


大学は学ぶ場所、そして経験する場所。あなたは、CBUでその2つ以外
にももっと多くのことを得られるでしょう。のぞいてみてください。

あなたは、これらすべてのことを、世界で
一番美しい島のひとつにランクインされた
ケイプブレトン島に位置している、心温か
く居心地の良い大学で経験するのです。 

ビジネスの生徒であれ

ば、単にプロモーション

プランを作るのではな

く、－　実際にTVコマー

シャルを作成します。

化学の生徒であれば、単

に実験室で研究をするだ

けでなく、－　分析のた

めのサンプルを集めるた

め野原に出向きます。

スポーツファンであれば、単

にトップランクのチームの応

援をするのではなく、－　頭

の先から足の先までオレンジ

に染めます。相手チームをお

びやかすことは間違いありま

せん。

偉大な未来はここで起こる（Happen）
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Cape Breton Screaming Eagles hockey 
game を見に行ってみてください。そ

して、勝利を祝いましょう。

東インド、チャイニーズ、ギリシア、

イタリア、地中海、等の様々な国のレ

ストランでそれぞれの味を楽しんでく

ださい。

ダウンタウンの夜では、ダンスミュー

ジック、インディーロック、ケルティ

ックミュージックを楽しめます。

より詳しくはこちらをご

覧下さい。　www.cbu.ca

他にも、たくさんすることが

あります：

P.S.お気づきのように、皆、
オレンジがとてもよく似合っ
ています。

@carmenboudreau 

今日は、最高に楽しい一日だった。私はCBU(Cape 

Breton University)が大好き。この大学は、数え切れ

ない色々な機会を与えてくれる。
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大学生活は、あなたの人生のうちで、光輝く4年間で
す。ありふれたものであってはなりません。

すべては、ある、世界で最も美しい島で起こる（Happen）

ようこそ、Cape Bretonへ　－　Cape Breton  

はTravel Leisureマガジンで“世界で最も美しい島の

ひとつ”として紹介され、ナショナルジオグラフ

ィックでは、2013年の訪れるべき旅先の一つとし

てあげられています。

あなたが授業から離れて一息つく時にできるこ

とは、単にカフェでコーヒーを飲むようなこと

だけではありません。すばらしい景色のカボッ

トトレイルでハイキングをしたり、美しいBras 

d’or  Lakesでカヤッキングをしたり、選択は

季節ごとに無数にあります。

CBU は、Cape Breton の人口100,000人を超える

中心地に位置しています。ここでの生活はすべ

て、バランスがとれていて、安全でフレンドリ

ーなコミュニティーと、想像を越えるほどのや

るべきことでいっぱいです。
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@paigewestbury 

We love Cape Breton University.

質問やキャンパスツアーについて

のお問い合わせは、こちらにご連

絡ください。

1-800-474-7212

welcome@cbu.ca

@MegBrown7 

本気で、CBU以上にすばらしい大学は他に
ない。

@crowleyapril

CBUに戻るまであと40日、待ちきれない。
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Cape Bretonでは道を歩いていたら、人々はHelloと声をかけ

てきます。このあたたかさ、フレンドリーさがCBUでの生活

の一部分です。

あなたが立ち話のために立ち止まった時に、どんなことも起こりえます（Happen）

私達の住居は、この国の中でもかなり近代的で多様です。静かな環境で勉

強がしたい？問題ありません。プライバシーのあるシングルルームがあり

ます。ルームメイトがいた方がいい？問題ありません。ダブルのドミトリ

ールームがおすすめです。

そこで暮らしてみてください。マカロニチーズで生活するようなことには

なりません。あなたがそうしたいのであれば別ですが！CBUでの食事プラ

ンは、バラエティーに富んでいて、おいしい健康的なものばかりです。

あなた自身のために確認し

てください。 

住居や食事について、ここで
さらに詳しく見ることができま
す：www.cbu.ca/housing-dining
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夕食に出された食事には驚きです。クリーミーサー

モンリングィニか、カリビアンベジタブルシチュー

かの選択でした。単なるスープの食事にさよなら！

@MeghanMacP  

CBUが私のグルテンフリー、乳製品フリーのわがま

まな食事をいやな顔せず、提供してくれるのには感

動です。
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CBUは、あなたに成長させる大きなチャン
スを与える小さな大学です。

教授があなたの名前を知っていると、すばらしいことが起こる（Happen）

私達のクラスのサイズはカナダでも有数の小規模サイズです。とい

うことは、教授達は実際にあなたの名前を覚えるでしょう。あなた

は、自分の創造性を活性化させるような価値のあるプロジェクトに

かかわるでしょう。あなたは革新的な研究に情熱を傾け、普通は大

学院生のために用意されるような機会を楽しむでしょう。

CBUを去る時までには、とても明るい未来への準備ができているでし

ょう。
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the National Survey of Student Engagement　によると、CBUは過去2年
間で、教授陣との関係の質の良さでカナダで最も良い大学のひと
つとしてランクされています。キャンパスはフレンドリーで、ウ
ェルカミングです。そして、この雰囲気は教授達とのクラスルー
ムから始まっていると生徒達は言います。

@allisonboudreau  

CBUでの好きなこと。教授た

ちが立ち止まり、ホールで生

徒たちと立ち話をしたり、カ

フェテリアで友達同士のよ

うに生徒たちと一緒に座っ

ているのを見ること。
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新しいグリーンエナジーを発見してください。遠隔のコミュニティ

ーのための浄水システムを開発してください。セミ鯨の群れを追跡

するウェブサイトを作ってください。 

世界レベルの科学と技術（science and technology）はここで起こっている（Happening）

あなたのキャリアが今までどのような物であっても、CBUはあなたにそこまで

到着するスキルを与えます。あなたは、実用向けの経験が得られる魅力的な

研究プロジェクトを教授たちと取り組むことができます。私達のプログラム

はクラスルームを越え、野原まで広がります。彼らは理論上のものを越え、

現実的な世界のプロジェクトに取り組みます。

CBUのSchool of Science and Technology（科学技術学部）は、生物学、化学、数

学、心理学の学位の、3～４年のBachelor of Science（科学学士）; a Bachelor 
of Engineering Technology（エンジニアテクノロジー学士）; ２年のa Bachelor 
of Engineering（エンジニアリング学士）; a Bachelor of Science Community 
Studies（サイエンスコミュニティー学士）があります。

science and technology　についてさらに詳しくは、 

こちらをご覧ください。

www.cbu.ca/academics/school-science-and-technology

@ashley_laurence  

今、CBUの数学と科学のヘルプセンターで、いく

つかの問題を解決するお手伝いをしてもらったと

ころです。彼らはすばらしい！
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世界レベルの科学と技術（science and technology）はここで起こっている（Happening）
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ケルティックミュージックの起源を、古代の起源までたどってみ

て下さい。ミクマク族の工芸品の展示を展開してみて下さい。政

治の行動主義を通じて世界を変えて下さい。

私達は、芸術と社会科学の機会を起こします（Happen） 

あなたのキャリアを右足からスタートして下

さい。ここCBUで。

コミュニケーション、Ethnomusicology（民族音楽学）、ス

ポーツマネージメント、音楽、などのプログラムで、ユニ

ークなプログラムオプションがあります。職場のため、コ

ミュニティープロジェクトのためにオプションを加えてく

ださい。CBUだけが提供する機会にアクセスできます。

The School of Arts and Social Sciences（芸術と社会科学学

部）は、3年か4年のthe Bachelor of Arts（芸術学士）と

Bachelor of Arts Community Studies（アートコミュニティー

学 学士）のプログラムがあります。
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さらに詳しくはこちらをご覧下さい。  
www.cbu.ca/academics/arts-social-sciences

@PaigeWestbury

CBUの国際的な宴会で、余興を楽しみまし
た。

@BrennanBoudreau

CBUの色々な国からの留学生達皆の才能には
かなり感動しました。
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革新的で新しいインターネットスタートアップを始めてくだ

さい。Cape Breton Highlandsでエコリゾートを経営してく

ださい。トップ500の企業の会計課に入ってください。

成功するビジネスキャリアはここで起こり（Happen）始める

ビジネスの世界は可能性の世界です。あ

なたの未来をCBUのビジネス学部で投資

してみてください。

かなり初期から、ビジネスの帝国を築い

たある起業家の名前にちなんでつけられ

た名前、Shannonビジネス学部は、拘束

のない創造性や強い仕事の道徳を奨励し

ています。もしかしたら、あなたは、地

元の起業家とマーケティングプランを作

成したり、忙しいリゾート地でインター

ンシップで働いている自分を発見するか

もしれません。あなたがどんな選択をし

たとしても、ビジネスコミュニティーで

コネクションを作り、それが卒業後

の仕事に結びつくでしょう。

Shannonビジネス学部には、Master 

of Business Administration 

in Community Economic 

Development（地域経済開発経営学

修士）, a Bachelor of Business 

Administration（経営学学士）,  

a Bachelor of Hospitality and 

Tourism Management（ホスピタリテ

ィーアンドツーリズムマネージメン

ト学士）があります。

ビジネス学科について、さらに詳しくはこちらへ。 
www.cbu.ca/academics/business
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@allisonboudreau 

私は学部学生時代、CBUの教授にすべての成功にお

いて感謝をしています。1年目のときはいやいやし

ていましたが、今はとても快適です。
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インフルエンザの流行を撃退する戦略を開発してください。

澄んだ目をした子供たちに読み方を教えてください。ペース

の早い緊急病棟で働いてください。

あなたの健康と教育でのキャリアは、起こる（Happen）のを待っている

私達の強いプロフェッショナルなプログラムは、あなたを健康と教育の

分野のリーダーになる訓練をするため、現場研修と臨床経験を含んでい

ます。私達は、健康に関する機関や、教育委員会と近しい関係にありま

す。あなたは、現場で成長するチャンスを得るでしょう。
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ここでの仕事：
私達のnursing & public healthの卒業生は

かなり高い就職率を得ています。

 
Professional study学部は、看護、公衆衛

生、教育を提供しています。もし、あ

なたのキャリアで、より専門的な研究

が必要であれば、大学院卒業の学位な

ども提供しています。

より詳しくは　:

www.cbu.ca/academics/
professional-studies

@BrittErickson89

CBUで与えられた多くの機会にとても感謝し
ています。
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カナダで一番ワイルドなファンに会ってみたく
ないかい？オレンジの連中に。

お祝いは、すべてのゲームの後に起こる（Happen）

NorthPoleHoops.com の調査によれば、CBUの

ファンはカナダで一番ワイルドらしいです。し

かも、他とは大きく差をつけています。59％の

投票者が、CBUにオンライン投票しています。2

位の大学は、わずか16％の票を得たのみです。

はっきりとしているのは、彼らは間違った色を

着ている、ということ。

CBUのトップランクのチームを見ていない時は、学生達

は、ホッケーやバレーボール、フロアホッケー、バスケ

ットボール、サッカーなどの校内のスポーツに参加す

る機会があります。他のプログラムには、ヨガ、ピラ

ティスのクラスもあります。The Cape Breton Health 

Recreation Complexには、インドアアウトドアサッカー

フィールド、8レーントラック、フルのジムフィットネス

センターがあります。

学生生活は、あなたの興味を中心にして回っていま

す。Cape Timesの記事を書いてみるのも良いでしょ

う。CAPER Radioで話してみるのも良いでしょう。キャン

パス内に他にもたくさんあるクラブ活動に参加するのも良

いでしょう。もちろん、いつも特に何もするでなくふらつ

いたり、Pit Loungeでゲームをするのもありです。
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こちらでさらにスピリットを得てください。 

www.gocapersgo.ca

@being_greedy

今夜は最高の宴会だった。CBUはすごく才能のある

アスリートがいる。

@crowleyapril

私のドレッサーは6つの引き出しがあります。１

つはズボン用、１つはスカート用、１つはソック

ス、１つはパジャマ、残りの2つはオレンジウェア

用です。
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CBUでは、私達のドアは世界に向けて開いています。

キャンパスを散策している時、違った世界が偶然見つかる（Happen）

私達の生徒の多くは、カナダ以外の国、例えば、バミューダ、ガンビア

のような国からやってきています。その数は増え続けています。彼らが

ここを選ぶのは、カナダのそして、CBUの教育水準が高いことを知ってい

るからです。

私達のキャンパスは、小さな国際連合（団結力のある）の様です。ここ

では、多様な文化が共有され祝われています。私達は世界中の伝統や食

べ物を披露するイベントを主催しています。

楽しくおいしい経験が待っています。

@mailegl 

会議に参加するごとに、多くの学問分野にま
たがるCBUの教育とそのつりあいのすばらし
さに感謝します。

@allisonboudreau 

CBUの心理学科と教授が好きになれなかった
けれど、今では彼らなしの生活は考えられま
せん。先生としても、友人としても。
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あなたの成功が私達の仕事です。なので、私達は、たくさ
んのサポートサービスをあなたが必要としている場所に設
置しているのです。健康サービスから、学生アドバイザ
ー、個人カウンセリングまで、私達はお手伝いするために
ここにいます。

あなたが、応援されていると感じる時、良いことが起こる（Happen）
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これらは、私達が提供し
ている特殊なサービスの
いくつかです。

Jennifer Keeping AccessAbility Centre
障害のある生徒は、ここでサポートを受

けられます。サービスは、個別指導から

学校に順応するのを手助けしたり、テク

ノロジーに関する技術的な援助等に及ん

でいます。

Unama’ki College
大学生活に溶け込みたいと願うアボリジ

ナルの生徒たちがこのカレッジに向き合

います。ミーティングセンター、コンピ

ュータールーム、リソースオフィス、ス

タディーホールが設置されています。

Writing Centre
ライティングスキルを向上させてくださ

い。ここにあるたくさんの独学の資料を

利用してください。

Library
私達の図書館のスタッフはフレンドリー

で助けになってくれます。彼らは図書館

のことを知り尽くしています。そして、

教授や研究課題についても詳しく、あな

たが必要とする情報を見つける手伝いを

してくれるでしょう。

Learning Commons and Student Life Centre
ここは、Student Servicesの中枢

で、Writing Centre, Math Help 

Centre, First-Year Advising Centre, 

academic advisors, clinical social 

worker, and international student 

advisorsとつながっています。あ、そう

です、ここには、とても素敵なスタディ

ラウンジもあります。

www.cbu.ca/student-services
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CBUでは、私達は、手に入れることができることを信じています。毎

年、６５名以上の生徒が、アボリジナルの経済発展を調査したり、

歴史的なLouisbourgの要塞の下を掘り起こしたり、電機魚がどんな

信号を送っているかを見たり、というあらゆることをここで調査員

と行っています。

クラスルームの後ろで何が起こっているか（Happen）経験してみてください

それらの革新的な調査の機会は、あなたの学

習分野に洞察力を加え、将来のキャリアに重

要な経験を与え、さらにポケットにいくらか

のお金も入れてくれます。

さらに、あなたは輝き、満たされるでしょう。

毎年、私達の学生調査員は、the Undergraduate 

Research Forum やSummer Student Lecture 

Seriesで、同じ専門分野の人やコミュニティー

に彼らのプロジェクトを発表しています。

より詳しくは、こちらへ。www.cbu.ca/research
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@sassabumble 

私は、CBUで親友といえる友人が何人かでき
ました。すごく仲が良く、団結していて、学
ぶのにも生活するにも心地よい環境です。
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CBUでは、高い水準の教育と、たぐいまれにすばらしい人生経験

を届けていますが、ただそれを言葉だけで受け止めないで下さ

い。－あなた自身の目で確かめに来て下さい。

一度来てみて、偶然見つけてください（Happen）

どうぞ、私達のフレンドリーで頼りになる

リクルートのスタッフ、入学チームのスタ

ッフの誰かと連絡を取ってみてください。

私達は、喜んであなたのすべての質問に答

えます。大学に来て、キャンパスツアーを

体験することもできます。そうすれば、実

際に施設を見ることができますし、現役の

学生と会って、CBUの経験について、質問が

できます。

質問やキャンパスツアーの申

し込みはこちらへご連絡くだ

さい。

1-800-474-7212 
welcome@cbu.ca

さらに詳しくはこちらへ。 www.cbu.ca/university-101
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たくさんの起こる（Happen）道

School of Science and Technology（科学・技術学部）

Bachelor of Science（科学学士）
• Biology (Major/Honours)（生物学）

• Chemistry (Major/Honours)（化学）

• Mathematics (Major/Honours)（数学）

• Psychology (Major/Honours)（心理学）

Bachelor of Science Community Studies 
（科学コミュニティー学学士）
• Biodiversity (Concentration)（生物多様性）
• Psychology, Health, and Environment (Concentration) 
（心理学、健康、環境）
• Toqwa’tu Kjijitaqnn/Integrative Science (Concentration) 
（統合科学）

• French (Concentration)（フランス語）
• Gaelic（ゲール語）
• History (Major/Honours)（歴史）
• Mathematics (Major)（数学）
• Mi’kmaq Studies (Major)（ミクマク学）
• Music (Major)（音楽）
• Philosophy (Major)（哲学）
• Political Science (Major/Honours)（政治科学）
• Psychology (Major/Honours)（心理学）
• Religious Studies (Concentration)（宗教学）
• Sociology (Major/Honours)（社会学）
• Sports Management（スポーツマネージメント）

Diploma and Certificate Programs
• Diploma in Public Administration and Management
• Certificate in Heritage Studies
• Certificate in Public Administration
• Certificate in Social Research
• Certificate in Theatre Arts
• Certificate in Ethnomusicology

Bachelor of Arts（芸術学士）

Bachelor of Arts Community Studies 
（アートコミュニティー学学士）

Bachelor of Arts Community Studies/Bachelor of 
Business Administration 
（アートコミュニティー学学士/経営学士）

Courses are available in each of the following areas*:
• Anthropology (Major/Honours)（人類学）
• Anthropology / Sociology (Major/Honours)
（人類学/社会学）
•  Celtic Culture (Concentration)（ケルティック文化）
• Communication (Major/Honours)
（コミュニケーション）
• Dramatic Literature (Major)（劇文学）
• English (Major/Honours)（英語）
• Ethnomusicology (Concentration)（民族音楽学）
• Folklore (Major)（民俗学）

School of Arts and Social Sciences （芸術・社会科学学部）

Bachelor of Engineering Technology 
（エンジニアテクノロジー学士）
• Electronics and Controls（電子工学とコントロール）

• Environmental Studies（環境学）

• Manufacturing (Post-diploma only)（製造）

• Petroleum（ペトロリウム）

Bachelor of Engineering (Transfer)（工学学士）
• Chemical（薬品）
• Civil
• Electrical & Computer（電気、コンピューター）
• Environmental（環境保護）
• Industrial（産業）
• Materials（材料）
• Mechanical（機械）

• Mineral Resources（鉱物資源）

Shannon School of Business（ビジネス学部）

Master of Business Administration (Community 
Economic Development) 
（経営学修士（地域経済開発））
Bachelor of Business Administration（経営学学
士）
• Accounting (Major)（会計学）
• Economics (Concentration)（経済学）
• Finance (Concentration)（財政学）
• Human Resource (Concentration)（人的資源）
• Legal Studies (Concentration)（法学）
• Marketing (Major)（マーケティング）
• Tourism Marketing and Management (Concentration) 

（観光マーケティング、マネージメント）
Bachelor of Hospitality and Tourism Management 
（ホスピタリティー・ツーリズムマネージ

メント学士）
Certificate Programs
• Certificate in Professional Development

School of Professional Studies 
（プロフェッショナルスタディ学部）

Master of Education (Information Technology)（教育学

修士（インフォメーションテクノロジー）
- Conferred by Memorial University（メモリアル大学により授与）

Bachelor of Education（教育学学士）

Bachelor of Science in Nursing（看護科学学士）

Bachelor of Health Sciences (Public Health)（健康科学

（公衆衛生）学士）
Bachelor of Science Human in Nutrition (2-year transfer)
（栄養学学士）
Diploma and Certificate Programs
• Diploma in Education (Curriculum) 
• Diploma in Education (Counselling)
• Diploma in Educational Technology
• Certificate in Educational Studies (Arts Education)
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はじめることは簡単に起こせる（Happen）

もし、あなたが、高校

から申し込みをするな

ら、又は、他の学校か

ら編入するなら、私達

の入学の手続きは簡単

です。 

あなたは、オンラインで

申し込めます。（ www.

cbu.ca/apply）ここから

情報をダウンロードでき

ます。もし、www.cbu.

ca/applyに訪問してくだ

されば、入学、登録につ

いての詳しいことが書か

れています。

必要な平均点：

Bachelor of Science 
Nursing 以外は、平均点

は65％以上が求められま

す。

Bachelor of Science 
Nursing は競争による入

学プログラムで、グレー

ド11と12（高校２年生と

３年生）で、平均65％以

上が求められます。

Bachelor of Computer 
Science は、全体の平均

が65％以上であること

と、数学と科学で75％以

上であることが求められ

ます。

さらに詳しくは、こちら

へ 。

www.cbu.ca/admissions.

入学資格

もし、あなたが高校からCBUに来るのであれば、こちらが入学に

必要となる条件です。

以下に並ぶすべてのコースの必要条件は、グレード12の大学予備の、または、１
年目のCEGEPコースのためのものです。

Bachelor of Arts - English
Bachelor of Arts Community Studies - 4 additional courses

Bachelor of Business Administration - English
Bachelor of Hospitality and Tourism Management - Mathematics
 - 3 additional courses

Bachelor of Science - English 
Bachelor of Science Community Studies - Mathematics (Pre-calculus recommended)
 - 2 sciences from biology, chemistry, geology 

or physics (Geology can be replaced with 
environmental science.)

 - 1 additional course

Bachelor of Science Nursing - English
 - Mathematics
 - 2 sciences from biology, chemistry or physics 

(Biology and chemistry recommended) 
 - 1 additional course

Bachelor of Health Sciences (Public Health) - English
 - Mathematics 
 - Chemistry 
 - 1 other science from biology, geology, or physics 

(Physics recommended)
 - 1 additional course

Bachelor of Engineering Technology - English
(Electronics and Controls) - Mathematics
 - 2 sciences from biology, chemistry, geology or 

physics (Physics recommended, geology can be 
replaced with environmental science.)

 - 1 additional course

Bachelor of Engineering Technology - English
(Environmental Studies) - Mathematics
(Petroleum) - 2 sciences from biology, chemistry, geology or 

physics (Chemistry and physics recommended, 
geology can be replaced with environmental 
science.)  

 - 1 additional course

Bachelor of Engineering (Transfer)  - English
 - Mathematics (Pre-calculus recommended) 
 - 2 sciences from biology, chemistry, geology or 

physics (Chemistry and physics recommended)  
 - 1 additional course

Bachelor of Computer Science (Transfer) - English
 - Mathematics (Pre-calculus recommended)
 - 1 science from chemistry, biology, geology, 

or physics (Geology can be replaced with 
environmental science.)

 - 2 additional courses

Bachelor of Science in Human Nutrition (Transfer)  - English
 - Mathematics (Pre-calculus recommended)
 - 2 sciences from biology, chemistry, geology or 

physics (Biology and chemistry recommended)
 - 1 additional course
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CBUへの申し込みについて
のさらに詳しい情報

早期申込み

もし、グレード11で、平均75％以上で、なお

かつ、グレード12で、申し込んだアカデミッ

クプログラムで入学必要条件を満たしていれ

ば、９月１５日から申し込み可能です。

留学生

高校を卒業している人は、文学や特定の科

目のプログラムを含む、5つのシニアレベル

の大学予備コースを受ける必要があります。

国ごとに算定されます。公式の学業成績証明

書（全体の学業記録―発行している機関（学

校）によって送られ、大学の総務係りのオリ

ジナルのサインや公的な印章がつけられてい

る）や、公認されたコピーを申込み書と一緒

に提出されなければなりません。留学生が９

月の登録に間に合うビザの申込みの日は３月

３１日です。入学の申込みが再調査される以

前に、申込みの100CAD$が必要となります。

英語語学力の証明以外の必要な入学手続きが

済んだ留学生は、登録の前に、テストをする

公認の機関から合格点の受け入れ待機中の暫

定的な文書が与えられるかもしれません。

留学生の英語力

英語が母国語でない、又は、英語で教育を受

けていなかった学生は、認められたテスト機

関からの英語力の証明を提出しなければな

りません。もし、必要な英語力に達していな

ければ、独立した語学学校である、English 

Academic Preparationのインターナショナル

センターに申し込むことができます。その

語学学校はCBUのキャンパスの近くにありま

す。詳しくはwww.iceap.caをご覧下さい。

登録

すべての１年生は、コースに登録する前に学

問アドバイスを受ける必要があります。これ

は、７月１週目から始まります。

国際バカロレア（IB）単位

IBディプロマを修了し、CBUに入学を認められ

た学生は、最低グレード5以上の高いレベルで

IBを修了していれば、最高３０単位を受け取

る資格があります。

・単位はコースごとに与えられます。

・標準レベルのコースで最低グレード5であれ

ば、最高１８単位が与えられます。

・学生は、単位なしで済ませるという選択も

あります。

@amyannjeffers

正式に、CBUで新入生のリーダーで

す。CBU１年生を思い出深いものにし

ます。
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あなたが、CBUで最高の教育を受けること
を助ける財政上の選択はいくつもありま
す。

奨学金は、経済上必要という証明があれば、受け取るこ

とが可能です。毎年、１億ドル以上が奨学金のために提

供されています。成績が85％以上の人が受け取ることが

可能です。

３月１日までに申込みが必要です。

CBUの奨学金について詳しくは、こちらをご覧下さい www.cbu.ca/scholarships. 

学部学生の費用の内訳の例。 

Nova Scotia Other Canada International

学費 $5,352 - $5,952 $6,374 - $6,974 $13,125 - $13,725

健康プラン                     $255 $255 $732 single | $1,800 family

住居    $3,960 - $6,636 $3,960 - $6,636 $3,960 - $6,636

食事プラン               $500 - $4,680 $500 - $4,680 $500 - $4,680

合計          $10,067 - $17,523 $11,089 - $18,545 $18,317 – $26,841

Nova Scotiaの学生費用はNova Scotia州による割引が含まれています。プログラムの
種類によって価格は変わります。又は変動します。詳しい情報はこちらをご覧下さ
い。www.cbu.ca/fees. 

起こすこと（Happen）はここでは、購入しやすい

質問や、キャンパスツアーの申込みはこち

らにご連絡ください。 

1-800-474-7212 • welcome@cbu.ca

CBUは毎年、scholarshipsに

１億ドル以上を提供してい

ます。
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PO Box 5300, 1250 Grand Lake Road
Sydney, Nova Scotia, Canada B1P 6L2

welcome@cbu.ca

Toll Free: 1-800-474-7212 (Canada/US)
Tel: 902-563-1136 • Fax: 902-563-1371

www.cbu.ca


