現地人と共に住み学びましょう！

訪問客として来て、家族として帰国する。

英語学習を温かくて思いやりのある、学びに適し
た環境がここにあります。

家族として訪れ、
お子様の英語力が花咲く様子を、英
語に存分に浸れる環境で実体験してみてください。

留学生家族プログラム
世界中の留学生家族を歓迎しま

す！Munro Academyの留学生家族プ
ログラムは父母共に、
自然豊かで美
しいカナダ・ノバスコシア州ケープ

ブレトン島にてお子様とフルに英
語に浸れるプログラムに参加で
きます！

ノバスコシア州ケープブレトン島

北アメリカで最も人気のある島！

けることができます。留学生は
Munro Academyで学習する利点
毎日一対一、
もしくは小グルー
• 生徒と教師の割合: 9:1
Munro Academyは宗教や信
プになり、
ESL教師が宿題や学
仰的背景の隔たりなく、全ての
• 英語学習環境: 約5%の学生がビザを持
生徒を対象とする私立のクリス 習サポートを受けられます。必
つ留学 生です。
チャンスクールです。本校の教 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。
師らはカトリック派を始め、様
• 充実した家族ケア: Munro Academyの
々な教派のプロテスタントの
家族である私達が住居の問題や地域環
背景を持っています。本校の教
境における問題解決をフルにサポートし
師らは生徒を知識的、精神的、 留学生家族プランの内訳は？
ます。
感性的に、
また社会性を持ち、 登録料:
• 留学生家族とホームステイ家族は定期
世界４大陸を舞台に活躍する 生徒1人当たり - $100
的に共に集います: 行事 食事、
ゲーム、パ
人材教育に取り組んでいます！
ーティーなど。新たなコミュニティとの交
本校の卒業生らはそれぞれの 授業料:
流、新たな友情、長期の友好関係を結ぶ
1人目 - $12,000
環境にて周りに良い影響力と
ことができます。
なり大いに活躍しています。
料金:
• 実体験を通して学習する機会: 生徒らは
宿泊費 - $1500
カナダについて現地スポットにて校外学
到着前から家・部屋探し、乗用
Munro AcademyではESLサポ 車購入・レンタル、保険、生活
習やスポーツ、
アートプログラムなどの様
ートを受けられるのか？
々な経験を通して学ぶこ
とができます。
用品、空港出迎えのサポート等
(詳細につきましては、”居住
Munro Academy の留学生は
• 環境管理 - 私達は環境問題を解決します！
サービス”の項目をご覧くださ
英語学習のみならず、全科目
私達は生活環境面で何か問題があれば、
い。)
の学習をフルにサポートを受
責任者として共に解決、改善していきます。

Munro Academyとは？

ノバスコシア州ケープブレトン島とは？
ケープブレトン島に住む家族らはスキー、
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)
知識、産業、文化の中枢であるケープブレトン島、
シドニーはケープブレトン大学がある場でもあ
り、J.A.ダグラスマッカルディー空港やメイフラワーモールなどがあります。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。

居住サービス(任意)
モンローアカデミーの居住サービスは、留学生とその同伴の家族がカナダで、
スムーズに安心した暮らしができる
よう、全力でサポートしていきます。
到着前のサービス
賃貸物件探しのお手伝い
9 物件探し

9 物件に関する情報や写真を提
供(家の状態、近所、設備、通学
時間など)

9 賃貸借契約(1ヶ月分の家賃と1
ヶ月分の預金が必須です)
公共サービス
9 電気、携帯電話、
ガス、
インター
ネット、
ケーブルテレビ
その他

9 運転免許証の有効化(任意)

到着後のサービス
空港までの送迎
9 車で送迎(最大5人まで乗車可
能)
基本サポート
9 携帯電話の契約
9 地図とナビの購入
9 後払い国際電話カードの購入
9 生活必需品の購入

銀行
9 カナダでの銀行口座開設
買い物に関する情報
9 家具: 家具専門店
9 電子機器: Best Buy
9 学用品: Staples
9 生活必需品:Wal-Mart,
Superstore など
9 食料品: Superstore, Sobeys など
車の購入
9 滞在期間や予算を考慮した、
自
動車購入の同伴サポート
運転免許証
9 ノバスコシア州での運転免許
証へ切り替えを行うサポート
(最新の運転免許証、翻訳証明
書、
ビザが必要)
自動車保険
9 自動車保険申請のサポート
*現在加入している保険会社が
発行した、英文での無事故・無
違反証明書が必要になりま す。
税関
9 海外に引越しの際、都市部にあ
る税関事務所への予約や同伴
サポート

プログラム費用
1500カナダドル

道案内
9 通学路や図書館、
コミュニティ
ーセンター、
ショッピングセンタ
ーなどへの道案内
賃貸補助
9 入口のセキュリティコード接続
と使用について

9 ゴミ: ゴミ捨て場やリサイクル方
法について

9 家庭用品の使用 (冷蔵庫やオー
ブン、食洗機、洗濯機、
ドライヤ
ーなど)
9 住宅保険への加入

日常生活に関する情報

9 近所のコミュニティーセンター
や図書館でのプログラムへの同
行(図書館カード作成などのサ
ポート)
9 小切手の登録と家賃支払いの
サポート

9 地図を使った道案内

9 自動車のガス補充

9 地域病院やウォークインクリニ
ック(予約不要で通院可能な診
療所)についての情報

家庭教師/塾
9 地域で受講可能な学習サポー
トに関する情報提供
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