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Munro Academy
だけの魅力
生徒:教師 比率：９：１

英語学習環境：6％のVISA留学生
学習プログラム：小学校、中学・高校課
程/大学準備課程、統一されたESLクラ
ス、夏ESLキャンプ
住居：年間ホームステイプログラム
学習環境：暖かく、
ケア深く、支援的
選択科目：フランス語、微積分学、上級
音楽クラス、演劇、陸上部、ボランティ
ア、生徒会、生徒ワーシップチーム、バレ
ーボール部、
イヤーブック編集部
異文化交流の機会：年に1度の中学3
年生 - 高校3年生対象の国際奉仕活動
旅行
授業料：
登録料 - $100
授業料 - $14,450
ホームステイ - $800/月々 × 10ヶ月

ノヴァスコシア州ケープブレトン島とは？

ケープブレトン島の住民はスキー、
スノーボード、野生公園、ハイキング、
水泳、
ビーチ、
クジラ見学、ボート、
レイザータグ、
ヴァーチャルリアリティー
スタジオ、図書館、買い物、多様な国々のレストランや食材スーパー、全て
のジャンルにおける音楽コンサート、映画館や劇場など。
また、
ダンスや美
術、
クラフト、マーシャルアーツ、
スケート、音楽、演劇のレッスンを受講す
ることもできます。親子共に充実できる、多くの機会がここにあります！ケー
プブレトン島は2011年度には”北アメリカで最も人気のある観光島”として
選ばれました。(Travel and Leisure Magazineより)

Munro Academy

Munro Academy ボールズクリークキャンパス - 小学校（幼稚園 - 小学５
年生）- Munro Academyの小学生校舎はボールズクリークに位置し、
シ
ドニーから車で８分で着き、逆方面のノースシドニーからも８分で着きま
す。４エーカーの広さに校舎からは大西洋の眺望があり、
フェリーの出入
りを見ることもできます。
また、校舎周辺の松の木に白頭鷲が座っている
光景を見ることができます。
また、放課後は校庭にて鹿が歩き回る様子を
見ることもできます。空気はほんのり海の香りを漂わせ澄んた空気です。
Munro Academy ノースサイドキャンパス - 小学校高学年/高校生（小学
６年生 - 高校３年生）- 無料のスクールバス送迎含む - 生徒数と規模の
拡大に伴い、2018年9月、Munro Academyはシドニーマインズ地域に第
２校舎を開校しました。
ノースサイドMunro Academy校舎は６年生から
高校３年生までの生徒対象のメイン校舎であり、ボールズクリーク校舎よ
りバスで12分で着きます。36,000平方フィートの敷地のノースサイド校
舎には体育館や音楽室、美術室、科学室を含む全17教室が完備されてい
ます。
また、
こちらの校舎には活気溢れる生徒室と留学生室があります。
こ
の校舎は他にも、サッカー場や図書館、ESL教室、音楽/演劇スペースなど
も完備しております。Munro Academyでは生徒の登下校の時間帯に合わ
せ、2つの校舎間で無料バスの送迎があります。

特徴
特徴

Munro Academy の留学生はどんなサポー
Munro Academy の留学生はどんなサポー
トを受けられるのか？
トを受けられるのか？

Munro Academyは質の高い教育を提供します。Munro
Munro Academyは質の高い教育を提供します。Munro
Academyの高校課程教育はノバスコシア州の学生と同等
英語学習サポート
Academyの高校課程教育はノバスコシア州の学生と同等
英語学習サポート
もしくはそれを上回る結果を残しています。
ほぼ100％の
Munro
Academy の留学生は英語学習のみならず、全科目
もしくはそれを上回る結果を残しています。
ほぼ100％の
Munro Academy卒業生はカナダ全域で大学に進学してい
Munro Academy の留学生は英語学習のみならず、
全科目
の学習をフルにサポートを受けられます。
留学生は毎日一
Munro
Academy卒業生はカナダ全域で大学に進学してい
ます。
我が校の卒業生のほとんどが大学課程で年間奨学金
の学習をフルにサポートを受けられます。
留学生は毎日一
対一、
もしくは小グループになり、ESL教師が宿題や学習サ
ます。我が校の卒業生のほとんどが大学課程で年間奨学金
を受け取っています。
対一、
もしくは小グループになり、
ESL教師が宿題や学習サ
ポートをします。
必要であれば、英語学習者に合わせたレベ
ー
を受け取っています。
ポートをします。
必要であれば、
英語学習者に合わせたレベ
ル調整も可能です。
て Munro Academyはグローバルインパクトプログラムを提供
Munro
Academyはグローバルインパク
トプログラムを提供 ル調整も可能です。
します。
グローバルインパク
トプログラム(希望者のみ)は年
します。グローバルインパク
トプログラム(希望者のみ)は年 他にはどんな留学生ケアがあるのか？
に1度ある、
中学校3年生−高校3年生までの生徒対象の国
他にはどんな留学生ケアがあるのか？
に1度ある、中学校3年生−高校3年生までの生徒対象の国
際奉仕旅行です。
これまで、
ドミニカ共和国、ボリビア、ベリー 9 健康保険
際奉仕旅行です。
これまで、
ドミニカ共和国、
ボリビア、ベリー 9 健康保険
ズ、
エチオピア、
ドイツ、
イスラエル、
ケニアで奉仕活動をし
9 キャリア相談や大学進学カウンセリング
ズ、エチオピア、
ドイツ、
イスラエル、
ケニアで奉仕活動をし
てきました。
このプログラムは大抵、
２学期中に〜２週間ほ
9 キャリア相談や大学進学カウンセリング
9 小グループサポートシステム - 食事、
ゲーム、観光(留学
てきました。
このプログラムは大抵、
２学期中に〜２週間ほ
どの期間で行われます。参加生徒には奉仕旅行と渡航前と
9生指導者が引率)
小グループサポートシステム - 食事、
ゲーム、観光(留学
どの期間で行われます。
参加生徒には奉仕旅行と渡航前と
後の学習や準備を認め、
１単位が与えられます。
参加希望
生指導者が引率)
後の学習や準備を認め、１単位が与えられます。参加希望
生徒は面接とこれらの人生を変えるであろう機会について、
ホームステイ先の待遇は？
生徒は面接とこれらの人生を変えるであろう機会について、
エッセイを提出するこ
とにより参加申込が可能です。
ホームステイ先の待遇は？Academyのホームステイ提供
家から遠く離れた家...Munro
エッセイを提出することにより参加申込が可能です。
家から遠く離れた家...Munro Academyのホームステイ提供
Munro Academyは大学進学促進プログラムをケープブレ
者は留学生のプロフィールや性格を基に慎重に選出し、
マ
Munro Academyは大学進学促進プログラムをケープブレ
者は留学生のプロフィールや性格を基に慎重に選出し、
トン大学にて受けるこ
とができます。大学進学促進プログラ ッチングするホームステイ先をご紹介します。
ホームステイマ
トン大学にて受けるこ
とができます。
大学進学促進プログラ
ッチングするホームステイ先をご紹介します。
ホームステイ
ムではMunro Academyの高校2年生と高校3年生対象にケ 受入者は留学生をMunro
Academy在学中に暖かく、
愛を
ムではMunro Academyの高校2年生と高校3年生対象にケ 持ってサポートする環境を提供する責任を持っています。
受入者は留学生をMunro Academy在学中に暖かく、愛を
ープブレトン大学にて大学1年生の指定の授業を受けるこ
ま
ープブレトン大学にて大学1年生の指定の授業を受けるこ
持ってサポートする環境を提供する責任を持っています。
とができ、
大学の単位を獲得することができます！これらの
た、
1日3食の提供、個人寝室の提供、学校や他のイベント等ま
とができ、大学の単位を獲得するこ
とができます！
これらの の場所への送迎をします。
た、1日3食の提供、個人寝室の提供、
学校や他のイベント等
単位はMunro
Academy卒業単位として認定され、
ケープブ
家族の慣習やイベントにも参加
単位はMunro
Academy卒業単位として認定され、
ケープブ
の場所への送迎をします。
家族の慣習やイベントにも参加
レトン大学進学の場合、卒業単位としても認定されます。
ま
し、
英語学習のサポートのための家での日常会話、
コミュニ
レトン大学進学の場合、
卒業単位としても認定されます。
し、英語学習のサポートのための家での日常会話、
コミュニ
た、
このプログラムではMunro
Academyの生徒がケープブま ケーションがとれる環境があり、
英語学習の向上と人間関係
た、
このプログラムではMunro
Academyの生徒がケープブ
ケーションがとれる環境があり、
英語学習の向上と人間関係
レトン大学進学を無条件で保証します。(最低2年の高校課
を築く
ことができます。
レトン大学進学を無条件で保証します。
を築くことができます。
程修了必須)
- 経済的補助と奨学金あり (最低2年の高校課
程修了必須) - 経済的補助と奨学金あり

Munro Academyとは？

Munro Academyは宗教や信仰的背景の隔たりなく、全ての生徒を対
キリスト教系私立進学校です。本校の教師らはカトリック派を始め、様
々な教派のプロテスタントの背景を持っています。本校の教師らは生
徒を知識的、精神的、感性的に、
また社会性を持ち、世界４大陸を舞台
に活躍する人材教育に取り組んでいます！本校の卒業生らはそれぞれ
の環境にて周りに良い影響力となり大いに活躍しています。

Munro Academyの功績と賞
Munro Academyの学生はグローバルな革新者であり、誠実な環境保
護問題専門家です！
•

Zayed Future Global Energy 賞（アメリカ局）- 2015年度グリー
ンエネルギー起業家プロジェクトにて受賞

•

Canadaʼs Greenest School - 名誉賞 - 2015 - 環境問題につい
て先見性を持ち、学校の暖房を空気暖房システム、炭素中性バイ
オマスシステム、地域の補助電気源である光電池の配電網のソー
ラーパネル開発に携わる

•

The Nova Scotia Mobius Awards of Environmental
Excellence 2016 - 年度最高団体賞 - 学校や大学、病院などの
組織において環境的で革新的な行いを称え授与される

•

カナダ若者革新的環境問題解決賞 - 2015 ケープブレトン地域
自治体賞

ご相談はこちらまで

Munro Academyのプログラムについてもっと詳しく知るには？こちらの
WEBサイトまで。website www.munroacademy.org もしくは、
こちらの
学校事務所までお気軽にご連絡ください。info@munroacademy.org.

