概要

• カナダ、アルバータ州の優秀な学区において勉学が行
われます。

• 学区内の各学校において700名以上の学生を受け入れ
ている確立された留学生プログラムです。
• 幅広いカリキュラムおよび選択プログラムが提供され
ます。

• 安全で協力的なホストファミリーのもとでホームステ
イを行います。

プログラム特典

• アルバータ州高校卒業証書
• ESL（第2言語としての英語）
• 国際学士号（IB）およびアドバンスト・プレースメン
ト（AP）

• パフォーマンス／ヴィジュアルアート、科学／技術、

Edmonton Public Schools, Centre for Education
One Kingsway, Edmonton, Alberta, カナダT5H 4G9
電話: +1-780-429-8249, FAX: +1-780-425-6405
Eメール: isp@epsb.ca, ウェブサイト:
http://internationalprograms.epsb.ca

所在地
エドモントンは豊富な緑地や水峡の自然美で有名な美しい街です。その
人口は100万人を超える成長都市です。街は安全で清潔で現代的で、優
秀な公共の教育システムと、世界的に有名なアルバータ大学を含む、数
校の名高い高校卒後教育機関を有しています。
留学生はアートフェスティバル、ダンスや演劇、プロホッケー、プロフ
ットボール、美味しい食事、さまざまなショッピングを経験することが
できます。エドモントンはまた、そのコスモポリタン的資質により、国
際レベルでの文化的、ビジネス的、娯楽的なパートナーとしての機会を
提供します。

スポーツなどの副次的プログラム

• 大学進学準備
プログラム詳細

•
•
•
•
•
•
•

学年: 幼稚園～12年生
学校年度: 9月～6月
入学時期: 9月または2月
学校の種類: 公立
設立: 1995年
週授業時間: 25時間
高校卒後教育機関への進学: 高校を卒業した留学生に
は、アルバータ州の総合大学、単科大学、専門学校、
および世界各地のほとんどの高校卒後教育機関への出
願資格が与えられます。

出願要件

• 必須英語レベル: なし
• 必須学力レベル: 修得科目について最低50%の及第レ
ベル

• 推薦状: 必須
• 出願締め切り: 開始の少なくとも3、4か月前であること
が望ましい

地域情報

•
•
•
•
•

アルバータ州の州都
人口: 1,000,000人
気温: -15°～25° C
環境: 都会
娯楽施設: ショッピングセンター、地域レクリエーショ
ンセンター、レジャーセンター、スケートリンク、ス
キー場、プール

• 世界的に有名なアルバータ大学を含む、数多くの名高
い高校卒後教育機関が所在する地域です。
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わずか数時間離れたところには、スキー、スノーボード、観光で有名な
ロッキー山脈もあります。

プログラム概要
エドモントン公立学校（EPS）はその教育プログラムについて、非常に
高い評価を得ています。当学区は1995年以来留学生プログラム（ISP）
を提供しており、毎年世界各国から700名以上の留学生を受け入れてい
ます。このプログラムは「やりがいがあり活動的な学習環境において学
生を教育する」という目的に向けて取り組まれ、確立されています。当
学校区の13の高校に通う学生はいずれも、有能で配慮深い教師、カウ
ンセラー、スタッフに支えられた質の高い教育を受けています。
当プログラムでは、カナダ人生徒と共に受講する州の定めたカリキュラ
ムが提供され、英語が母国語でない学生にはESLクラスも用意されてい
ます。ESLプログラムはフレンドリーかつやりがいのある雰囲気の中で
英語のスキルを磨けるようにデザインされています。学業優秀な学生に
は、国際学士号およびアドバンスト・プレースメント・プログラムが用
意されています。
アルバータ州のカリキュラムは、次のようなやりがいのある科目を中心
に構成されています:英語、社会科、数学、生物学、化学、物理学、美
術、キャリア・技術学習。さらに、アルバータ州の教育システムの必須
条件を満たしながら、いくつかの選択科目を受講して独自のプログラム
を作ることができます。エドモントン公立学区で12年生を卒業した学
生はカナダや国外の総合大学、単科大学、教育機関に出願することがで
きます。
留学生は流暢な英語力（世界で通用する実践的能力）を身につけた上で、
カナダ屈指の教育制度から卒業することができます。

施設と課外活動
エドモントン公立学校は学生の教育をサポートするための先進的な施
設を提供しています。その教育リソースには、コンピュータを駆使した
講義、科学実験室、ダンススタジオ、テレビスタジオ、図書館、技術セ
ンターなどがあります。

学校情報

•
•
•
•

学生の年齢: 5～20歳
クラスの規模: 22～28名
学校の規模: 300～2,500名
学生と教師の比率: 22～28:1

留学生

また、学生は素晴らしいスポーツ施設やレクリエーション施設を利用す
ることができます。サッカー、バスケットボール、バドミントン、クロ
スカントリースキーなどのスポーツを楽しんだり、興味のある学生は文
芸、写真、リーダーシップ教育などの課外活動を行ったりできます。

出願方法

• プログラム入学数: 700名以上
• 学区全体に対する入学割合: 1%
• 自国籍: ブラジル、中国、コロンビア、ドイツ、香港、

留学生プログラムの出願は、当方のウェブサイトまたは願書にある指示
に従って、Eメール（スキャン文書可）、宅配便または書留郵便によっ
て提出することができます。

インド、インドネシア、日本、韓国、マカオ、マレー
シア、メキシコ、ロシア、台湾、タイ、英国、アメリ
カ、ベトナム、その他多数

出願に不備がある場合は受理されません。出願には以下のものを添えて
下さい:
希望留学期間、生活態様、学校についての希望を含む、
必要事項をすべて記入した留学生プログラムの願書
パスポートのコピー
英語に翻訳された、過去2学年の成績証明書
英語に翻訳された、現在の教師または校長による推薦状
予防接種記録
18歳未満の場合、公証の後見人申告書（この文書はホームス
テイプログラムに参加する学生について提供される）
出願料、授業料および健康保険料の全額支払い

返金について

• 学生がエドモントン公立学校で留学を開始した以後、
返金は行われません。

• 到着の遅れについては、返金は行われません。
• 以下の場合については返金が認められます:
o 学生がエドモントン公立学校への入学を拒否され
た
o 学生が就学許可証を取得できなかった
o 9月30日以前に、学生がカナダの永住権を取得す
るか、学生の親が学生の学業プログラム期間内に
ついて有効な就労許可証、または就学許可証（プ
ログラム受講）を取得した

• すべての返金請求は書面にて行われる必要があり、返

不備の無い出願書類と料金の支払いを受け取った上で、出願の受理審査
が行われます。出願が受理されると、学生が市民権移民省から就学許可
証を取得するために必要となる、エドモントン公立学校の正式な入学許
可証が発行されます。就学許可証の申請書を記入して、カナダ市民権移
民省に送ってください。処理期間に余裕を持たせるために、就学許可証
の申請は少なくとも3、4か月前に提出することが推奨されます。

金の対象は支払い者のみに限ります。

ホームステイプログラム
エドモントン公立学校はカナダ・ホームステイ・ネットワーク（CHN）
と協力して、留学中にホームステイを必要とする学生を援助します。エ
ドモントン公立学校とCHNは、学生がエドモントンに留学中に十分な
サポートを得られるよう、暖かく友好的なホームステイを提供します。
留学生のホームステイのサポートの一環として、必要に応じて、学生お
よびホストファミリーの両方ともCHNのリレーションシップマネージ
ャーのサービスを受けることができます。留学プログラムのウェブサイ
トの「Homestay Program」をクリックすると、ホームステイのオンラ
イン申請書のリンクにアクセスできます。

留学生のサポート
留学プログラムのチームと学校のスタッフおよび学生が、留学生がスト
レスなく新しい環境に順応できるように援助します。お金や学校につい
ての問題、個人的な問題、あるいは卒業後の進学について、教師や学生
アドバイザーによるカウンセリングを受けることもできます。多国語を
話せるスタッフによる通訳、翻訳サービスも用意されています。
当学区内には、留学生の特殊な文化的状況について取り組む国際クラブ
のある学校も数多くあります。また、一人でカナダに滞在するストレス
を和らげるために、留学生がスタッフの援助を得て、ほかの留学生たち
と祝い事をしたり、社交的な集まりを持ったりすることも可能です。
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未来に向かって羽ばたく学生達!
エドモントン公立学校の学生は、その卓
越したシステムによる恩恵を受けること
ができます! その結果をご覧下さい!
•

アルバータ州の学生は、15歳国際標準
テストの科学と読解能力部門で世界のト
ップ10位以内に入っています。

•

エドモントン公立学校では、毎年留学生
の80%～100%が州の卒業免状試験の合
格水準に達しています。

15歳児国際標準テストの国際ランキング*
科学

読解能力

数学

1.
2.
3.
4.
5.
6.

シンガポール
アルバータ州
日本
エストニア
台北（台湾）
フィンランド

1.
2.
3.
4.
5.
6.

シンガポール
アルバータ州
香港（中国）、カナダ
フィンランド
アイルランド
エストニア

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

マカオ（中国）
カナダ
ベトナム
香港（中国）
北京・上海・江蘇・広東
（BSJG）（中国）
韓国
ニュージーランド
スロベニア
オーストラリア

7.
8.
9.
10.
11.

韓国
日本
ノルウェー
ニュージーランド
ドイツ

シンガポール
香港（中国）
マカオ（中国）
台北（台湾）
日本
北京・上海・江蘇・広東
（BSJG）（中国）
7. 韓国
8. スイス
9. エストニア
10. カナダ
11. オランダ

12.
13.
14.
15.

マカオ（中国）
ポーランド
スロベニア
オランダ、オーストラリア

12.
13.
14.
15.

12.
13.
14.
15.

アルバータ州
デンマーク
フィンランド
スロベニア

*経済協力開発機構（OECD）が行った調査および国際学習到達度調査（OECD PISA）の2015年国際テストによる。
学習到達度調査国際テスト (PISA) の得点は平均からの範囲として示され、アルバータ州の結果は充分な位置にあると言え
ます。 OECD PISAのウェブサイトをご覧下さい: www.pisa.oecd.org.
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素晴らしい学業成績

エドモントンの公立校の留学生は
教養課程において優秀な成績を
収めています!

 2016～2017 年のアルバータ州教育ディプロマコースにおいて、州の合格基
準に達した高校留学生の割合は:
 社会科 30-1:100%

 化学 30:98%

 数学 31:97%

 英語 30-2:97%

 純粋数学 30:94%

 科学 30:93%

 生物学 30:93%

 物理学 30:93%

 社会科 30-2:90%

 英語 30-1:87%

 2016～2017 年のアルバータ州到達度テストにおける中学校留学生の成績 –
合格基準以上の成績を収めた生徒の割合は、数学が 100%、理科が 67%、社
会が 50%、国語（Language Arts）が 50%でした。
 2016～2017 学年度における留学生の出席率は、ほぼ 100%です。
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