
アルバータ州への留学  
よくある質問 

注: この「よくある質問」は、アルバータ州の一般的な慣行を紹介するために

作成されたものです。具体的な留学先の選択後、必ず管轄の学区に詳細をご確

認ください。 

滞在形態: 住む場所の手配 

• 留学中、家族付き合いをしている友人や親戚の家に住むことはできますか。はい、できます。 
はい、あります。  留学生の中には、アルバータ州での留学期間中、家族ぐるみの友人や親戚 (カ

ナダの法的地位を有する成人) の家に滞在する方もいます。  このような滞在の手配は、留学生本

人またはご家族の方が個人的に行います。 
• アルバータ州民宅でのホームステイは可能ですか。 ホームステイの場合、留学生には個室と 1 

日 3 回の食事が提供されます。また、それだけにとどまらず、  ホストファミリーは留学生にと

って第 2 の家族のような存在となり、両親や教師とも定期的に連絡を取り合います。 
ホームステイは通常、管轄の学区を通じて手配されます。 ほとんどの学区にはホームステイ コ

ーディネーターがおり、責任感と熱意のある適格なホストファミリーを斡旋します。 ホストファ

ミリーについては慎重な選択のうえ家庭の視察も行い、その留学生に合ったファミリーであるこ

とを確認します。 
ホームステイの手配料金は 200～800 カナダドル、  ホームステイ先での 1 か月あたりの費用

は、400～800 カナダドルです。 
• どのような文化的背景のホストファミリーが斡旋されますか。 

カナダの民族構成は非常に多様であり、斡旋されるファミリーの文化的背景はその都度異なりま

す。  ホストファミリーの選択において考慮される重要な要素は、家庭で主に話される言語が英語

であることです。 
• 斡旋されたホームステイが気に入らなかった場合はどうすればよいですか。 

留学生活でのコミュニケーションには困難が伴い、これによる問題も頻繁に発生するでしょう。  
留学生には、ホストファミリーに積極的に質問したり、問題があれば相談することが期待されま

す。 また、各学区には専任スタッフが配置されており、ホームステイに関する問題の解決をサポ

ートします。  
• 寮に住むことはできますか。 

アルバータ州の学校のうち数校は寮施設を備えており、留学期間中の滞在を受け入れています。  
寮を利用する場合は、何かあったら寮監督に相談するとよいでしょう。  寮施設の利用が可能かど

うかについては、管轄の学区にお問い合わせください。 
• 後見人を用意する必要がありますか。はい、あります。 

はい、あります。 アルバータ州への留学生には、留学中、州内に法的後見人を有することが義務

付けられています。  留学生の両親がアルバータ州にいない場合は、友人または親戚、ホストファ

ミリー、学区担当者、寮監督などを一時的な法的後見人とすることができます。  後見人に関する

具体的なご質問は、管轄の学区までお寄せください。 



• アルバータ州内外の各地に自分 1 人で旅行することはできますか。 
いいえ、無断ではできません。ご両親から書面で明確な許可を得、ホストファミリーや後見人、

ホームステイ コーディネーターのサポートを受ける必要があります。  旅行に関する各学区の方

針については、管轄の学区にお問い合わせください。 

予算: アルバータ州での留学費用 

• アルバータ州に留学する場合、授業料はどの程度かかりますか。 
アルバータ州における留学生向けの授業料の目安は以下のとおりです。 
-  1 学期 (5 か月間): 4,000～6,000 カナダドル  
- 1 学年度 (10 か月間): 8,000～11,000 カナダドル 
- 夏期プログラムの料金は、各プログラムの期間や密度によってさまざまです。 
より正確な授業料については、管轄の学区にお問い合わせください。 

• 授業料には諸費用がすべて含まれていますか。 
管轄の学区によって異なり、  教科書や交通費、課外活動などの費用が別途発生する場合がありま

す。 
• 費用は払い戻し可能ですか。 

申請費用の返金は、通常認められません。   
授業料の返金は、以下のような場合に認められることがあります。 
 学期の授業開始前で、取り消し通知が妥当な期間内に行なわれた場合。 
 就学許可 (学生ビザ) が認可されなかった場合。 
 留学生が永住者となった場合  (現行学年度の 9 月 30 日以前に限る)。 

返金に関する具体的な方針については、必ず管轄の学区にご確認ください。 

第 2 言語としての英語 (ESL) 

• アルバータ州への留学前に英語をマスターしておく必要がありますか。 
いいえ、その必要はありません。ただし、英語の基礎を身に着けておくことは決して無駄にはな

りません。  多くの学区では、第 2 言語としての英語 (ESL) に関するサポートが用意されてお

り、留学プログラムの一環として提供されます。  詳細については、管轄の学区にお問い合わせく

ださい。 

アルバータ州の学校: どこで学ぶか 

• 学校選びはどのように進めればよいですか。 
アルバータ州の学校は、学区 (または学校管轄区、学校地区、教育委員会) と呼ばれる地理的行

政区画に分類され、  それぞれの学区が留学生の願書受付および入学許可を行います。  留学先の

決定にあたっては、アルバータ州留学カタログを参照し、各学区によって異なるプログラム内容

を確認することをお勧めします。  決定したら、あとは学区に直接申請するだけです。  
 
 
 



• 留学先の学校は私立と公立のどちらになりますか。 
HYPERLINK "http://www.studyinalberta.ca/media/63032/cs3_abed_inted_k-
12catalogue_finalrev2%20web.pdff" アルバータ州留学カタログ に記載されている学区に属する学校

は、いずれも政府が出資する公立学校です。また、アルバータ州の学校の大半は公立またはカト

リックに分類されます。 
私立学校をご希望の場合は、個別に情報収集を行う必要があります。  なお、アルバータ州の私立

学校で公立学校と同様の国際的に認められたカリキュラムを採用しているのは、正式な認可を受

けた学校のみですのでご注意ください。 
• 「公立」学校と「カトリック」学校の違いは何ですか。 

アルバータ州のカトリック学校と公立学校はいずれも公的資金で運営され、世界的に認められた

アルバータ州のカリキュラムを採用し、生徒たちの学問的および身体的、精神的、社会的ニーズ

に対応しています。 カトリック学校と公立学校の最大の違いは、カトリック学校では上記に加

え、生徒の宗教的ニーズもカバーするという点です。 各学年で宗教学習を扱い、その取得単位は

アルバータ州の高校卒業資格または修了証明書の必要単位としてカウントされます。 カトリック

学校は、カトリック信仰の基礎的な指導を通じて確固たる社会的正義・公正の精神を育てる場で

あり、 信仰や文化的背景の別を問わず広く生徒を受け入れています。 
• 学年度の途中から留学してもよいですか。 

アルバータ州では一般的に 9 月から 6 月が学年度となり、  高校の学期は 9 月から 1 月、2 月

から 6 月です。  各学区の正確なスケジュールや途中入学に関する方針については、管轄の学区

にお問い合わせください。 
• 生徒の休暇スケジュールを教えてください。 

アルバータの学年度は 9 月から 6 月であり、  生徒たちには以下の休暇があります。 
o 2 週間の冬休み (12 月中旬から 1 月上旬) 
o 1 週間の春休み (3 月または 4 月) 
o 2 か月の夏休み (7 月から 8 月) 
o 土日を含む 3 連休 (学年度を通じて数回) 

各学区の実際の休暇スケジュールについては、管轄の学区にお問い合わせください。 
• 留学生が参加できる校外学習やキャンプ、特別活動はありますか。 

o 授業に関連する校外学習は、多くの場合、各学校単位で用意されています。 
o 校外での課外活動は、学校または学区、ホームステイのプログラムに含まれている場合が

あります。 
o スポーツや音楽、芸術プログラムなどの補助的活動は、学校または地域団体によって運営

されます。 
留学生向けの活動は、管轄の学区によってその内容が異なります。  必ず学区のウェブサイトを参

照するか、学区にお問い合わせください。  
なお、これらの活動には追加費用が必要となる場合がありますのでご了承ください。 
 
 
 
 



申請手続き 

• 申請方法を教えてください。 
1. リサーチをする 

留学体験をより有意義なものにするには、自分のニーズや目的に最も合ったプログラムを見つ

けることが大切です。  最適なプログラムを選択するには、プログラムの場所や期間、特別プ

ログラムの内容、入学資格、滞在形態、費用など、さまざまな要素を考慮する必要がありま

す。  まずは  
HYPERLINK "http://www.studyinalberta.ca/" アルバータ州留学ウェブサイトを参照して、必要な

情報を集めましょう。 
2. 行きたい学校を見つける 

アルバータ州内のどの場所に留学するかが決まったら、管轄の学区に連絡し、どの学校やプロ

グラムが自分に合っているか、アドバイスを受けましょう。  スタッフが学区のプログラムに

関するあらゆる情報と必要書類を提供し、申請手続きの詳細をご説明します。 
3. 学区に申請する 

申請手続きは学区によって異なりますが、生徒からの一般的な必要提出物は以下のとおりで

す。 
o 申請費用 (学区によって異なるが、通常返金不可) 
o 在籍校校長からのリファレンス レター 
o 最新の成績表 
o 過去 2 年間の学業記録 (成績証明書) のコピー 
o 後見人関連書類 

4. 授業料を支払う 
申請承認後、学区から授業料を支払うよう通知があり、  支払い受領後に入学許可証が発行さ

れます。  なお、留学生の費用支払い方法や申請手続きは学区によって異なりますので、 具体

的な手続き方法については必ず管轄の学区にお問い合わせください。 
5. 就学許可を申請する 

ここまでの手続きが済んだら、次は就学許可の申請です。  就学許可申請の際は、入学許可証

を添付する必要があります。  就学許可はカナダ政府によって発行されます。 
就学許可 (留学ビザ) 申請規定に関する最新情報は、HYPERLINK 
"http://www.cic.gc.ca/english/study/index.asp" Citizenship and Immigration Canada (カナダ市民権

・移民省) のウェブサイトでご確認ください。 
6. アルバータ州に到着 

アルバータ州到着に向け、必要な手配をすべて済ませておきましょう。 
• 就学許可の取得にはどの程度の期間が必要ですか。 

出身国によって異なり、数週間から 3～4 か月ほどかかります。  
• 就学許可の取得が間に合わなかった場合はどうすればよいですか。 

管轄の学区に状況を説明し、アドバイスを求めてください。 
• 申請には期限がありますか。 

申請期限は管轄の学区によって異なります。 学区のウェブサイトで申請手続きについて確認する

か、直接お問い合わせください。 



学校プログラム 

• どの科目を履修すればよいですか。 
留学生の場合、以下の 3 種類の科目があります。 
o 必修科目 

卒業に必要な全生徒対象の科目として、英語またはフランス語の言語科目、数学、科学、社

会、体育、キャリアと生活経営 (CALM) があります。 
また、宗教を扱う学校では、上記に加えて宗教または道徳指導科目への参加を必要とする場合

があります。 
o 選択科目 

選択科目の受講可否やその内容は、学校ごとに異なります。  選択コースには、第 2 言語、美

術、音楽、保健、家庭科、コミュニケーションおよび社会的技能教育、職業訓練、コンピュー

タ＆テクノロジー (CTS) などが含まれます。   
o 第 2 言語としての英語 (ESL) 

英語に関するサポートが必要な生徒は、通常、第 2 言語としての英語 (ESL) の授業を受講しま

す。  ESL の授業では、生徒が必要な言語能力を習得できるよう、また、アルバータ州での生

活を通して遭遇する文化的価値観や社会常識に順応できるようサポートします。  ESL プログ

ラムの内容は、学校および学区によって異なります。 
• どの授業を受けるかは自分で選ぶのですか、それともあらかじめ決まっているのですか。 

留学生本人にとって最適、かつ教育上有意義な選択ができるよう、教師陣や校長、スクール カウ

ンセラーがサポートします。  通常、留学生は初回登校時にこれらのスタッフと対面し、授業の時

間割を作成します。  教師陣や校長、スクール カウンセラーは、生徒自身の興味や過去の成績、

年齢、英語能力など、さまざまな要素を考慮したうえで、最も適切な授業構成を決定します。 
• 母国ですでに履修済みの科目はどうなりますか。 

留学先の学区により、校長またはスクール カウンセラー、生徒支援スタッフ、留学プログラム 

コーディネーターのいずれかが生徒の成績証明書を確認し、母国で履修したコース単位がアルバ

ータ州で認められるかどうかを判断します。 
• 留学生もカナダ人の生徒と同じ授業を受けるのですか。 

はい、あります。 ほとんど (ESL 以外) の授業は、カナダ人の生徒と一緒に受けることになりま

す。 ただし一般のクラスでも、教師は留学生が英語の学習中であることに配慮します。 
• アルバータ州の高校卒業資格を取得するにはどうすればよいですか。 

アルバータ州の最も基本的な高校卒業資格を取得するには、以下を含む 100 単位を取得する必要

があります。 
o 英語 (30 レベル) 
o 社会 (30 レベル) 
o 数学 (20 レベル) 
o 科学 (20 レベル)、または化学 20、または生物 20、または物理 20 
o 体育 10 
o キャリアと生活経営 (CALM) 
o 2 学年 12 コース (10 単位) (英語と社会を除く) 

 

 

 



o CTS、または美術、または第 2 言語の任意のレベルで 10 単位 
   少々複雑に思われるかもしれませんが、学校スタッフが丁寧にアドバイスしますのでご安心く   

   ださい。 
• アルバータ州の高校卒業資格を取得するには、どの程度の期間が必要ですか。 

アルバータ州到着時の英語レベルや母国での学習内容などによってさまざまです。  多くの場合、

ESL を受講する必要がある生徒はカナダ出身の生徒よりもアルバータ州高校卒業資格取得に長期

間を要し、  少なくとも 4 年かかるケースがほとんどです。  本格的にアルバータ州の卒業資格取

得を目指している方は、すぐにでも学校に連絡し、計画を立てましょう。 
• アルバータ州の高校卒業資格を持っていると、大学進学に有利ですか。 

アルバータ州の高校卒業資格は、レベルの高い教育を受けたことの証明となります。  アルバータ

州の卒業資格があり、優秀な成績を維持していれば、カナダおよびアメリカのほとんどの中等後

教育機関への入学申請が可能です。 

アルバータ州の留学生とは 

• アルバータ州ではどのような国からの留学生が学んでいますか。 
アルバータ州には、世界各国から多くの生徒が留学しています。  一般的な学年度には、40 か国

以上からおよそ 1100 人の留学生が正規留学または交換留学でアルバータ州にやってきます。 
• 正規留学と交換留学の違いは何ですか。 

正規留学の生徒は通常、留学期間中親戚またはホストファミリー宅に滞在します。  また、多くの

生徒はより長期間 (数か月から数年) にわたって滞在し、場合によってはアルバータ州の高校卒

業資格を取得します。 
交換留学の生徒は、アルバータ州教育省の認可を受けた相互交換留学プログラムを利用して短期

間アルバータ州に滞在し、学習します。  交換留学生はアルバータ州民である現地の生徒とともに

学び、お互いの文化や言語を紹介し合います。 提携校の情報など詳細については、Student 

Language Development Exchange (言語学習・交換留学) ウェブページをご覧ください。 

健康保険 

• 留学生は必ず健康保険に加入しなければなりませんか。 
はい、生徒は全員、健康保険に加入する必要があります。 有効な就学許可を保持し、アルバータ

州に 1 年以上滞在する留学生は、アルバータ ヘルス ケアを利用できます。  なお、アルバータ 

ヘルス ケアは基本的な医療費のみを対象とするものであり、歯科治療や処方薬はカバーされませ

んのでご注意ください。 
一部の学区では、留学生に民間の健康保険への加入を義務付けています。 健康保険加入に関する

各学区の方針については、管轄の学区にお問い合わせください。 

 
 
 
 
 



その他の質問 

• アルバータ州への留学中に働くことはできますか。 
いいえ、できません。K-12 システムに属する留学生がいかなる形態であれ雇用を受けることは法

律で禁止されています。 
• アルバータ州の成人年齢は何歳ですか。 

アルバータ州では、18 歳以上が成人と見なされます。 
• アルバータ州に留学するための年齢制限について教えてください。 

アルバータ州の高校就学平均年齢は 14～18 歳です。 アルバータ州の高校で学ぶには、9 月 1 

日時点で 20 歳未満でなければなりません。  
一部の学区では、より年少の生徒を小中学校に受け入れている場合がありますが、これについて

は厳格な規則とガイドラインが定められています。  入学許可に関する各学区の方針については、

管轄の学区にお問い合わせください。 
• 母国で高校を卒業済みの場合、アルバータ州の高校への留学申請は可能ですか。 

母国で高校を卒業後、なおアルバータ州の高校就学年齢規定に合致する生徒は、プログラムへの

参加を認められる場合があります。  受け入れの決定は、管轄の学区が所定のガイドラインに従っ

て行います。 
• ブラジルまたはメキシコ、コロンビア出身の生徒に対し、単位の認証 (検証) 手続きのサポート

はありますか。 
はい、あります。 成績評価の認証を必要とするメキシコおよびブラジル、コロンビアからの留学

生は、管轄の学区に相談し、手続きに関するサポートを受けることができます。  学区により、詳

細な情報を提供して生徒本人に手続きをさせる場合と、手数料と引き換えに手続きを代行する場

合とがあります。  手続きが遅れないよう、認証についてはお早めに管轄の学区にお問い合わせく

ださい。 
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