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

DIANE FINLAY B.A., M. Ed, OCT.
学校長

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留学生
支援や大学進学準備に注力、生徒は様々な課外旅行やアクティビティ、学内スポーツチームやアドバンスト・プ
レイスメント(AP)プログラムがあり生徒たちは充実した日々を送っています。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。
さまざまな観光スポットや施設があるトロントのダウンタウンにも車ですぐです。

私たちのミッション
使命 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。

ブロンテカレッジとは

私たちの教職員
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。

1991 年 1996 年 2000 年
ブロンテカレッジ創立 ミシサガに移転  

-- サマーキャンプ開講
キャンパス拡充 – カナダAP 

実施校オンタリオ支部（CAPSON）
創設メンバー

Canada
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2005 年 2014/2015 年 2021 年
ブロンテは祝う

その30周年
トロント大都市圏の地域AP試験
センターに指定される 

ナショナル・ポスト紙
（国際市民の育成）

に取り上げられる

国際バカロ
レア認定校

（PYP、MYP、DP）
となる

NP



ブロンテカレッジは9月、2月、7月（サマースクール）の3回、入学期があります。秋期は9月に始ま
り、1月に終わる一方、冬期は2月に始まり、6月に終わります。その後も学習を続けたい生徒は、7月

から8月までのサマースクールで勉強できます。

プログラム
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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。 

国際バカロレア（IB）修了書プログラム（DP）
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試験を受ける
ことができます。カレッジや大学の入学許可事務所はAPプログ
ラムの試験の難易度を認識しており、APで学んだ経験のある入
学希望者は高等教育の場で学ぶ準備がよりできていることを理
解しています。ブロンテカレッジでは（電子機器を利用しない）
筆記試験によるAP試験を行っています。

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。

高等教育へのパスウェイ

* 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

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）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を提供しています。 

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、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。また、11学年と12学年ではIB修了書プログラム（DP）、12年生
ではAPプログラムで学ぶこともできます。これらのプログラムに登録
した生徒は、一定の成績で12学年の課程を修了すると大学の単位を
取得できる場合があります。

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。

エクスプレスプログラム（12年生）
エクスプレスプログラムは、特別なプログラムです。学生は、12
月から6月までに最大6つの12年生の大学入学前の単位を取得
します。意欲が高く、短期間で優れた成績を収めることができ
る学生のために設計されたプログラムで、学生は同じ年の9月
に大学に入学する機会があります。

8 単位11学年

8 単位9学年

8 単位10学年

6 単位12学年

大学／編入単位*

Pre 
IB*

IB*

AP*

教科の学習

  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



Aisha
出身地: ガーナ 
大学: ヨーク大学
プログラム:  健康科学 
クラブ: 生徒会, ダンスチーム

Focused
Driven
Motivated

12
学

年

アイシは将来、医者になることを目指しています。彼女が2019年
にガーナからブロンテカレッジに来て以来、アイシャはブロンテ
カレッジの活動やイベントに携わり、彼女のダンスチームへの参
加はハイライトとして目立っていました。彼女の勤勉さがウォー
タールー大学での健康科学プログラムへの入学に繋がり、最終
成績によって入学奨学金を獲得しました。

いつからブロンテカレッジで勉強をしていますか？また、そ
の中で特別な時間は何だったでしょう？
私は2019年からここで勉強しています。友達やスタッフのコミュニティと過ごすのは特別
な時間で、心の通う人を見つけることができました。ここでの第1学期と第2学期、私はブ
ロンテカレッジのダンスチームに加わり、それは確実に素晴らしい経験でした。私は大好
きなことをしながら、友達を作ったり、人と知り合うことができたんです。

どこの大学の、どのプログラムに入学許可を受けましたか？
また、奨学金などはあったでしょうか？
ヨーク大学の生物医科学科、ウィルフリッド・ローリエ大学の健康科学科、ウォータール
ー大学の健康学科、そしてトロント大学の生命科学科に合格し、その中のいくつかから奨
学金をいただきました。私はウォータールー大学の健康学科への申し込みを受け入れ、
私の最終平均成績を元にした奨学金で入学しました。

将来の目標は何ですか？
新しい出会いがあり、勉学において成長し続けられる大学で良い経験を得たいと思いま
す。将来は医者になりたいので、大学卒業後は医療学校に通いたいです。 

ブロンテカレッジで、どの先生またはガイダンスカウンセラ
ーからの影響が一番大きかったですか？
マクギニス先生が、私の大学入学願書に関する質問にいつでも喜んで答えてたくれたこ
とにとても感謝しています。彼女は問題がある時には解決策を与えてくれたり、私が申
込状況を伝える時にはいつでも協力的でいてくれました。
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AISHA
アイシャの目標達成へ
の道のりについてもっ
と読んでみましょう！

活気に満ちている
専心的
やる気



学習環境 
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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。 

生徒はOSSDを受けて卒業するために満たさなければならない必要条件をよく知っ
ておきましょう。

30 単位
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、第二言語

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

OSSLT
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の前に読み書き能力模擬試験を実施
	 • 読み書き能力模擬試験に合格できなかった生徒には試験対策サポート

40 Hours
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。

*入学した学年に応じて：9/10学年-	40時間、11学年-	20時間、12学年-	10時間

卒業に必要な単位? 30

40HR
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ひたむき
活動的
先進的

マーディの海外生活や
学習についてもっと読

んでみてください。

Mahdi
出身地: イラン

大学:  ヨーク大学
学科:  運動機能学科

クラブ活動:  学生スポーツ協議会、バレーボールチーム

MAHDI12
学

年

いつからブロンテカレッジで勉強をしていますか？また、その
中で特別な時間は何だったでしょう？例えば何かクラブ活動に
は参加していましたか？
ブロンテカレッジで勉強を始めて3年になります。今まで築いてきた、全国から来る他の生
徒との友情は、ここで得た最高の経験の一つです。私はブロンテカレッジにいる間、キャン
パス内のたくさんのクラブ活動に参加してきましたので、バレーボールチームのキャプテ
ン、学生スポーツ協議会(SAC)での活発なメンバーとして認められ、そしてフィットネスセン
ターで他の生徒の手伝いもしてきました。

どこの大学の、どの学科に合格しましたか？また、奨学金など
はあったでしょうか？
私は幸運にも、たくさんの合格をいただくのに十分高いGPAを保つことが出来ました。ヨー
ク大学の2つの学科、トレント大学、ライアソン大学、そしてウェスタン大学に合格しました。
また、私はヨーク大学、ウェスタン大学、そしてトレント大学から奨学金を受けることが出来
ました。そして、ヨーク大学の運動機能学科と健康医学科(Bsc)の奨学金をいただきました。

あなたの将来の目標は何ですか？
私の将来の目標は、医者になることなので、勉強期間となると長い道のりが待っているとい
うことですね。大学卒業後は、医療学校に出願するつもりです。医療学校の後は、医者とし
て向上していきたいと思います。

ブロンテカレッジで、どの先生またはガイダンスカウンセラーか
らの影響が一番大きかったですか？その理由も教えてください。
ブロンテカレッジで勉強した、これまでの3年間は、たくさんの先生とガイダンスカウンセラ
ーの方がサポートを差し伸べたり、私の目標への手助けをしてくださいました。スターダット
先生は学問的な援助だけでなく、私の社交性を高める手助けもしてくれました。

マーディは、ブロンテカレッジに3年間在籍している勤勉な12学年生
です。ブロンテカレッジに来る前、マーディはイランのテヘランに住
み、勉強していました。勉強で忙しくない時、彼は活動的に他の生徒
に手助けをする大切さに気が付きました。バレーボールチームにキ
ャプテンとしての関わりから、フィットネスセンターで他の生徒への
補助、そして学生スポーツ協議会(SAC)への参加にかけて、マーディ
は全てをこなしたんです！マーディはヨーク大学で運動機能学と健康
医学を学ぶことを楽しみにし、医者になる夢を追い求めています。



寮生の1日
7:30am – 8:20am 8:20am – 8:30am 8:30am – 3:16pm 3:30pm – 5:30pm 

カフェテリアで朝食  ホームルーム 授業（3限目か4限目に昼食） E課外活動、教室のオフィスアワー

  

夜の日課   
5:30pm – 6:30pm 6:30pm – 9:00pm 9:00pm – 9:30pm 10:00pm | 10:00pm – 11:00pm | 11:00pm 

カフェテリアで夕食 寮生活アクティビティ；学習室  カフェテリアで夜食 建物の門限   |   宿題と勉強   |   部屋の門限  
 （7pm-9pm 月曜－木曜）  （月曜－木曜） 

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。
学生寮スタッフは、生徒の安全で快適な生活を支え、放課後
や週末の活動的なキャンパスライフを手助けしています。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、ニューヨーク、ケベックシティなど
への旅行やモントランブランへのスキー旅行などを企画しま
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。

寮生活プログラム
寮生活プログラムは、17歳以下の寮生に対して必須プログラ
ムです。プログラムに参加する生徒は、月曜日から木曜日の
夜7時-9時まで、教師同伴の自習セッションに通わなければ
なりません。

その生徒はさらに、上記に説明されるほぼ全ての週末旅行に
追加料金無しで参加できる可能性があります。

ホームステイ
ブロンテカレッジの9年生から12年生は、寮に加えて、カナダ人
の家庭にホームステイすることもできます。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。

二人部屋*二人部屋* 四人部屋

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80％以上は一人部屋、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
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一人部屋*

-ブロンテキャンパスライフチームは、学校でも
っとも親切なスタッフチーム。それは常に生徒
のことを一番に考えているから。-    
–コーデリア

*写真のような付属品は部屋についていません。写真は自分たちの好みに応じて部屋をどのように整えることができるかを示したものです。



「フードコミッティに入って良かったで
す。各国の料理について理解を深め、
初めての郷土料理を味わい、勉強以外
のことに友達と取り組むことができる
からです」 – Ruhi

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。施設は指定時間内での使用が条件です。

食堂
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。

図書館
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。

体育館と屋外競技場
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。
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キャンパスライフ
あなたが想像するブロンテカレッジでの生活を過ごすため、冒険

をスタートし、あなたの夢に向かって自信を持って進みましょう。
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。

施設
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MABeL

Mabel
2010年の学年
出身地: シンガポール
学科: 理学士, トロント大学,  
ハーバード理学士

20
20

年
の

学
年

ブロンテカレッジから卒業後に、興味深く注目すべきどんなチ
ャンスを得ましたか？
ブロンテカレッジの後、私はトロント大学にてグローバルヘルスの学士号を取得し、オンタリ
オ州公衆衛生にて大学インターンを経験しました。私はトロント大学にてグローバルヘルス
と、ハーバード大学T.H. Chan School公衆衛生大学にて行動科学の博士課程を終了する前
に、シンガポールで感染症の混合法研究を行いました。今は、アメリカ疾病対策センターで
下痢症状発生とコロナウィルスに対するヘルス・コミュニケーションに取り組んでいます。 

ブロンテカレッジで最も記憶に残る出来事はなんですか？
ブロンテカレッジで最も記憶に残るのは、ルームメイトやクラスメイトと充実した時間を過
ごすことが出来た事、ガイダンスカウンセラーや先生から個別のサポートを受けたこと、小
規模クラス、そして家族と呼べる友達とカナダで会えた事です。

ブロンテカレッジの下級生に伝えたいアドバイスは何ですか？
「素晴らしい先生たちからのサポートやガイドを最大限に活用してください。学業は時間
のかかるものですが、それでも友達や同級生と確実に楽しんでください。-私はブロンテで
沢山の親友と出会いましたよ！」

卒業生のメイベルです！メイベルはまず、2010年にシンガポール
からブロンテカレッジに来て、最近はアメリカ疾病予防管理セン
ターで働いており、ヘルスコミュニケーションに関する重要な仕
事を担っています。

野心的
知的
集中的
メイベルのブロンテカレ
ッジから大学への道のり
を読んでみてください。
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生徒には、スポーツ競技、クラブ活動や地域のコミュニティへの参加などの学校外活動を通して自己を成長さ
せる良い機会があります。 

あなたの情熱を見つけ、興味を発掘し、ブロンテカレッジで記憶に残る経験
を生み出しましょう。ブロンテカレッジのキャンパスは、あなたの人生を満た
して高める、明るくダイナミックな良い機会を約束します。

課外活動

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
生徒はプリフェクトカウンシルになるための応募のチャンス
があります。プリフェクトカウンシルはハイレベルな学業成
績の証明、模範的な行動、そしてリーダーシップを向上させ
たいと願うことを期待されます。プリフェクトカウンシルは、
全学年を統合し校風を作り、様々な生徒活動をまとめ、オー
プンハウスや学校行事でブロンテカレッジを代表することに
よって運営を支援します。

芸術
私たちのアートプログラムは芸術史、アートとデザインの要
素、メディア・リテラシー、写真、コンテンポラリーアート、演
劇を含む幅広いコンセプトとテーマを網羅します。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。

一年を通して、生徒は作品を学校中にディスプレイしたり、
理論と有用性の繋がりを作るための学校行事を開催する
機会を与えられます。

ブロンテカレッジ１２学年生が作成

学校外活動
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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 

個 別 指 導  

女子
男子

INTERNATIONAL 
BACCALAUREATE
DIPLOMA
PROGRAMME ADVANCED PLACEMENT

1   マクマスター大学 

2   トロント大学

3   ライアソン大学

4   ブロック大学

5   トレント大学

6   ウォータールー大学

7   ヨーク大学

学習プログラム

商学
• 会計学
• 経済
• ビジネスマネジメント
• マーケティング
• 数理統計学

35%

科学
• エンジニアリング
• コンピュータ科学 
• 物医学とライフサイエンス
• 環境学
• 情報技術

41%

芸術・社会学  
• コミュニケーション, 文化, 
  情報&テクノロジー
• 心理学
• 社会科学と人文科学
• アートと現代研究

17%

その他
• 建築学 
• アートとデザイン
• ホスピタリティ & ツーリズム
• 自動車工学

7%

学年

9-12
大学

98%
クラス平均人数

15
49% 51%

生徒の国籍
は31か国

トップの大学校

スナップ写真

• 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
ケ
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3 0 0 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300カナダドル（返金不可）が必要となります。

出願料の支払いフォームと成績表はEメール（admissions@brontecollege.ca）で提出可能です。

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

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、2022-2023年度のブロンテ学生として140ドルです。

	 ++	 学術的に優れた学生は、エクスプレスプログラムを受講する資格が与えられ、最高6つのコースを履修することができます。	
	 	 （12年生/大学準備/AP）
	+++	 学年11の数学はIBプログラムの前提です。	この前提条件を満たさない学生は追加料金を支払いコースを受講する必要があ	
	 	 ります。	オンタリオ州高等学校修了証書（OSSD）に向けて必須の単位が不足している学生は、追加費用を支払いコースを履	
	 	 修する必要があります。	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。2022-2023年度のDPIは約450ドルで、DP	IIは950ドルになります。
	++++	 日程は、寮規則と学校のアカデミックカレンダーに準じます。

	 *	 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。
	 ****	 キャンパスライフアクティビティ、担当者の監督のもとで行われるスタディセッション、旅行費用の大部分が含まれます。

年度学費一覧
2022-2023

授業料
9・10・11年（1学年8単位） $21,760.00 

12年（12年／進学準備／AP+コース6単位） $18,600.00

12年エクスプレスプログラム（12月-6月）
++

 $19,200.00
ESLプログラム（110 時間） $3,250.00

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 $22,000.00
学年１２ 国際バカロレア(DP II) の費用 $23,500.00

寮費（食事を含む）++++

一人部屋（秋学期と冬学期） $19,500.00
二人部屋（秋学期と冬学期） $18,000.00

四人部屋（秋学期と冬学期） $17,000.00

夏期（1か月あたり）7月または8月 $1,950.00

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）++++

ホームステイ料 $15,510.00 
－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） $650.00
出願料** $300.00
後見に関する宣誓書の作成費用*** $300.00
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) $1250.00/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
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