
Brookes Westshore 
（ブルックス ウエストショア） 

ブルックスとは？ 

ブルックスとは、イギリス、カナダ、アメリカ、ロシア、韓国、インドにて、質の高い教育を提供して

いる男女共学の全寮制の私立学校です。カナダキャンパスはビクトリアの自然豊かなエリアにロ

ケーションを構え、多くの生徒へハイレベルな教育とサポートを提供しています。 

ブルックスでは、困難なことに挑戦し、乗り越えていくことが人生の成功に導くと信じています。学

問的にも高いレベルのプログラムを乗り越えるために、日々各生徒へ教職員からのサポートがあ

り、卒業後も実社会で活かせる学問と社会性がともに身に付くような指導を行っています。 

ウエストショア キャンパス * 2018 年夏開講の新キャンパス。 

ロケーション： ビクトリアの中心地に近く何をするにも便利な場所にあります。 

カリキュラム： Grade 6-10 国際バカロレア（IB）MYP 

Grade 11-12 国際バカロレア（IB）DP 

リニアシステム（1 学期制） 

キャンパスはビクトリア・ダウンタウンの対岸に位置しています。ダウンタウンからも約 30 分で行け

るため週末のショッピングや外出にもとても便利な場所になります。 

また、キャンパスの隣には、ビクトリアの名門大学のひとつ Royal Roads 大学が隣接しています。

Royal Roads の施設の一部の利用ができ、また大きな自然の中にある大学には庭園があり、

ゆっくりとした時間を過ごすことも他できます。 

ビクトリアは、カナダの都市の中でも抜群に治安が良く、また人々が温かいことで知られていま

す。街はとてもアットホームな雰囲気に溢れ、何をするにもゆったりと過ごすことができる街です。 

開講プログラム 

• 国際バカロレア（IB コース)

• BC 州ディプロマ（ブリティッシュコロンビア州の通常高校課程）

• ESL プログラム（英語の低い生徒を対象とした、英語強化クラス）

• 「グローバルリーダーシップ」（トビタテ留学 JAPAN にも適用する本格的サマープログラム）

寮滞在（ボーディングスクール） 

学生寮での生活では、集団生活の中で、規則に従い生活態度や学習習慣を身に着けること

ができ、また生徒自ら生活を送ることで、自立心を養うことができます。 

また、多くのアクティビティーを実施することで、学習面だけではなく、リーダーシップや協調性、チー

ムワークなども身に着けることができます。 

各フロアに寮母（夫）が一緒に住んでいます。生徒は何かあれば 24 時間体制でサポートを受

けることができるため、安心して生活を送ることができます。 

• 24 時間の学生管理

• 学習ホール（日曜～木曜）

• 保健スタッフの常駐

• ビュッフェスタイルの食事

• 健康的な軽食（おやつ）の提供

• 男女別の施設

• 週末のアクティビティーと課外活動

• 共有エリアでのコミュニケーション

• 広々とした部屋

• シェアルーム（2 名 1 部屋）

ブリティッシュコロンビア州の州都ビクトリアにある全寮制の私立高校。 

IB プログラムを開講しておりレベルの高い学校として定評があります。 

世界 6 か国にハイレベルな高校を構える、ブルックス教育グループに属しています。 



クラブ活動 

スポーツ、芸術、文化活動など様々な活動を行っています。 

アクティビィテーやクラブ活動にて、放課後や週末も生徒同士の交流、またアクティビティーを通じてプ

ラン計画やそのアクション、過程と結果を通じて個々の成長を促します。 

（アクティビティー、クラブ活動例） 

Year book Fencing Art for Others 

Fitness Volleyball Yoga 

Stop-Motion Animation Rugby Improv Model United Nations 

Basketball Change Makers Math Social Dance 

Pottery Film-Making Book Club Zumba 

Creative Writing Hip Hop & Capoeira Skateboarding Days for Girls 

大学進学 

学校では進学カウンセリングプログラムがあり、生徒一人一人の希望に合わせた、進学先の選定、

またその手続き、進学に向けた目標設定などのアドバイスを行っています。カナダ、アメリカを中心とし

たと多くの大学に 100％進学率を誇っています。日本への進学では、早稲田大学、慶応大学、立

命館大学等へ進学者を輩出しています。 

Acadia University Thompson Rivers University 

McMaster University University of Guelph 

Simon Fraser University University of Victoria 

University of British Columbia Vancouver Island University University of Ottawa 

University of Toronto McGill University University of Waterloo 

University of Western Ontario Ryerson University York University 

Dalhousie University University of Alberta Queens University 

バカロレア（IB コース） 

IB コースは、リーダーシップや積極性、意見力など、グローバル化が進む社会の中で櫃よとなるスキルを身に着けることができます。また、IB 卒業生

は、進学率も高く、カナダやアメリカの名門大学もそのスコアを採用しています。 

国際バカロレア機構（本部ジュネーブ）が提供する国際的な教育プログラム。（文科省サイトより抜粋） 

国際バカロレア（IB：International Baccalaureate）は、1968 年、チャレンジに満ちた総合的な教育プログ

ラムとして、世界の複雑さを理解して、そのことに対処できる生徒を育成し、生徒に対し、未来へ責任ある行動

をとるための態度とスキルを身に付けさせるとともに、国際的に通用する大学入学資格（国際バカロレア資

格）を与え、大学進学へのルートを確保することを目的として設置。  

学校データ 

⚫ 生徒数： 300 名 

⚫ 入学時期：9 月 

⚫ 受入れ学年；6 年生～12 年生（カナダの学年基準にて） 

⚫ 留学生：15 か国以上 

⚫ 生徒：教師＝5：1 

⚫ 大学進学率：100％ 

入学基準

⚫ 入学にはオンラインテスト、並びに Skype インタビューが必要となります。 

⚫ 英語力基準目安：9 年生以下：中学レベル、10 年生 IELTS5.0 程度、11 年生以上 IELTS5.5 程度 

⚫ 日本の成績 主要 5 科目平均 3.0 以上（5 段階評価の際） 



POTENTIAL

U N L O C K
YOUR

2018

創立

男女共学

性別

特定の宗教を
基礎としない

信仰

300

全校生徒数

150

寮生

6－12

学年

150

通学生
（現地生徒）

有り

学習
サポート

ブルックスウエストショアは 21 ヶ 国 以上 の 国籍 
の 生 徒 達 か ら 成 る BC州ビクトリアにある私立
全日制及び寄宿学校の国際バカロレア認定校です。

11－18

年齢

18

クラス
サイズ

国際バカロレア（IB）
とBC州高校卒業資格
（BCドッグウッド）

カリキュラム

少人数制のクラスで、魅力的な教師と思いやりのある
コミュニティは批判的思考スキルと生涯学習への情熱
が育まれるように個人に合わせた環境で生徒をサポー
トします。ブルックスの学生はIBディプロマとBCド
ッグウッドディプロマの２つの卒業資格で卒業する機
会が与えられます。ブルックスは、生徒が自分の夢を
追いかける為のツールを提供します。



カナダBC州
ビクトリア

• 科学実験室
• 美術室
• 交流スペース
• カフェテリア
• メーカースペース　テクノロジー

ラボ
• 体育館
• 寄宿寮
• キッチン
• 生物学と科学との共同実験室
• 近隣にテニスコート、サッカー

場、アイスホッケーリンク、
クリニック有り

キャンパス内施設
POTENTIAL
YOUR

ウォンデフカ　レクリエーショ
ンセンター、ロイヤルローズ大
学施設、地元ショッピングセン
ターやレストラン、ビーチ、周
辺のハイキングコースは徒歩圏
内です。

アクセス学校の特色

場所

ロイヤルローズ大学に隣接する４エーカーのブルッ
クスウエストショアはアメリカ、イギリス、韓国、
インド、ロシアに、世界的に学校を持つブルックス
教育グループネットワークから創立されました。

国際バカロレア（IB）認定校のブルックスウエスト
ショアは中等教育プログラム（MYP）とIBディプロ
マプログラム（DP）が認可されています。



寮について

• バレーボール
• バスケットボール
• サッカー
• 陸上競技
• クロスカントリー走
• バドミントン
• 水泳

学校間競技スポーツ

• ゴルフ
• アイスホッケー
• アーチェリー
• ボーリング
• タッチフットボール
• フィットネス

課外スポーツ

週末アクティビティ

地元観光とアクティビティ（映画、ボーリング、ショ
ッピング、博物館、コンサート、劇、スポーツ、イベン
ト、祭り、キャンプ、スキーとスノーボード、他）*
* アクティビティは追加料金がかかる場合あり

寮は故郷から離れた第二の
故郷です。

ハウスペアレンツが寮に一
緒に住み、生徒が勉強した
り交流したり共に支えあえ
るような、心地よく安全で
家庭的な環境を作ります。

• 新しく建てられた寮には
75室の部屋があります。
バスルーム付きの２人部
屋です。

• 寮のフロアは男女で分か
れており、生徒が使うダ
イニングホールとモダン
なキッチンが寮内にあり
ます。

ブルックスウエストシ
ョアの寮生である生活
は楽しく特別な経験で
す。他の生徒と暮らす
ことは素晴らしいこと
です。まるで自分の家
族と暮らすようです：

まさに第二の故郷。



学習サポート
家庭教師費用＄$50-60/時間

英語サポート
土曜クラス午前9時から午後2時
月/＄1,062

出願料
学費と寮費
雑費と住居保証金

出願料
学費と寮費
雑費と住居保証金

6〜10学年

11〜12学年

$ 250
$ 53,500
$ 2,000

$ 250 
$ 56,500
$ 2,000

   含まれるもの：部屋/寮、食事、送迎、
制服、教材、洗濯、空港送迎、医療保
険、未成年後見人

CONTACT
1939 Sooke Road, Victoria, BC, V9B 1W2
info@brookes.org

WWW.WESTSHO R E.BR O O KES.O R G

費用
$CAD

優秀な学生に
は奨学金あり

分割払い
プランあり

2021年3月13日
から28日

春休み
オリエンテー
ション - 到着

2020年9月4日

始業日

2020年9月8日

終業日

2021年6月18日
（6‐10年生と12年生）

2021年6月25日
（11年生）

冬休み

2020年12月19日
から

2021年1月10日

@brookeswestshore
@BrookesWestshore
@BrookesEdu
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