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ホームステイについて
CBEはカナダホームステイネットワーク（CHN）と連携して、15-19歳の
生徒を対象に、ホームステイプログラムを提供します。カナダ人の家族と
住むことは、カナダの文化を学び、英語を上達させる絶好の機会です。
カルガリーのホストファミリーは暖かく、フレンドリーで、安全であること
で知られています。
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CBEはCHNスタッフと協力してホームステイをサポートします。


CBEはCHNスタッフと協力してホームステイをサポートします。


CHNスタッフ（Relationship Managers）は質の高いホストファミリーを選び、
生徒にあったファミリーのマッチング、カストディアンの手配、滞在中の
サポートを行います。すべての生徒が、安全で幸せなホームステイの体験を
出来るように努めます。
緊急事態や問題が生じた際には、留学生と保護者はCHNスタッフに、24時間
いつでも連絡を取ることができます。
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ホストファミリーは留学生を家庭に暖かく迎え入れ、カナダの生活を一緒に
体験することを望んでいます。
ホストファミリーの選定プロセスは非常に厳しく、CHNスタッフはすべての
ホストファミリーが以下の条件を満たしていることを確認します。















ホストファミリーとしての適性があること（面接にて厳しく審査）
家庭訪問を実施ずみ
警察による無犯罪証明の確認
家庭における第一使用言語が英語であること
プライベートのバスルームと勉強部屋を提供できること
留学生の受入れに積極的であること
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留学生をすべての家族行事に加えること
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お問い合わせ先
お問い合わせ先
入学申込み手続き等に関する情報は、ウェブサイトをご覧ください。
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学ぶ、住むのに最適な街
カルガリー・カナダ
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カルガリー・カナダ

カルガリーについて

カルガリー教育委員会 について

学校や生徒について

カルガリーはカナダのアルバータ州にあり、人口130万人以上の活気に満ちた
国際都市です。カルガリーは友好的で、綺麗で、治安が良く、生活水準が
高いです。カルガリーには公費負担医療制度が備わっており、最先端の
アルバータ小児病院があります。

カルガリー教育委員会は世界中からの留学生を歓迎します。生徒の成功と
豊かでダイナミックな学習体験を作り出すことに専念します。生徒たちの
ために目標を定め、情熱を引き出し、成長を促し、そして社会意識に
結びつく学習を提供します。

私たちの教師は、アルバータ州政府の教員資格と教育課程の学士号を持っている
ことを必要とします。また、多くの教師が教育課程の修士号や博士号を取得し、
教育への情熱と愛情を持っています。

カルガリーは世界的に有名なカナディアン・ロッキー山脈や手つかずの大自然
から1時間の場所にあります。ハイキング、山登り、スキー、釣り、
キャンピング等、さまざまな野外活動ができます。
北米で最も美しい自然エリアに加えて、カルガリーでは文化的アトラクションや
多彩なレストラン、美しい公園や小道などが沢山見られます。
夏は平均気温が摂氏23度ほどで暖かく、快適に過ごせます。冬は平均気温が
摂氏0度で、「シュヌック」という偏西風が定期的に吹いて街全体を暖めます。
公共施設や住宅にはセントラルヒーティング（集中暖房）の設備が整っています。

カルガリーは住むのに最適な街です。









2009-2016年にわたって、医療制度・インフラストラクチャー・文化・環境
において、世界で最も住みやすい都市第5位に選ばれました。
(Source: Economic Intelligence Unit)
アルバータ州の高校生は、数学・科学・国語の学習到達度調査テストにおいて
英語圏の国々の中で上位にランクしています。(Source: Organization for
Economic Co-operation and Development, PISA, 2015)

カナダの中で最も晴れの日が多い都市として知られています。
（年間の日照時間：2,300時間）(Source: Calgary Economic Development,
lifeincalgary.ca)









カナダの中で最も経済的で住みやすい都市の一つに選ばれ、カナダ国内に
おいて唯一消費税が無い州です。 (Source: Calgary Economic Development
lifeincalgary.ca)
カナダのエネルギー産業の中心地であり、企業の本社が多くあります。
(Source: Calgary Economic Development, calgaryeconomicdevelopment.com)

カルガリー教育委員会（CBE）は、カナダ西部で最大の公立学校区を持ち、
235校以上の学校と12万人以上の生徒が在籍しています。
カルガリー教育委員会はアルバータ州政府の教育課程に沿っています。
アルバータ州の学校は、すべてこの教育課程に従わなければなりません。
高校教育過程を無事修了した生徒は、アルバータ高校卒業資格に必要な単位を
取得できます。

CBEは多彩な教科を提供します。


包括的な教育が受けられるように、生徒たちは主科目に加えて様々な選択科目を
受講することができます。生徒の目標やニーズ、興味に応じて、
留学生コーディネーターが各生徒に合った時間割を作成します。
また、留学生にはESLクラスが無料で提供されます。
留学生は積極的に課外活動に参加することを勧めます。カナダ人の友達を作る
良い機会です。
主科目 |

数学



社会







CBEの留学生は成功します。
高校（Grade10-12）では、留学生が充実した留学生活を過ごせるように
留学生コーディネーターがサポートします。

到着後に学校と社会生活に関するオリエンテーションを行います。
 




科学 (一般科学、生物学、化学、物理)
第2言語 （例：フランス語、スペイン語、等）

保護者と学校は常に繋がっています。
保護者は、学校が提供するウェブサイトを通じて、生徒の学習状況を把握する
ことができ、留学生コーディネーターとも直接連絡を取ることができます。
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高校3年生の卒業試験では、多くの生徒が化学、物理、生物、数学で
優秀な成績を納めています。
CBEの高校生は、International Baccalaureate (IB) と Advanced Placement
(AP) 試験において常に世界平均より高い得点を取得しています。
アルバータ州の生徒は、OECDが実施した2015年度学習到達度調査
（Programme for International Student Assessment 2015）の数学・科学・
国語の科目において、英語圏の国々の中で最も高い得点を取得しました。

カナダは勉強をするのに最適な国です。カナダ国内ではアルバータ州が
トップです。アルバータ州内では、カルガリーの生徒がリードします。

課外活動 | ほどんどのCBE校で参加可能:


カナダ人の友達に会う機会を作ります。

カルガリー教育委員会は学力で常に世界のトップにいます 。

選択科目 | いくつかのCBE校で受講可能 :


留学生が部活動等の課外活動に参加するように勧めます。

アルバータ州の高校卒業資格は世界中の大学、短大、専門学校で認められて
います。学校の進路カウンセラーが、生徒と卒業後の進路について話し合い、
大学等の入学申込みの手続きを手伝います。





留学生は1学期間から高校に入学ができます。1年以上在学する生徒は、
高校を修了してアルバータ州の高校卒業資格を取得することもできます。

高校卒業後はたくさんのチャンスがあります。


英語



１９８８年冬季オリンピックの主催国です。

カルガリーは自然の美に囲まれた活気に満ちた都市で、素晴らしい生活環境を
提供します。

すべてのCBE校で受講可能 :

安全で生徒一人ひとりを大切にする私たちの学校では、幼稚園から高校3年生
まで留学生を受け入れています。学校の選択は、生徒のニーズや通い易さに
基いて行われます。
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バスケットボール



フィールドホッケー



ラグビー



演劇





チェス



フットボール



サッカー



陸上





コーラス



野外活動



生徒会



バレーボール
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カルガリーは住むのに最適な街です。









2009-2016年にわたって、医療制度・インフラストラクチャー・文化・環境
において、世界で最も住みやすい都市第5位に選ばれました。
(Source: Economic Intelligence Unit)
アルバータ州の高校生は、数学・科学・国語の学習到達度調査テストにおいて
英語圏の国々の中で上位にランクしています。(Source: Organization for
Economic Co-operation and Development, PISA, 2015)

カナダの中で最も晴れの日が多い都市として知られています。
（年間の日照時間：2,300時間）(Source: Calgary Economic Development,
lifeincalgary.ca)









カナダの中で最も経済的で住みやすい都市の一つに選ばれ、カナダ国内に
おいて唯一消費税が無い州です。 (Source: Calgary Economic Development
lifeincalgary.ca)
カナダのエネルギー産業の中心地であり、企業の本社が多くあります。
(Source: Calgary Economic Development, calgaryeconomicdevelopment.com)

カルガリー教育委員会（CBE）は、カナダ西部で最大の公立学校区を持ち、
235校以上の学校と12万人以上の生徒が在籍しています。
カルガリー教育委員会はアルバータ州政府の教育課程に沿っています。
アルバータ州の学校は、すべてこの教育課程に従わなければなりません。
高校教育過程を無事修了した生徒は、アルバータ高校卒業資格に必要な単位を
取得できます。

CBEは多彩な教科を提供します。


包括的な教育が受けられるように、生徒たちは主科目に加えて様々な選択科目を
受講することができます。生徒の目標やニーズ、興味に応じて、
留学生コーディネーターが各生徒に合った時間割を作成します。
また、留学生にはESLクラスが無料で提供されます。
留学生は積極的に課外活動に参加することを勧めます。カナダ人の友達を作る
良い機会です。
主科目 |

数学



社会







CBEの留学生は成功します。
高校（Grade10-12）では、留学生が充実した留学生活を過ごせるように
留学生コーディネーターがサポートします。

到着後に学校と社会生活に関するオリエンテーションを行います。
 




科学 (一般科学、生物学、化学、物理)
第2言語 （例：フランス語、スペイン語、等）

保護者と学校は常に繋がっています。
保護者は、学校が提供するウェブサイトを通じて、生徒の学習状況を把握する
ことができ、留学生コーディネーターとも直接連絡を取ることができます。












美術


デザイン



言語



スポーツ医学

演劇



リーダーシップ



スポーツ行動学



ツーリズム



自動車整備





自動車サービス

起業・イノベーション



法学





コンピューター



ファッション



マーケティング



ビジュアルアート



建設



映像



音楽



溶接



美容





財務管理



体育





料理



情報処理



工学

ダンス



ジャーナリズム



心理学



写真






バトミントン



討論







高校3年生の卒業試験では、多くの生徒が化学、物理、生物、数学で
優秀な成績を納めています。
CBEの高校生は、International Baccalaureate (IB) と Advanced Placement
(AP) 試験において常に世界平均より高い得点を取得しています。
アルバータ州の生徒は、OECDが実施した2015年度学習到達度調査
（Programme for International Student Assessment 2015）の数学・科学・
国語の科目において、英語圏の国々の中で最も高い得点を取得しました。

カナダは勉強をするのに最適な国です。カナダ国内ではアルバータ州が
トップです。アルバータ州内では、カルガリーの生徒がリードします。

課外活動 | ほどんどのCBE校で参加可能:


カナダ人の友達に会う機会を作ります。

カルガリー教育委員会は学力で常に世界のトップにいます 。

選択科目 | いくつかのCBE校で受講可能 :


留学生が部活動等の課外活動に参加するように勧めます。

アルバータ州の高校卒業資格は世界中の大学、短大、専門学校で認められて
います。学校の進路カウンセラーが、生徒と卒業後の進路について話し合い、
大学等の入学申込みの手続きを手伝います。





留学生は1学期間から高校に入学ができます。1年以上在学する生徒は、
高校を修了してアルバータ州の高校卒業資格を取得することもできます。

高校卒業後はたくさんのチャンスがあります。


英語



１９８８年冬季オリンピックの主催国です。

カルガリーは自然の美に囲まれた活気に満ちた都市で、素晴らしい生活環境を
提供します。

すべてのCBE校で受講可能 :

安全で生徒一人ひとりを大切にする私たちの学校では、幼稚園から高校3年生
まで留学生を受け入れています。学校の選択は、生徒のニーズや通い易さに
基いて行われます。











水泳





バスケットボール



フィールドホッケー



ラグビー



演劇





チェス



フットボール



サッカー



陸上





コーラス



野外活動



生徒会



バレーボール
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CBEはカナダホームステイネットワーク（CHN）と連携して、15-19歳の
生徒を対象に、ホームステイプログラムを提供します。カナダ人の家族と
住むことは、カナダの文化を学び、英語を上達させる絶好の機会です。
カルガリーのホストファミリーは暖かく、フレンドリーで、安全であること
で知られています。
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CBEはCHNスタッフと協力してホームステイをサポートします。


CHNスタッフ（Relationship Managers）は質の高いホストファミリーを選び、
生徒にあったファミリーのマッチング、カストディアンの手配、滞在中の
サポートを行います。すべての生徒が、安全で幸せなホームステイの体験を
出来るように努めます。
緊急事態や問題が生じた際には、留学生と保護者はCHNスタッフに、24時間
いつでも連絡を取ることができます。
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体験することを望んでいます。
ホストファミリーの選定プロセスは非常に厳しく、CHNスタッフはすべての
ホストファミリーが以下の条件を満たしていることを確認します。















ホストファミリーとしての適性があること（面接にて厳しく審査）
家庭訪問を実施ずみ
警察による無犯罪証明の確認
家庭における第一使用言語が英語であること
プライベートのバスルームと勉強部屋を提供できること
留学生の受入れに積極的であること
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留学生をすべての家族行事に加えること
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お問い合わせ先
お問い合わせ先
入学申込み手続き等に関する情報は、ウェブサイトをご覧ください。

cbeinternational.ca
Calgary Board of Education
Global Learning
1221 - 8 Street S.W.
Calgary, Alberta, Canada T2R 0L4
t | 1-403-817-7711
f | 1-403-294-8299
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