letters to be sent to) :     c Father c Mother c Guardian 

PARENT INFORMATION

FATHER: Surname: Given Name(s):   *Date of Birth:          DD/           MM/             YY

 Home Tel:       Business Tel: 

 Cell:        Email:

 
MOTHER: Surname: Given Name(s):   *Date of Birth:          DD/           MM/             YY

 Home Tel:       Business Tel: 

 Cell:        Email:
 

Address if different from Applicant:   c Father   c Mother

Address:      City:  

Province:  Postal Code:   Country:    
*necessary for custodianship declaration for applicants under 18 years old 

GUARDIAN’S INFORMATION (if applicable)

Mr./Ms./Mrs. Surname: Given Name(s):   *Date of Birth:            DD/           MM/          YY

Relationship to Applicant:       Email:  

Address:  City:    Province:    
 
Country:       Postal Code:   

Home Tel:  Business Tel:    Cell:  
*necessary for custodianship declaration for applicants under 18 years old 

EMERGENCY CONTACT INFORMATION (other than Parents/Guardian)

Mr./Ms./Mrs. Surname: Given Name(s):  

Relationship to Applicant:   Address: 

City: Province:     Postal Code: 

Country: Home Tel:    Business Tel: 

Cell: Email: 

OTHER INFORMATION

How did you hear about Bronte? c Referral c Agent c Search Engine c School Tour c Social Media 

 c Website c Fair c Advertisement c Other:      

Referred by:
                         
Referral’s Email: Referral’s Tel:

                DD/     MM/         YY

             Signature of Applicant                     Signature of Parent/Guardian                Date                                       
            (if Applicant is under 18 years of age)



年度学費一覧
2019-2020
授業料
9・10・11年（1学年8単位） $18,000.00 

12年（12年／進学準備／AP+コース6単位） $15,000.00

ESLプログラム（110 時間） $2,695.00

国際バカロレア（DP）の費用++

学年１１ 国際バカロレア(DP I) の費用 $18,750.00
学年１２ 国際バカロレア(DP II) の費用 $20,000.00

寮費（食事を含む）+++

一人部屋（秋学期と冬学期の入学） $17,500.00
二人部屋（秋学期と冬学期の入学） $16,150.00

四人部屋（秋学期と冬学期の入学） $16,000.00

夏期（1か月あたり）7月または8月 $1,750.00

ブロンテカレッジが監督するホームステイの料金（秋学期と冬学期の入学）+++

ホームステイ料 $14,200.00 
－ホストファミリーが提供する朝食と夕食、ホットランチプログラム＋通学バスを含みます。 

その他費用*
年間登録料 $2,500.00

留学生対象の健康保険（12か月） $625.00
出願料** $250.00
後見に関する宣誓書の作成費用*** $250.00
寮生活プログラム（17歳未満）**** $1100.00/学期
温かい昼食プログラム（寮生またはホームステイ生以外の生徒向けのオプション) $1200.00/学期

前納金 (器物損壊などがあれば清算したうえで、卒業時に返金されます)

学校施設前納金 $1,500.00
学生寮保証金 $1,000.00

すべての費用はカナダドルです。すべての費用は予告なく変更される場合があります。 
自主退学・退寮をした場合、または退学・退寮処分になった場合は、上記費用の返金は一切ありません。
 AP： アドバンスト・プレイスメント   IB: 国際バカロレア

 + AP検定料は含まれていません。 検定料は、カレッジ・ボードによって設定され、予告なしに変更されることがありますのでご了 
  承ください。 AP検定料はブロンテカレッジに支払われます。 検定料は、2018-2019年度のブロンテ学生として130ドルです。
 ++ 学年11の数学はIBプログラムの前提です。 この前提条件が満たさない場合には追加料金で受講する必要があります。  
  卒業に必要な単位を修得しない場合には追加料金が加えますのでご了承ください。 IB授業料は、ブロンテが課すコー 
  スの料金です。 IBの授業料には、IBの手数料（登録費および科目料金）は含まれていません。 IBの手数料はIBOによって 
  設定され、予告なしに変更されることがあります。 IB手数料はブロンテカレッジに支払われます。2018-2019年度のDP  
  Iは約450ドルで、DP IIは950ドルになります。
 +++ 具体的には、寮内規則と学校行事日程に参考してください。

 * 制服の費用は合格後お知らせします。
 ** 返金不可の出願料を願書提出時にお支払いください。
 *** 後見人：18歳未満の生徒には後見に関する宣誓書が必要となります。両親または法律上の保護 
  者がサインし、入学許可書発行前に返送してください。後見に関する宣誓書の費用は返金でき 
  ません。
 **** 担当者の監督のもとで学生寮で行う自習と旅行費用の大部分が含まれます。



Bronte College 
88 Bronte College Court, Mississauga, 
Ontario, Canada, L5B 1M9 

Tel: +1 (905) 270 7788 
Fax: +1 (905) 270 7828

www.brontecollege.ca 


