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誰に？ どうして？ どうやって？

教育提供機関 自分に関連する方針および手順に
ついて

•	教育提供機関に相談する
•	教育提供機関のウェブサイトを参	照		
		する

産業・改革・科学・研究・高等教
育省(Department of International 
Education)

ESOSで定められた権利や責任につ
いて

• https://internationaleducation.gov.au
•	ESOSヘルプライン	
		(ESOS Helpline)
    +61 2 6240 5069

移民・国境警備省
(DIBP: Department of Immigration 
and Border Protection)	

ビザの問題について •	www.immi.gov.au
•	電話：131 881（オーストラリア内か	
		らの連絡）
•	お住まいの国にあるDIBP事務所に連絡	
		する　
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Providing quality education and training and 
protecting the rights of international students 

 

Australia welcomes international students 
The Australian Government wants international students to have a rewarding, enjoyable and safe 
experience when they come to Australia to study. Australia’s education and training system offers high 
quality services and protection for international students to ensure they make the most of their time 
here.  

Australia offers all levels of education to international students—from school (with some limitations 
depending on age and support from their family in Australia), through foundation and English language 
intensive courses, to vocational education and training (VET) and higher education.  

The laws that protect international students form the Education Services for Overseas Students 
(ESOS) framework. They include the Education Services for Overseas Students Act 2000 and the 
ESOS National Code.  

The ESOS Act ensures that education providers are registered by the Australian Government. Under 
ESOS, education providers must meet certain obligations as part of their registration on the 
Commonwealth Register of Institutions and Courses for Overseas Students (CRICOS). They must act 
in accordance with principles designed to support the best possible services for our international 
students. As an international student on a student visa, you must study a course with an education 
provider that can be found on CRICOS at http://cricos.deewr.gov.au.  

The ESOS framework also ensures that students have access to tuition assurance (which acts like 
consumer protection) and that they can get appropriate refunds. 

 As well as enhancing Australia’s quality education and training services, ESOS supports Australia’s 
migration laws as they relate to international students. 

You can find out more about Australia’s education system by visiting the Study in Australia website at 
http://www.studyinaustralia.gov.au/ and Australian Education International’s website at 
https://aei.gov.au/Pages/default.aspx. 

The ESOS National Code is available at https://aei.gov.au/Regulatory-Information/Education-Services-
for-Overseas-Students-ESOS-Legislative-Framework/National-Code/Pages/default.aspx. 

What you need to know about being an international student in Australia 
The ESOS standards cover a range of information you have a right to know about and the services 
that must be offered to you by Australian education providers. These include: 

 orientation to help you understand the course and more about the place you are studying, as 
well as access to support services that can help you study and adjust to life in Australia 

 the education provider’s contact officer or officers for overseas students 

 what your provider’s requirements are for satisfactory attendance  

 what your provider’s requirements are for satisfactory progress in the courses you study and 
what support is available if you are not progressing well 

 if you can apply for course credit and the circumstances in which your enrolment can be 
deferred, suspended or cancelled 

 a complaints and appeals process.  
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学校長からご両親および生徒のみなさんへ		From the principal

King’s Christian College は英語圏および非英語圏からの多くの留学生に総合的な教育・宿
泊サービスを提供しています。私たちはオーストラリア人とアジアを主とした外国人と
の間に文化的な理解・尊重をもたらすという理念のもと、こうしたサービスを36年以上
にわたって提供してきました。現在、本校で学ぶ留学生の国籍は12カ国以上と様々で
す。

ここで紹介する様々な情報からもご理解いただける通り、本校では大学入学に向けての
準備としての総合教育サービスを提供しており、Reedy Creek	と	Pimpama	の2つのキャ
ンパスで小学校入学準備コース（5歳）から12年生（17－19歳）までの生徒を受け入れて
います。

海外からの留学生については、必要なレベルの英語能力を身につけて本校に編入した
後、私たちのESL（英語支援プログラム）を通してサポートが提供されます。

留学生の皆さんが快適な学校生活を送り、オーストラリアの生徒たちの輪に溶け込みや
すい環境を作るよう、本校では入学方針として各学年ごとに国籍による人数制限を設けています。

King’s Christian Collegeの職員は本校生徒への献身的な指導で高い評価をいただいています。本校の課程では、テクノ
ロジーや音楽、芸術、スポーツなど様々な分野での学習の機会が提供されていますが、これらはすべてキリスト教社
会での活気に満ちた教えに基づいています。

さらに、本校生徒の学業実績、とりわけ卒業する12年生の実績は、本校にクイーンズランド州内の全高校の中でも屈
指の名門校としての名声をもたらしています。

教育サービスのほかにも、本校は留学生の受け入れを歓迎しているキリスト教家庭とのネットワークを有していま
す。ホームステイをすることによって、留学生の皆さんは新しい環境での生活により早く適応することがなるでしょ
う。

こうしたことからもお分かりいただけるように、本校は留学生の皆さんに空港送迎からホームステイ、英語サポート
コース、政府公認の小学校入学準備コース、初等部・中等部・高等部や高等部以降の課程、そして生徒に適した大学
を選ぶための情報やアドバイスの提供まで、総合的なサービスを提供するキリスト教系の教育機関として運営されて
います。

この案内書を手に、King’s Christian College を紹介する様々な資料・情報をどうぞご熟読ください。なお、ご質問がご
ざいましたら本書に記載の連絡先まで、お電話またはEメールにてお問い合わせください。

Mr. Rees Davis  BSc, DipEd, BEd, MEd

College Principal  
学校長	リーズ　デイビス

(理学学士・教育ディプロマ・教育学学士・教育学修士）
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ESOSの枠組み－質の高い教育の提供と権利の保護			
The ESOS Framework - Providing Quality Education and Protecting Your Rights

オーストラリア政府は、オーストラリアで学ぶ留学生に安全で楽しく、また有益な勉強の場で学んでほしいと考えて
います。オーストラリアの法律は、留学生に対する質の高い教育水準および留学生の消費者としての保護を促進して
います。これらの法律はESOSの枠組みとして知られており、この枠組みにはEducation Services for Overseas Students 
(ESOS) Act 2000およびNational Code2007が含まれます。

留学生の保護

学生ビザを持つ留学生の皆さんは、Commonwealth Register of Institutions and Courses for Overseas Students	（CRICOS)
に記載されている教育提供機関において、またCRICOSに記載されているコースを受講しなければなりません。（CRI-
COSはサイト：http://cricos.dest.gov.auで参照できます）。CRICOSに登録されているということは、みなさんが受講
するコースや教育提供機関が、留学生のために必要な高い基準を満たしていることの証明です。皆さんのコース詳細

（開講される場所も含む）がCRICOSに記載されている情報と一致するか、注意深く調べてください。

留学生の権利

ESOSの枠組みで保護されている留学生の権利には下記のものが含まれます。
•	 入学する教育提供機関および機関の代理人から、入学前にコース料金、勉強形態、そしてその他の情報に関	
	 して、最新で正確な情報を受け取る権利。18歳未満の場合、皆さんの安全の確保のため、住居、援助および	
	 福利に関して手配されている場合にのみ、ビザが承認されます。
•	 教育機関に料金を支払う前または支払い時に、提供されるサービスや支払うべき料金、コース料金の返金に関す	
	 る情報などを書面により定めた契約書に署名する権利。この契約書の写しを保管しておくようにしましょう。	

授業料保護サービス（TPS: The Tuition Protection Service）は、留学生の希望するコースを教育提供機関が提供できなく
なった場合、学校紹介や返金サービスを行います。TPSに関する詳細はホームページwww.tps.gov.auにてご確認くだ
さい。

ESOSの枠組みは、留学生を対象としたオーストラリアの教育提供機関が満たさなくてはならない基準を示していま
す。この基準は、以下のような皆さんが知る権利、および提供されなければならないサービスを含みます。
•	 留学生の勉強およびオーストラリアの生活への適応のお手伝いをする支援サービスについての説明および支	
	 援サービスの利用
•	 留学生担当の連絡係の教員もしくは留学生担当の教員は誰か
•	 コースの単位の互換を申請できるかどうか
•	 どういったときに入学の遅延、差し止め、取り消しが行うことができるのか
•	 受講するコースにおいて、教育提供機関によって求められる成績要件および、成績が思わしくない場合に受	
	 けられる支援
•	 受講するコースにおいて、出席がチェックされているかどうか
•	 苦情および訴えの申し立て・処置過程

この	基準の項目の中には、オーストラリアで複数のコースを履修してその中の最後のコースの受講済み期間が6カ月
に満たない状態で別のコースへの転入を希望している生徒については、希望の転入先コースを提供する教育機関が当
該生徒の入学を認めることを禁止している、というものがあります。最後のコースの受講済み期間が6ヵ月に満たな
い状態でほかのコースへの転入を希望する場合は、その時点で在籍している教育機関からの許可が必要となります。

留学生が履行すべき責任

学生ビザを持つ留学生として、みなさんは次の責任を履行しなければなりません。
•	 ビザ条件を満たすこと

•	 滞在期間中、Overseas Student Health Cover (OSHC)を維持すること
•	 教育提供機関との契約書に記載されている条件を満たすこと
•	 住所に変更がある場合は教育提供機関に報告すること
•	 成績要件を満たすこと

•	 受講するコースにおいて出席が記録される場合は、教育提供機関の出席方針を遵守すること

•	 18歳未満の場合は、承認された住居、援助、福祉全般を維持すること
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料金はオーストラリアドルです。記載された情報は冊子発行時のもので予告なしに変更になる場合があります

入学手続きについて Application & Enrolment

入学手続き：

ステップ１－入学願書のご記入　　　　　　　　　　　　　　　

「海外留学生用入学願	(International Student Enrolment  
Application)」の用紙をすべての質問に回答するかたちでご記入くだ
さい。また、最新の成績証明書を公式に英語に翻訳したものも添付
するようお願いいたします。

ステップ2－入学願書ご送付と申請料お支払い　　　　　　　　　

記入済みの入学願書を申請料（$200）と共に郵便またはEメールにて
下記までご送付ください。

1.	　	Eメール：isr@kingscollege.qld.edu.au

2.	　	郵送：	 The Principal

　　　　		 King’s Christian College

  Locked Bag 70

  Burleigh Post Office QLD 4220

	 	 AUSTRALIA					　　

代理店を通して申請する場合は、願書の提出先は代理店となります

ステップ3－入学ご案内　　　　　　　　　　　　　　　　　　

当該学年の生徒数が定員に達していない状況であり、かつ書類審査
に通過すると、出願者に入学通知が発行されます。また、入学通知
とあわせて、契約書	(Written	Agreement)	と	1	年分の料金の見積
書も発送されます。

ステップ4－お支払い手続き　　　　　　　　　　　　　　　　　

入学通知を受領し、入学の意志がある場合は、その旨を本校側に提
示・確認するために「契約書	(Written	Agreement)」にご署名のう
え契約書を返送し、見積書のとおり必要料金をお支払いください。
お支払い方法は、電信送金またはクレジットカードにて承っており
ます。なお、電信送金をご利用の際は送金情報に「アカウント・コ
ード	(Account	Code)」と生徒名をご明記ください。振込み先は、当
初の見積書にてお知らせします。

ステップ5－学生ビザ書類交付　　　　　　　　　　　　　　　　	
署名された契約書が返送され、授業料等のが完了した段階で、学生ビ
ザの申請に必要な書類が発行されます。ビザ申請の必要書類には、
電子入学許可書	(ECoE:	Electronic	Confirmation	of	Enrolment)	
や、必要な場合には福祉／宿泊先承認書	(CAAW:	Confirmation	of	
Appropriate	Accommodation	and	Welfare)	などが含まれます。学
生ビザ申請の際は、これらの用紙を豪州移民・国境警備省	(DIBP:	
Department	of	Immigration	and	Border	Protection)	にオンライン
でご提出ください。

ステップ6－英語力の評価　　　　　　　　　　　　　　　　

入学希望者は、実際に入学する前に十分な英語力を身につけていな
ければなりません。英語力が定かでない場合は、入学前にELICOS（
集中英語）コースを履修するよう計画するのが最善と言えます。そ
のような手続きを取る入学希望の留学生は、ELICOSコース修了後に
英語力の評価を受けて良い結果を得ることができるでしょう。留学
生はオーストラリアに到着してから入学日までの間に、留学生教務
課	(International	Student	Registrar)	に連絡して、英語力評価の
予約をしなければなりません。

ステップ7－学校長と面接　　　　　　　　　　　　　　　　　　

生徒の皆さんは入学日の前に学校長との面接を受けなければなりま
せん。面接のご予約については、オーストラリア到着後に留学生教
務課までご連絡ください。

ステップ8	－	空港送迎とホームステイの手配　　　　　　　　　　

学生ビザが発行されたら、オーストラリアへの到着予定日および予
定時間をKing’s Christian College	にお伝えください。適切な空港出迎
えとホームステイの手配をいたします。なお、到着日時や通学開始
日に変更が生じた場合は、すみやかに本校までお知らせください。

 

料金一覧：

詳細は8 - 9	ページをご覧ください。

授業料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

下記に記載されている代金は必須とされるアクティビティー
や物品全てをカバーします。

授業料料金 TUITION & ESL FEES

授業料

小学校準備クラス-3年生

初等部　　4-6年生　			

中等部　　7-9年生							

高等部				10-12年生

半期分

$9375

$9500

$9800

$9800

年間

$18750

$19000

$19600

$19600

授業料以外の料金
下記に記載されている料金は入学時に必要とされる場合があ
ります。授業料以外の料金に関する詳細は、8 - 9ページをご
覧ください。

授業料以外の料金（必須）

入学願書申請料（返金不可） $200

英語サポートプログラム(ESL)
授業料

小学校準備クラス	$3850
初等部	$2860 

クラブタスティックス＆
フュージョン（課外活動）

$300

QCAA（クィーンズランド教育
課程・評価局費）	QCAAが11年
生・12年生の留学生に課している採
点管理費 (Moderation Fee)です。

（11・12年生のみ）	
年間	$423.40

制服：右記料金は概算であ
り、1	着目のみの料金です

小学校準備クラス	$700
初等部	$700
中等部	$1000
高等部	$1100

健康保険
学生ビザ利用の留学生は健康保
険手配は必須

年間	$558
詳細はMedibank Private社のウェ
ブサイトにてご確認ください

ホームステイ手配料：生徒の滞
在先が決まり次第本校にご入金
いただきます

手配毎に	$250

ホームステイ料金
右記料金は年間最高額の概算
です

半期毎に	$7540	または
年間	$15080

授業料以外の料金（必要に応じて適用）

スクールバス料金 年間	$1320

キャンベラ旅行
6年生対象

$960（概算）

メルボルン研修旅行：9	年生
対象

$600（概算）

学期末特別課外活動
7-12年生対象

$120

12年生フォーマルパーティー $120

空港送迎サービス 要請を受けた時点で
見積提示

個人情報取り扱い方針 Privacy Policy

個人情報取り扱い方針

生徒個人情報へのアクセスの許可および権利

各保護者が自身の子の教育について意思決定する権利を、本校は尊重します。生徒の個人情報に関連して許可のお願
いや通知があれば、本校は通常、生徒の保護者に連絡をとります。保護者の許可は、生徒の代理としての許可である
とみなし、保護者への通知は、生徒への通知としての役割を持つこととします。上記の通り、保護者は本校に問い合
わせれば、自身または自身の子について本校が保有する個人情報へのアクセスを求めることができ、または、標準の
情報をペアレントラウンジで閲覧できます。しかしながら、アクセスは拒否されることがあります。そのようなケー
スには、その情報の公開が他人のプライバシーに過度な影響を与えうる場合や、公開がその生徒に対する本校の注意
義務違反をもたらす可能性がある場合が含まれます。

本校は、自らの裁量により、生徒から申し込みがあれば、本校が保有するその生徒に関する情報に本人がアクセスす
ることを許可したり、または、本人が自身の個人情報の使用について、保護者に依存せず許可したり保留したりする
ことを認めることがあります。これは、通常、生徒の成熟性および／または個人的な事情が、その正当な理由となる
場合にのみ行われます。

照会および苦情

本校が保有する個人情報をどう管理しているかについて、より詳しい情報をお求めの方、または、本校がオーストラ
リア個人情報原則に違反していると考え、苦情を申し出たい方は、本校校長にご連絡ください。本校は、どのような
苦情も調査し、その苦情に関して意思決定がなされ次第、できる限り速やかにその決定をお知らせします.
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ボランティア： 
本校はまた、その機能を補佐したり、卒業生会や保護者会などの関連活動の実施を手伝ったりするボランティアにつ
いて、本校とボランティアが連携できるよう、その個人情報を収集します。 
 

マーケティング： 
生徒および職員が共に繁栄する優れた学習環境の継続的提供を確保するには、学校発展のためのマーケティングが不
可欠であると本校は考えています。保護者、職員、請負人、そして、より広範な本校コミュニティのその他の構成員
は、随時、イベントや募金の情報を受け取ることがあります。学校だより、校報誌などの個人情報の含まれた本校出
版物は、マーケティング目的で使用されることがあります。

	

本校は、個人情報を誰に開示することがあるのか？ 
本校は、ある個人に関するセンシティブ情報を含む個人情報を、次に対して開示することができます。

・他の学校
・政府省庁
・医師
・巡回専門教員、カウンセラー、スポーツコーチを含む本校へのサービス提供者
・学校だより、校報誌などの本校出版物の読者
・保護者
・本校が本人から情報開示の許可を得ている先
・法律で本校に情報開示が義務づけられている先

	

情報の海外送信 
本校は、例えば、個人情報の保管にオーストラリア国外にある「クラウド」型データ保管サービスを利用したり、交
換留学を可能にしたりするため、ある個人に関する個人情報を海外に送って開示することができます。しかしなが
ら、本校が、ある個人に関する個人情報を、本人の許可（場合によっては、この許可は黙示的に行われるものとしま
す）を得ずにオーストラリア国外に送信することはありません。ただし、オーストラリア個人情報原則または適用さ
れるその他のプライバシー法を遵守する場合は、その限りではありません。

	

本校は、センシティブ情報をどのように取り扱っているか？

本校のいう「センシティブ情報」とは、個人の人種または民族、政治的信念、宗教、労働組合または職能団体・同業
団体などの団体への加盟、哲学的信念、性的な指向または行為、犯罪歴に関連した情報を意味します。これらは同時
に個人情報であり、個人の医療情報、生体認証情報も含まれます。センシティブ情報は、本人が同意した場合、また
は、そのセンシティブ情報の使用または開示が法律で許可されている場合を除き、提供された目的、または、直接関
連のある二次的な目的でのみ使用、開示されることとします。

	

個人情報の管理と保護 
本校職員は、必ず、生徒および保護者の個人情報と個人のプライバシーを尊重することになっています。本校は、紙
媒体記録の施錠保管、電子記録へのパスワードによるアクセス権など様々な方法を用い、保有する個人情報を誤用、
侵害、紛失、不正アクセス、改ざん、漏えいから守る手順を設けています。

	

個人情報へのアクセスと訂正

本校が保有する個人情報に係る本人は、連邦プライバシー法のもと、自身に関する任意の個人情報にアクセスし、誤
りがあることに気付けば、それを本校に報告する権利を有します。生徒は通常、保護者を通して、自身の個人情報に
アクセスし更新することができるようになっていますが、高学年生は、アクセスと訂正を自身で行うことができるよ
う求めることができます。これらの権利には、適用法によって、いくつかの例外が設けられています。保護者は、ペ
アレント・ラウンジ（Parent	Lounge）と呼ばれるパスワードで保護されたポータルサイトから、本人とその子につ
いて本校が保有する標準的な個人情報を閲覧することができます。各家族は、その家族に関する情報にアクセスする
ための固有のユーザー名／パスワードを持っています。その情報の変更や更新は、ペアレントラウンジを通して申し
込むことができます。ペアレントラウンジで探している情報が見つからない場合は、本校まで書面でご連絡くださ
い。本人であることを本校に証明し、どの情報が必要か指定いただかなくてはならない場合もあります。本校は、申
し込みを確認し、お求めの内容の保管場所を特定し、それを取得し、再確認し、コピーするのにかかるコストを賄う
ため、手数料を請求させていただくことがあります。お求めの情報が広範にわたる場合は事前に予想コストをお知ら
せします。お求めの情報へのアクセスを提供できない場合は、書面で通知し、拒否の理由を説明します。

個人情報取り扱い方針 Privacy Policy英語サポートプログラム English language support classes (ESL)

留学生の多くは、オーストラリアの学校で学習を始める前に集中
英語コース（ELICOS）の受講が必要になります。ゴールドコース
トには、本校が留学生におすすめできる語学学校が数校ございま
す。

生徒が正規のクラスで学ぶにあたって充分な英語力を身につけた
後も、King’s Christian Collegeでは、英語サポートプログラム(ESL)
を通して英語学習を支援します。このプログラムでは学生一人一
人にあったサポートを行っています。

直接本科クラスに編入するには、下記のようなNLLIA (National 
Language Learning Institute of Australia)・オーストラリア国立言
語・識学研究所)の判定基準と本校の職員による評価を基準にし
た、各学年ごとによる英語力（目安）が必要となります。

1-7年生		 NLLIA	レベル3-4	 (IELTS*	レベル4)	
8年生					 NLLIA	レベル3.5-4		 (IELTS*	レベル4-4.5)						
9年生					 NLLIA	レベル3.5-4		 (IELTS*	レベル4-4.5)									
10年生			 NLLIA	レベル4				 (IELTS*	レベル5)		
11年生			 NLLIA	レベル4.5-5			 (IELTS*	レベル5)
12年生　		 NLLIA	レベル5 	 (IELTS*	レベル5.5-6)
入学の申し込みがあると、本校はNLLIAの学力判定に基づくシステ
ムを用いて、確かで詳細な評価を行います。初級レベルは0（英語
力が非常に乏しい、またはゼロである）、そして最上級レベルは7
（リーディング、ライティング、スピーキング、リスニングの4種
の英語力すべてにおいて十分な能力がある）となります。

初等部の場合、4種すべての英語力が当該学年のNLLIAレベル5また
は6に達すると、生徒はESL英語サポートプログラムを終了するこ
とができます。

小学校準備クラスの生徒は全員週4回、1 - 6年生の生徒は週3回ESL
レッスンを受けます。また、英語サポートプログラムが終了した
後も、生徒には自身の英語力を維持するだけでなく、継続的に
向上させる努力をすることが求められます。こうした英語力の維
持・向上は家庭教師の指導によっても実現することができます。
もし生徒の英語力が低下していると認められた場合には、再びESL
英語サポートプログラムを受ける必要があり、それにかかる費用
をお支払いいただく必要があります。

高等部の生徒は全員、本科クラスの英語で十分なレベル、あるい
は、NILLAレベル5または6に達するまでESLクラスで学ばなければ
なりません。ESLの授業は放課後に校内図書館で行われており、こ
の素晴らしいサービスは追加料金なしで利用できます。

高等課程の学年に進んだ後の継続的ESLサポートでは、すべての科
目において重要な研究・提出課題の作成に際して支援を受けるこ
とができます。また、指導講師（Tutor：チューター）は年間を通して放
課後と昼休みの時間に研究・提出課題の作成における支援を提供してい
ます。King’s Christian Collegeの英語サポートプログラムは総合的な内容
を誇る本校独自のものであり、留学生のニーズに応えられるよう開発・
改善を重ねてきたものです。留学生の皆さんはこのプログラムを通し
て、高い教育水準で知られるKing’s Christian Collegeで高い学業成績をお
さめることができるようになるのです。

*	よく使われる略称

ELICOS English Language Intensive Course for Overseas Students（留学生向け集中英語コース）

ESL English as a Second Language（第二言語としての英語サポートプログラム）

NLLIA National Language and Literacy Institute of Australia（オーストラリア国立言語・識字研究院）

IELTS International English Language Testing System（国際英語テスト制度）
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学期 開始日 休暇	 終了日

ONE 小学校準備クラス
−初等部7年生、

第8	-12学年新入生
1月24日（火）

第8	-12学年全在校生
1月25日（水）

1月26日（木）
オーストラリアデー

4月14日（金）
グッド	フライデー

（休暇中）
4月17日（月）

イースター	マンデー　　
（休暇中）

3月31日（金)

TWO 4月18日（月） 4月25日（火）
ANZAC	デー

5月1日（月）
レイバー	デー

6月16日（金）

THREE 7月11日（火） 9月1日（金）
ゴールドコースト	ショー	デー

9月14日（木）

FOUR 10月3日（火） 10月2日（月）
クイーンズ	バースデー

12月25日（月）
クリスマスデー	（休暇中）

12月26日（火）
ボクシング	デー（休暇中）

高等部12年生
11月17日（金）

小学校準備クラス－
高等部11年生
11月24日（金）

2017年度の各学期日程	(Term Dates 2017)

18歳以下の生徒に関する特別な規定
18歳未満の生徒が単独でオーストラリアに渡航する場合、学生ビザの発給に際して発行された福祉／宿泊承認書	
(CAAW)に記載された日付と同じ日にオーストラリアに入国する必要があります。渡航日程を決める前に必ずご確認く
ださい。

在学中のオーストラリア国内の旅行について
本校が福祉責任を負う留学生は、入学規定により、本校からの書面による許可なしにオーストラリア国内を旅行する
ことを禁じられています。そのような許可を得るための申請は、必要書類を記入して提出してください。詳しくは学
生課にお問い合わせください。

休暇時期の出発日と到着日について
休暇時期に海外の自宅に帰宅する予定の生徒は上記の学校の学期日程に従い、早めに出発と到着の航空券の予約を入
れる必要があります。

学期日程について
入学規定では、生徒は各学期の開始日および最終日には必ず出席しなければならないと定められています。学期と休
暇の予定は本校のホームページや学校情報マニュアル、このパンフレットおよび学校のホームワークダイアリーにて
確認することができます。ご両親ならびに生徒の皆さんは学期日程に忠実でなければなりません。万一生徒が5日以
上遅れて新学期に登校すると、オーストラリア移民局（DIBP）の規定に基づき、本校はDIBPに事情報告することが義
務付けられています。

個人情報取り扱い方針	Privacy Policy

この個人情報取り扱い方針(Privacy	Policy)は、本校に提供された、または、本校が収集した個人情報を、本校が
どのように管理するかについて説明するものです。本校は、連邦プライバシー法（Commonwealth	Privacy	Act）に
含まれるオーストラリア個人情報原則（Australian	Privacy	Principles）を遵守しています。
	
この個人情報取り扱い方針が、変化を続ける学校環境に適切なものであり続けるよう、本校は、新たな法律および
テクノロジー、本校の運営および業務の変更に鑑みて、随時、本方針を見直し、改訂することができます。

本校は、どのような個人情報をどのように収集するのか？
本校が収集し保持する情報の種類には、次に挙げる人の医療情報やその他のセンシティブ情報を含む個人情報が含
まれます（ただし、これに限定されません）。
・生徒が本校に在籍中とその前後の、生徒と保護者および／または保護責任者（以下「保護者」といいます）
・求人応募者、職員、ボランティア、請負人
・本校と連絡を持ったその他の人

本人が提供する個人情報：
本校は通常、保護者または生徒が記入した書類、面談および面接、メールおよび電話という手段によって、ある個
人に関する個人情報を収集します。個人情報を保護者および生徒本人以外の人が提供することもあります。

本人以外が提供する個人情報：	
ある個人に関する個人情報が、例えば、医療従事者による診断書や他校からの推薦状などによって、第三者から本
校に提供される場合もあります。

従業員記録に関する例外:
プライバシー法のもとでは、従業員記録にオーストラリア個人情報原則は適用されません。したがって、本校の従
業員記録の取り扱いについては、それが、本校と従業員の間の現在または過去の雇用関係に直接関連している場
合、本個人情報取り扱い方針の対象にはなりません。

本校は、本人から提供された個人情報をどのように使用するのか？
本校は、本人から収集した個人情報を収集の本来の目的のために使用します。また、本来の収集目的に関連して他
に二次的な目的があり、それを本人が合理的に予想できたり、本人が許可したりすれば、そのような目的でも使用
します。

生徒および保護者：
生徒と保護者の個人情報については、生徒に学校教育を提供できるようにすることが、本校の本来の収集目的で
す。これには、生徒が本校に在籍する全期間を通し、保護者のニーズ、生徒のニーズ、そして本校のニーズを満た
すことも含まれます。本校が生徒と保護者の個人情報を使用する目的には、次が含まれます。
・通信文、学校だより、校報誌を通して生徒の学校生活に関する事項を保護者に逐次報告するため
・本校の日々の運営のため
・教育面、社交面、医療面において生徒の健全を図るため	
・寄付金を募るため、本校のマーケティングのため
・本校が法的義務を履行し、注意義務を遂行できるようにするため

本校が求めた生徒または保護者の個人情報を提供いただけない場合には、その生徒を入学させたり、引き続き在籍
させたり、特定の活動への参加を許可したりできないことがあります。

求人応募者、職員、請負人：
求人応募者、職員、請負人の個人情報については、求人応募者、職
員、または請負人をそれぞれの場合に応じて評価し、（もし合格すれ
ば）その応募者、職員、または請負人が仕事に従事できるようにする
ことが、本校の本来の収集目的です。本校が求人応募者、職員、請負
人の個人情報を使用する目的には、次が含まれます。
・その個人の雇用または契約を、場合に応じて、管理するため

個人情報取り扱い方針
・保険加入のため
・寄付金を募るため、本校のマーケティングのため
・例えば、児童保護法などに関連し、本校が法的義務を履行するため
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ホームステイプログラム   Homestay program

	 イロンがけを自分ですることを希望する場合もあり
	 ます）
•	可能な範囲内での衣類の繕い・仕立て（例：裾上げ	
	 やズボンの小さな穴直しなど）
•	冬場の暖房と夏場の扇風機等の提供
•	全般的に両親の代わりとしての愛情や世話、気遣	
	 い、しつけや指導など
•	外出や社交活動などの監督（特に週末）
•	家族での外出時に食事をした場合、その食事代はホ	
	 ストファミリーが支払います
•	緊急の場合の医師や病院への送迎
•	生徒から要望された際の送迎（必要な場合で、妥当	
	 な範囲内の場合）
•	社会的に受け入れられない振る舞いをしたり、度重	
	 なる欠席が続く場合には本校のホームステイ事務局	
	 に通知すること
•	King’s Christian Collegeのホストファミリーは、	同時	
	 に最大で2名の留学生をホストすることに合意し	
	 ています

何らかの理由でやむを得ず本校手配によるホームステ
イを変更しなければならない場合は、本校のホームス
テイ事務局に少なくとも2週間前までに書面でその旨を
通知しなければなりません。また、ホームステイの変
更は必ず本校のホームスティ事務局の許可を得たうえ
で行われることとします。

**	料金はすべてオーストラリアドルです。記載された
情報は本書の発行時のものであり、予告なしに変更さ
れる場合があります。

ホームステイは留学生に人気の高い滞在方法であり、
家族と離れて暮らす海外からの留学生に対して家庭の
安心感と快適さを与えてくれるだけでなく、ホームス
テイを体験することによって生徒はオーストラリアの
文化を身をもって体験することができるようになるで
しょう。

入学願書にホームステイに滞在する旨を記入した留学
生については、本校が適切なホームステイ先を手配
します。なお、本校手配によるホームステイを利用す
る際には、ステイ先に転居する前にホームステイにつ
いてのすべての条件に同意しなければなりません。ま
た、本校では適切なステイ先を探すためのホームステ
イ手配料として、$250（豪ドル）をいただいています
ので、ご了承ください。

本校入学条件の一環として、生徒の年齢に関わらず下
記のどちらかの滞在方法を選択していただきます：
	 1)	 本校が承認・手配する家庭でのホームステイ	
	 	 または
	 2)	 オーストラリア移民省	(DIBP)	の承認した生	
	 	 徒の親族との同居
本校が手配するホームステイの料金については、料金
一覧（p8-9）をご参照ください。ホームステイ料金は
本校入学時から本校に直接、1半期毎または1年毎に前
払いしていただく必要があります。

留学生はホームステイ滞在中に、朝食や弁当を自分で
作ることを任されたり、自室の掃除や食後の食器の片
付けなど、些細な家事を手伝うよう頼まれることがあ
ります。

King’s Christian Collegeのホストファミリーはすべて、本
校のホームステイ事務局によって入念に選ばれます。
ホストファミリーになるためには、政府規定の条件を
満たさなければなりません。生徒の皆さんが安心して
快適な生活を送れることは、私たちにとっても非常に
重要なことです。海外からの留学生の皆さんが本校の
生徒として過ごす時間がいつも充実したものとなるよ
う、本校もできる限りのお手伝いをいたします。

本校のホームステイ事務局から事前に許可を得たうえ
で別段の手配がなされている場合を除き、留学生は12
月から1月の約2ヵ月におよぶ夏期休暇の期間中は自国
に帰省するものと考えられています。

本校が手配するホームステイ先では、通常生徒に対し
て以下のことを行います：
•	1日3回の食事
•	すべての家族行事への参加（可能な場合）
•	宿題や素行の管理・監督
•	宿題や課題の進行具合に問題がないことを確認
•	何らかの問題がある場合における学校との定期的な	
	 連絡（例：放課後の行事や居残りがあった場合）
•	高校パートナーシップ行事への参加による教科／学	
	 年担当の教師との定期的な連絡
•	生徒の具合が悪い場合に本校に欠席連絡をするの	
	 は、ホームステイ先の責任です
•	衣類・制服の洗濯とアイロンがけ（年長の生徒はア	

教育水準	

King’s Christian College（以下King’sとする）は倫理規定を持っており、この規定によってカリキュラムおよび本校の提
供するコース内容は高いレベルに保たれています。またこの規定は、コース履修者の利益と福祉を保護するものでも
あります。							

コースのマーケティング

King’sのコース内容は、誠実さと正確さそして専門意識をもってマーケティングされています。										

生徒への情報																							

コースの開始日までに、倫理規定および以下の項目を含む正確で適切そして最新の情報をKing’sの全ての生徒にお渡
しします。

•	 入学に当たっての手順と基準

•	 返金規約

•	 生徒の学費や料金などの総額案内

•	 King’s Christian Collegeキャンパス内の設備と備品について

生徒の募集

生徒の募集は、倫理的で確実な方法をとり、またカリキュラム要項と一貫した内容にて常時行います。

料金と返金について

King’sでは生徒から支払われた料金を保護し、また留学生の保護を目的とした1991年制定	留学生のための教育サービ
ス法（Education Service for Overseas Students Registration of Providers Financial Regulation – Act 1991）に基づく公正な
返金規約を定めています。16ページの「返金規約とその手続きについて」をご参照ください。

苦情および抗議に関する手続きについて

本校での学習に関するいかなる苦情に関しても、まずは留学生事務局の職員(Overseas	Student	Registrar)に相談し
てください。それでも問題が解決しないときは、懸念詳細を書面にて学校長に提出ください。必要と思われる場合に
は、問題解決のために理事会に持ち込まれます。18ページの「苦情処理に関する学校方針」をご参照ください。

制裁処置について

King’sは登録教育機関としての基準や要項に沿った義務を果たさない場合には、教育機関としての登録が取消しとな
ることを認知しています。

Mr Rees Davis BSc, DipEd, BEd, MEd

College Principal 	

リーズ　デイビス・学校長

倫理規定	  Code of practice
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2017年度	料金一覧	(Fee Schedule 2017)

記載された情報は冊子発行時のもので予告なしに変更になる場合があります。料金改定の結果値上げが生じた場合、改定後の新料金が適用されます。

授業料

授業料 半期 年間

初等部小学校準備クラス－3年生

初等部4-6年生

中等部7-9年生

高等部 10-12年生

$9375.00
$9500.00
$9800.00
$9800.00

$18750.00
$19000.00
$19600.00
$19600.00

授業料に関する情報

消耗品費
上記授業料には消耗品費のほか、必須アクティビティ費や文房具、図書、教科書貸し出し、ロッカー貸し出し、生徒
証、テクノロジー利用費	（5-12年生課程でのノートパソコンを含む）、各教科研修およびそれに伴うバス等の移動
費が含まれています。

兄弟・姉妹割り引き
一家族から兄弟･姉妹関係の子供が二人以上本校に同時入学する場合、二人目分の授業料金から兄弟・姉妹割り引き
が適用されます。この割引は各自の明細書に明記されます。

お支払い方法
お支払いは以下のいずれかの方法となります。
•	 海外送金	－	送金詳細は入学案内書と一緒にご案内します。
•	 本校にて直接入金	－	本校の総務課（Administration Office）にて現金またはクレジットカードにてお支払いい	
	 ただけます。
•	 銀行口座引き落とし	－	オーストラリア国内在住の方のみご利用いただけます。

2017年度学費お支払い期日
前期分の学費お支払い期日は	2017年	1月	13日（金）、後期分は	2017年	7月	3日（金）といたします。

退学の際
本校退学の際は、入学規定の条件として、一学期前までに書面にて通知する必要があります。この通知がない場合は
一学期分の料金が請求されます。

入学規定と返金方針
学校案内書に同封されている本校の入学規定と返金方針を熟読いただき、ご理解いただきますようお願い申し上げます。

授業料以外の料金（必須）

入学願書申請料	－	$200
入学申し込みの際、$200の申請料が必要となります。この申請料はいかなる場合も払い戻し
には応じられません。申請料には入学前に必要とされる英語力審査の代金を含み、

一申請につき	$200

英語サポートプログラム(ESL)	授業料
ESL英語サポートプログラムが必要かどうかは、入学前に本校が行う英語力評価テ
ストにより決定されます。(英語サポートプログラム（ESL）については5ページを
ご覧ください。)
小学校準備クラス（週	4レッスン）
初等部	1-6年生（週	3レッスン）

一学期分	　　　　一年間分
$1925                            $3850
$1430                            $2860
無料　　　　　　	無料

K A L E I D O S CO P E - 1 5 1

YE AR 9 C AM P - M E LBOU RN E TOU R

6.	 その他の法的救済策

	 a)	 本方針KCC 苦情処理に関する学校方針は、他の法律上の救済手段を生徒が遂行	
	 	 する権利を無効にするものではありません。

7.　	この方針の中で使われた言葉の詳細

	 a)	 営業日	－	学期開校中の土曜日、日曜日、国民の祝日以外の平日。

	 b)	 生徒	－	KCC にて入学のお申し込みをされた生徒、または生徒が18歳未満の場	
	 	 合は法律で定められている保護者様。

	 c)	 後援者	－	例えば友人、教師、苦情に関して無関係の人物。

苦情処理に関する学校方針		 Complaints & Appeals Policy

Year 9 Melbourne Tour 2016
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記載された情報は冊子発行時のもので予告なしに変更になる場合があります。料金改定の結果値上げが生じた場合、改定後の新料金が適用されます。

2017年度	料金一覧	(Fee Schedule 2017)

課外活動	料金	

クラブタスティック（Clubtastic・初等科）とフュージョン（Fusion・中高等部）の両プログ
ラムでは、野山でのスキルの学習やチェス、乗馬などの興味深い課外活動プログラムを学期
期間中に提供しています。料金については、最大	$300までが授業料にてカバーされていま
す。

年間	$300

QCAAQueensland Curriculum & Assessment Authority：クィーンズランド教育課程・
評価局費）

卒業後にオーストラリアの大学への進学を希望する11年生・12年生の留学生はすべて、QCAA
費の支払いが必要となります。この料金にはQCAAによる生徒の学業成績の調整	・査定処理
や、試験結果の計算、修了証書の発行にかかる費用が含まれています。

11年生・12年生のみ
年間		$423.40

制服

靴以外のすべての制服は本校の制服販売店にて取り扱われています。制服は入学前にご購入
していただくことができ、現金またはクレジットカードにてお支払いいただけます。制服代
金にはGST税が含まれています。なお、右記の代金は1式のみの価格ですのでご注意くださ
い。詳細は下記をご参照ください：	

小学校準備クラス－6年生：約	
$700
7-9年生	：約$1000
10-12年生：約	$1100

健康保険	(Medibank Private（メディバンクプライベート）

オーストラリアの法律に準じ、学生ビザで滞在中の留学生は必ず医療保険に加入しなければ
なりません。この医療保険はお子様の本校での在籍予定期間に応じて手配することができ、
保険料は初回の授業料のお支払い時に全額お支払いいただきます。なお、医療保険提供業者
はMedibank Private（メディバンクプライベート）社です。

年間／12ヵ月　　$558
詳細はMedibank Private社のウェ

ブサイトにてご確認ください

ホームステイ料金
滞在方法としてホームステイをご利用される場合、生徒は本校が手配するホームステイ先に
滞在することとなります。ホームステイ料金は週	$275ですが、ホームステイ先から外泊す
る場合（例：休暇中ホームステイを不在にする場合）は週	$150となります。

半期分			$7540
年間					$15080

ホームステイ手配料

生徒に合ったホームステイを見つけるために、ホームステイ手配料をいただいております。 $250

授業料以外の料金（必要に応じて適用されます）

スクールバス料金

キングス	クリスチャン	カレッジ	バスによる登下校時の送迎料金です。

半期分		$660		
年間				$1320

キャンベラ旅行（初等部6年生のみ）

オーストラリアの政治を一年間に渡り学習した仕上げとして、初等部6年生の全生徒は恒例
のキャンベラ旅行に参加いただけます。旅行行程には雪を楽しむ時間も含まれています。

$960	（概算）

学期末特別課外活動（7-12年生のみ）

中･高等部に属する留学生は、毎回学期末に行われる楽しい特別課外活動に参加いただけま
す。

一学期分	$60					または
一年間分	$120

メルボルン旅行（9年生のみ）：9	年生の全生徒が、教師陣も参加する楽しい文化
研修であるメルボルン旅行に参加する資格を有しています。同研修はオプションとして提供
される活動であり、参加人数に限りがありますのでご了承ください。

$600	（概算）

年度末祝賀会（12年生のみ）

12年生には学年末にフォーマルな祝賀パーティーがあります。 $120

空港送迎サービス

要請があればブリスベン空港またはゴールドコースト空港の発着便に合わせた送迎サービス
を随時承っております。

要請を受けた時点で見積提示

苦情処理に関する学校方針		 Complaints & Appeals Policy

本方針の写しは、契約書に署名される前の合理的期間内、そして生徒が籍を置くコースの開始7日以内に、生徒（生
徒が18歳未満の場合はご両親ないし法律で定められている保護者）に配布されます。

1.　目的

				a)本方針King’s Christian College（以下、KCCとする）苦情処理に関する学校方針の目的は、生徒または保護者様		
				が紛争または苦情に	関する解決をよりスムーズに行うための手順方法をお知らせするためのものです。
	 b)	 内部の苦情および訴えの申し立て・処置過程は円満に問題を解決するためのものであり、法律的なもの	
	 	 ではありません。

2.　他の生徒に関する苦情

	 a)	 生徒から他の生徒へ苦情が申し立てられる場合、苦情は本校が定めている生徒の振る舞いに関する方針	
	 	 (Behaviour Policy)と行動規範(Code of Practice)に基づいて処理されます。

3.　公式な苦情以外の方法での苦情解決

	 a) KCCは、苦情に関してはまず仲裁方法を利用し問題解決が試みられることを要	
	 	 請します。

	 b)	 生徒はクラス担当教師、またはパストラルケア教師か留学生教務課にまず連絡し、苦情について仲裁／非公	
	 	 式な問題解決を試みなければなりません。

	 c)　万一仲裁によって問題が解決されない場合、その問題は、校長または校長の代理に連絡され、KCC内にお	
	 	 ける公式苦情と抗議の取扱い手順に準じて処理されます。ホームステイに関する問題は、ホームステイ担当	
	 	 者にお問い合わせください。学習に関する問題は、初等部ではクラス担当教師または学年レベル調整に、高	
	 	 等部ではDean of Studies(学部長)に相談してください。行動に関する問題は、初等部ではクラス担当教師、	
	 	 高等部ではDean of Students(学生部長)に相談してください。

4.　公式苦情申し立て取り扱い手順

	 a)	 この苦情申し立て取り扱い手順では機密が保たれ、いかなる苦情もしくは抗議の場合でも、それは、当事者	
	 	 および苦情の申し立てまたは抗議の直接関係者間での問題となります。	

	 b)　生徒は苦情や訴え内容および詳	細を書面によって本校に報告しなければなりません。

	 c)　書面での苦情や訴えは校長または校長の代理に提出されます。

	 d)　出席もしくは成績が不十分であること、または入学の差し止めおよび取り消しについて通報予定である	
	 	 という通知を本校から受け取った生徒が本校内での苦情および訴えの申し立て・処理過程方法を利用す	
	 	 る場合は、生徒は通知の日付から20日以内に書面にて訴えを申し立てるものとします。

	 e)　本校内での苦情および訴えの申し立て・処置過程は無料でご利用でます。

	 f )　生徒より校長もしくは校長の代理に苦情の詳細説明を行う機会があります。

	 g)	 生徒ないし本校は、全ての関連会合において後援者に同行してもらったり助勢を受けたりすることがで	
	 	 きます。

	 h)	 公式の苦情申し立て・処置過程は、校長もしくは校長の代理に苦情報告してから10日以内に開始されます。	
	 i)	 校長もしくは他の者が苦情や訴えに関しての決定を下した時点で、生徒はその結果および結果に

	 	 至った理由を書面にて報告されます。そしてそのコピーは記録として保管されます。

	 j)	 苦情の申し立て・処置過程において生徒の希望通りの決定が下された場合、KCCは直ちにその結果およびあ	
	 	 らゆる法的補償・予防処置実行に移り、その結果を訴えた生徒に報告します。

	 k) KCC は全ての苦情の申し立て・処置過程を営業日20日以内に解決することに取り組んでいます。

	 l)　訴えの過程の間、生徒は全ての授業について通常通り、登録および出席を維持しなければなりません。

5.	 学校外部への苦情申し立ての手続き

	 a)	 生徒が苦情処理手続きの処置や結果に関して納得できない場合は、2週間以内に最小限の費用もしくは無料で	
	 	 外部機関による救済を受けることができます。	

	 b)　万一、KCC の下した結果や行動について生徒が学校外部者を利用して苦情を申し立てる場	
	 	 合は、留学生オンブズマン(Overseas Students Ombudsman・行政監視官）に無料で連絡することができま	
	 	 す。留学生オンブズマンは留学生の方に無料で独立したサービスを提供します。詳細は	
	 	 www.oso.gov.au　またはお電話1300 362 072までお問い合わせください。
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中等部での科目	  Middle School Subjects 2017

中等部の全ての学年の科目には牧師による指導プログラムおよびキャンプが含まれます。毎年行われるキャンプによ
って、新入生たちに社会的、宗教的、そして格式を重んじる本校の校風に慣れ親しんでもらうことができます。中等
部での留学生は毎年必ず英語サポートプログラム(ESL)に参加することが義務付けられており、学校の求めるレベルに
達するまでESLを修了することができません。

7 & 8年生の科目		(Year 7 & 8 Subjects)

7年生・8年生で学ぶ主要（必須）科目：

English (英語)　　　　　　　　	
History	(歴史)　　　　　　　	
Mathematics	(数学)　　　　　　	
Geography	(地理)	
Science	(科学)　　　　　　　　	
Physical Education	(体育)　	
Christian Studies(キリスト教学)　	
ESL	(英語サポートプログラム)－放課後校内図書室にて学習します

7年生・8年生の2年間にわたり、下記の「ローテーション科目」を半期毎に入れ替わりで履修します。	
Japanese	(日本語)　	 	 	
Business	(ビジネス)	
Industrial Design & Technology	(工業デザインと技術)	
Music	(音楽)			 	 	 	
Art	(芸術)	 	 	 	 			 	
Drama	(演劇)	
Home Economics	(家庭科)			
Digital Technologies	(デジタル技術)

9年生の科目		(Year 9 Subjects)

9年生で学ぶ主要（必須）科目：	
English	(英語)　　　　　　　	 	
Christian Studies	(キリスト教学)　　　　　				
Mathematics	(数学)	 	 	
Business	(ビジネス)	
Science	(科学)　　　　　　　　　				

　　　　　　　				

9年生の選択科目は、生徒が興味や関心を持つ分野を探求できるよう提供されています：

A B C

Music（音楽）	

Dance（ダンス）	

Drama（演劇）	

Graphics（グラフィックス）	

Industrial Skills	（工業技能）	

History	（歴史）

Geography（地理）	

Visual Art（ビジュアルアート）	

Home Economics（家庭科）	

Physical Education（体育）	

Technology Studies（テクノロジー）	

Digital Art（デジタルアート）

Japanese	（日本語）	

Digital Art（デジタルアート）	

Physical Education（体育）	

Graphics（グラフィックス）	

Drama（演劇）	

Technology Studies（テクノロ

ジー）	

返金規約とその手続きについて		 Refund Policy

	 e)	 学校側による学籍取り消しの場合の返金：
	 	 下記のいずれかの理由で生徒の学籍が取り消される場合、授業料は一切返金されません。　
	 	 i.	 十分な学業上の進展を維持できない場合（ビザ条件8202）。King’s Christian College学校方針・コ
	 	 	 ース進行と出席条件をご参照ください。
	 	 ii.	十分な出席率を維持できない場合（ビザ条件8202）。King’s Christian College学校方針・コース進
	 	 	 行と出席条件をご参照ください。　　　
	 	 iii.	承認された福利厚生／滞在宿泊体制を維持できない場合（ビザ条件8532）。該当者のみ。King’s   
   Christian College学校方針・
	 	 	 ース進行と出席条件をご参照ください。
	 	 iv.	コース料金が支払われなかった場合。
	 	 v.	 King’s Christian College	行動方針・素行規範	(Behaviour Policy/Code of Conduct)	において学籍の取り消
	 	 	 しにつながるとされている行動。
	

8.	 学校側による契約不履行
	 本校による契約不履行についてはすべて、2000年制定ESOS法および2001年制定ESOS規制（改正）法により定め		
	 られている現行の条項が適用されなくてはなりません。
	 a)	 何らかの理由によって本校がコース開始日にコースを提供できなくなり、生徒が何らかの理由で本校が代	
	 	 替として手配したコースに入学できない場合、またはそのようなコースへの入学を拒否した場合、合意さ	
	 	 れているコース開始日から14日以内に、当該の生徒について本校が受領した授業料*	のうち未使用の額の	
	 	 全額が返金されます。
	 b)	 生徒がコースの履修を開始した後に何らかの理由で本校がコースを継続できなくなり、生徒が何らかの理	
	 	 由で本校が代替として手配したコースに入学できない場合、またはそのようなコースへの入学を拒否した	
	 	 場合、本校の契約不履行日から14日以内に、当該生徒について本校が受領した授業料のうち未使用分の全	
	 	 額*が返金されます。	
	 c)	 本校が当該生徒のために合意できる代替コースの手配または返金という本校の契約義務を果たすことをで	
	 	 きない場合は、生徒はオーストラリア政府の学費保護サービス	(Tuition Protection Service)	から支援を受け	
	 	 ることができます。学費保護サービスに関する詳しい情報は、ホームページ	
	 	 https://tps.gov.au/StaticContent/Get/Studentinformation	にてご確認ください。
*こうした場合に支払われるべき返金額の計算は、法定文書（2014年制定	海外留学生向け教育サービス（返金額の計
算）規定の第7条）により定められています。	http://www.comlaw.gov.au/Details/F2014L00907
9.	 本契約そして苦情や不服申し立て手続きが可能であるという事実は、生徒がオーストラリア消費者保護法に基づ	
	 いて訴えを起こしたり何らかの行動を取る権利を生徒から奪うものではありません。

言葉の定義	
a)	 授業料でない料金（Non-tuition	fees）	−	直接授業料と関係のない料金。例入学申請料、ホームステイ手配
	 料、ホームステイ料金、書籍代、制服代、バス代、OSHC（留学生向け医療保険）料金、ESL費など。
b)	 授業料（Tuition	fees）	−生徒へのコ
ース提供に直接関連する料金で、授業費、消
耗品費などを含む。
c)	 コース料金（Course fees）－生徒	
	 がコースを受講するためにその生	
	 徒について本校が受領した授業料	
	 と授業料でない料金を合計したもの。
d)	 学期（Term）-期間は約10週間で、学年	
	 は4つの学期から成る。
e)	 半期（Semester）—学年の半分の期間	
	 で、2つの学期から成る。1半期は学校	
	 のスケジュール上の週単位で約20週の	
	 期間に相当する。

注意：	ビザ状況の変更について
生徒のビザ状況が変更となる場合でも（例え
ばオーストラリアの短期在住者または永住者
となった場合）、当該の年についてはその生
徒は同じ留学生料金を継続してお支払いいた
だくことになります。
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10年生の科目			Year 10 Subjects

►	 10年生の全生徒が英語・数学・キリスト教学を必須科目として履修します。キリスト教学では修了証明書		
	 (Certificate III in Christian Ministry & Theology：キリスト教職と神学コースレベルIII	修了証明書）の取得に向	
	 けた学習の機会が与えられます。

►	 各科目に関する詳細情報については、「Subject	Selection	Booklet：履修科目選択の手引き」をご参照く	
	 ださい。

10年生の科目

A B C D E F
English	
英語

Mathematics 
General	
数学	
一般

Mathematics 
Specialist	
数学	
専門

Chemistry		化学 Physics	物理 Biology	生物学

Mathematical  
Methods		
数学的方法

Legal Studies	
法律学

Business 	
ビジネス

Information 
Processing & 
Technology	
情報処理技術

Accounting	
会計学

Home Economics	
家庭科

Dance	
ダンス

Geography		
地理

Japanese	
日本語

Visual Art	
ビジュアルア
ート

Graphics	
グラフィック

Music	
音楽

Drama	
演劇

Physical 
Education	
体育

Film  TV	
映画・テレビ

Technology 
Studies	
テクノロジー

* Recreational 
Sport	
レクリエーショ
ンスポーツ

* Industrial Skills	
職業技術

* Digital Art	
デジタルアート

高等部での科目	   Senior secondary subjects 2017

高等部の生徒がビジネス勉強会のため訪れた最高裁判所にて

返金規約とその手続きについて			Refund Policy

本方針の書類は、契約書にサインされるまでの合理的期間内に生徒(または生徒が18歳未満の場合は法律で定められて
いる保護者様)に配布されます。

1.	 この返金方針は、学校に支払われる全てのコース料金に適用され、また本校に送金されるため教育エージ	
	 ェントにお支払いされたコース料金も含みます。

2.	 この返金方針は、生徒(または生徒が18歳未満の場合は法律で定められている保護者様)から教育エージェ	
	 ントに支払われるサービス手数料には適用されません。

3.	 入学手続き料金は返金されません。

4.	 コース料金および返金の支払いについて
	 a)　お支払いは、入学ご案内時にお渡しした請求書と現行の料金一覧の通りお支払いください。	 	
	 b)　項目別にあげられた学校費用は本校の契約書に記載されています（NC Standard 3.1.bに基づく）	
	 c)	 別段の指示・要求がない限り、料金はすべてオーストラリアドルで支払われるものとし、返金については	
	 	 当該の料金が支払われた通貨で行われます。		
	 d)　	King’s Christian Collegeと契約を交わした本人がほかの返金先を書面にて指定しない場合は、	
	 	 返金はKing’s Christian Collegeと契約を交わした当人に直接行います。

5.	 コースの中退に関するすべての通知または返金の申請は、書面にて校長もしくは校長の代理に提出されな	
	 ければなりません。

6.	 生徒側の契約不履行：ビザが却下され授業に参加できないケース
	 a)	 生徒がビザの発給拒否や却下を証明することができて（または移民省に対してビザの発給拒否ないし却下	
	 	 の確認を取る許可を本校に与えて）、かつ合意されたコースの開始日にコースの履修を開始することがで	
	 	 きなかったり、開始日当日あるいはそれ以前にコース入学を辞退した場合には、本校は当該生徒の契約不	
	 	 履行前に本校が受領したコース料金の全額から、つぎに挙げる項目のうちより小額なほうを差し引いた額	
	 	 を、当該生徒からの書面による請求が受理されてから4週間以内に返金します：
	 	 o	 支払われたコース料金の5%、または
	 	 o	 $500
	 b)	 ビザの発給が拒否されたまたはビザを却下された生徒がコースの開始後にそのコースから退学した場合、	
	 	 本校はそのコースのうち当該の生徒が受講した分に比例する授業料についてはこれを保持することとし、	
	 	 当該生徒に関連して本校が受領した授業料のうち未使用の授業料*	については、その生徒による契約不履	
	 	 行の日から4週間のうちに返金します。

*こうした場合に支払われるべき返金額の計算は、法定文書（2014年制定	海外留学生向け教育サービス（返金額の計
算）規定の第10条）により定められています。

7.	 生徒側の契約不履行
本返金方針のこの項に記載されている返金に関しては、生徒（生徒が18歳未満の場合は生徒の父母ないし
法的に指名された保護責任者）の書面による請求が受理されてから、4週間以内に支払われます。
	 a)	 授業料でない料金：
	 	 授業料でない料金に関しては、返金不可の支払い分について当該生徒のための支払いが既に済ませられ
	 	 ている場合を除き、生徒がコースに在籍・学習していた期間との比例換算により算出された額が返金され	
	 	 ます。
	 b)	 退学通知なしの履修不開始：
	 	 生徒が書面で退学通知をせずに、合意した始業日に履修を開始しなかった場合は、本校が受領し
	 	 た授業料のうち最大1学期分の授業料が本校により保持されます。
	 c)	 退学通知ありの履修不開始：
	 	 i.	 本校が始業日の4週間以上前に生徒（生徒が18歳未満の場合は父母
	 	 ないし法的に指名された保護責任者）から書面による退学届けを受理した場合、本校は授業料から手数料600	
	 	 豪ドルとその他の返金不可料金を差し引いて返金します。
	 	 ii.	本校が始業日の4週間前以降に生徒（生徒が18歳未満の場合は父母ないし法的に指名された保護責任者）	
	 	 から書面による退学届けを受理した場合、本校は授業料の70%を返金します。
	 d)		 始業日以降の返金：
	 	 i..	1半期分以下の授業料が前払いされている場合：その半期が終了する前に生徒（生徒が18歳未満の場合は	
	 	 父母ないし法的に指名された保護責任者）が退学届けを提出しても、授業料の返金はありません。
	 	 ii.	1半期分よりも多く授業料が前払いされている場合：1半期分よりも多く授業料が前払いされていて、本	
	 	 校が生徒（生徒が18歳未満の場合は父母ないし法的に指名された保護責任者）から書面による退学届けを受	
	 	 けたときには、その書面による通知が10週間以上前に受理された場合に限り、本校は授業料の未使用部分か	
	 	 ら申請料、ホームステイ手配料、健康保険料などの返金不可料金を差し引いて返金します。	 	
	 注意：書面による通知が10週間前以降に受理された場合、本校は授業料の未使用部分から10週間分または1半	
	 	 期分を差し引き、さらに申請料、ホームステイ手配料、健康保険料などの返金不可料金を差し引いて返金し	
	 	 ます。	
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11年生＆12年生の科目		Year	11	&	12	subjects	

►	 11年生・12年生の全生徒が英語・数学・キリスト教学を必須科目として履修します。キリスト教学では修了証明	
	 書	（Certificate III in Christian Ministry & Theology：キリスト教職と神学コースレベルIII	修了証明書）の取得に向けた	
	 学習の機会が与えられます。

►	 生徒はOPスコアを得るために5つのQCAA科目を履修しなければなりません。*	マークのついた科目はOPスコアに計	
	 上されませんのでご注意ください。

►	 各科目に関する詳細情報については、「Subject Selection Booklet：履修科目選択の手引き」をご参照ください。

A B C D E F
English	
英語

Mathematics A	
数学A

Mathematics C　	

数学C
Chemistry 	
化学

Physics　	

物理

Biology	
生物学

Mathematics B	
数学B

Legal Studies	
法律学

Business Management	
ビジネス経営

Information Processing 
& Technology	
情報処理技術

Accounting　　　	

会計

Home Economics	
家庭科

Dance　	

ダンス

Geography		
地理

Japanese　	

日本語

Visual Art	
ビジュアルアート

Graphics	
グラフィック

Music　	

音楽

Drama	
演劇

Physical Education	
体育

Film  TV	
映画・テレビ

Technology Studies	
テクノロジー

* English 
Communication	
*	英語	

コミュニケーション

* Pre-vocational  
Mathematics	
*	職業訓練コース	

準備向け数学

*	Recreational	

Sport		

*	レクリエーション

スポーツ

*	Business	Studies	

*	ビジネス

*	Industrial Skills	
*	職業技術

* Digital Art	
*	デジタルアート

A B C D E F
English	

英語		

Mathematics	A	

数学A	

Mathematics	C	

数学C

Chemistry	

化学

Physics	

物理学

Biology	

生物学

Mathematics	B	

数学B	

Legal	Studies	

法律学

Business	Management

ビジネス経営

Information 
Processing & 
Technology	
情報処理技術

Accounting	

会計学

Home	Economics	

家庭科

Modern	History	

近代史

Geography	

地理学

Japanese	

日本語

Visual	Art	

ビジュアルアート

Dance	

ダンス

Music	

音楽

Drama	
演劇

Physical	Education

体育

Graphics	

グラフィック

Film	TV	

映画・テレビ

Technology	Studies	

テクノロジー

*	English	

Communication

*	英語コミュニ

ケーション

*	Pre-vocational	

Mathematics		

*	職業訓練コース準

備向け数学

*	Business	Studies	

*	ビジネス

*	Industrial	Skills	

*	職業技術

*	Digital	Art	

*	デジタルアート

高等部での科目			 Senior secondary subjects 2017

12年生の科目

11年生の科目		

料金について（続き）

14. King’s Christian Collegeは授業料とホームステイ料金の改正を行う権利を持っており、これらの料金は予告なしに	
	 変わることがあります。

15.	 保護者様は、本校学校案内およびお渡しした計算書にある通り、在籍中の生徒にかかる全ての学費や費用を期限	
	 までに遅延なく支払う責任があることに同意していただきます。

16.	 在籍中の生徒が退学する場合、保護者様はその一学期前、つまり、最終日を退学予定とするその学期の開始日よ	
	 りも前に書面で通知する責任があることに同意いただきます。書面による届け出が一学期前に行われない場合	
	 は、一学期分の料金を支払うことになります。書面による退学届は学校長または校長の代理人宛てに提出してく	
	 ださい。	
17.	 保護者様は、支払いが遅れた際にかかる追加料金も含めて支払うことに同意します。

本校のカリキュラムと特性

18.	 保護者様は、学校案内にある本校のキリスト教の価値観を支持し、生徒が誓約書そして学校長や教職員によ	
	 って制定された勉学、服装、規律等における決まりに従うことに同意する必要があります。

19. King’s Christian Collegeは損失や破損については一切責任を負いません。本校は生徒の所有物に関しても一切の保	
	 証は負いません。

20.	 在学中の生徒は学校の定める学期に忠実に従い、連絡なしに学校を休んだり、学校の許可なしに休暇を取る	
	 ことのないよう努めなければなりません。学校の許可を得ず休学した場合、その間の評価の単位を落とすこ	
	 とがあります。

21.	 保護者様は、生徒が礼拝や履修科目、スポーツ、その他の本校が主催する職業体験やキャンプ、遠足、行事

	 などのあらゆる活動に参加することに同意します。

22.	 保護者様は、前項目にある学校行事、または前項目で言及されていない緊急事態の場合に、生徒が本校のスクー	
	 ルバスで、あるいは本校が必要ないし適切であると判断する場合には公共交通や民間の交通手段で移動すること	
	 に、同意することとします。

23.	 保護者は、本校の行動・素行管理方針およびその手順を全面的に支持し、生徒が学校内外で本校コミュニテ

	 ィーや本校の評判を傷つける行為に関わらないよう支援していきます。生徒は本校の校風や期待に反する行動を	
	 とってはなりません。

24.	 保護者様は、ここに示された入学条件に従い、お子様にもそれに従う努力を促すことに同意していただきます。

	
ホームスティまたは、親族との滞在について

25.	 生徒はコースの開始日までに宿泊および福祉に関する手配の承認を本校から受ける必要があります。親戚宅に住	
	 む生徒については、移民省に許可を申請することになります。

26.	 学校手配のホームステイを利用している場合は、本校に半期毎または年間毎の料金が前払いされているよう保護	
	 者が徹底して確認しなければなりません。	

27.	 本校手配のホームステイに宿泊する生徒は、在学中、福祉や滞在先に関するいかなる変更についても、本校から	
	 の承諾を得なければなりません。

28.	 留学生が在学を続ける際の条件として、生徒が暮らすホームスティ家族、または生徒の親族は学校が生徒の滞在	
	 を承認し続けるための手引きを受ける義務があります。

入学に関する条件			Enrolment conditions
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PE RfORm I n G ARTS

保護者の方がKing’s Christian Collegeへのお子様の入学許可を受諾される際には、以下の入学に関する条件に同意し、
その責務を守ることとします：

入学規定

1.	 コースの開始日までに学校長との面談を必ず行い、その結果は入学基準を満たすものでなければなりません。

2.	 保護者様は、生徒の経歴について、また、本校が提供する教育の質に影響を与えうる変更について、学校に正確	
	 な報告を行う義務があります。

3.	 病気や怪我などの緊急事態が発生し、署名をした保護者に連絡を取ることができないと本校が判断した場合、本	
	 校は妥当な	範囲内で提供し得るあらゆるケアを提供しますが、その際にかかる費用（救急車や医師、歯科医、	
	 病院その他の	処置など）について、本校はこれを負担する義務を負いません。また、当該生徒の治療や処置に	
	 あたる本校の保健職員を含む医師や歯科医、医療従事者などによる行為または不作為についても、本校はその	
	 責任を直接的にも間	接的にも負わないものとします。	

4.	 保護者様は、生徒の写真や情報が学校の出版物等に使用されることに同意する必要があります。

5.	 King’sが保有する生徒の個人情報は、ESOS法2000とNational Code of Practice	-	国家倫理規範(51.1)に基	
	 づき、連邦政府や州政府、またESOS Assurance Fund（留学生のための教育サービス保証基金）に提供される	
	 ことがあります。

6.	 生徒の住宅・居住環境に変更が生じる場合、特に生徒の住所が変更される場合は、保護者はどんな時でも必	
	 ず本校にその旨を連絡をすることとします。	

7.	 福祉/宿泊承認書(Welfare/accommodation	approval)を受け取っている留学生は、学校の許可なしにオースト	
	 ラリア国内の旅行をすることを禁じられています。

入学取消しに関する規定

8.	 学校が始まった後に、生徒の入学に関しての違反が発覚	
	 したり、学生ビザの条件によっては、入学が取消しにな	
	 ることがあります。この場合の学費等の返金は一切あり	
	 ません。

9.	 万一、本校が生徒の入学を取り消した場合は、帰国する	
	 ための航空運賃を保護者様が即時に負担しなければなり	
	 ません。またこのような状況においては、ビザの状態を	
	 明らかにするためにオーストラリア移民局（DIBP）から	
	 生徒のビザに関する情報を学校が得ることを、保護者様	
	 は許可する必要があります。

査証について

10.	 King’s Christian Collegeに入学を希望する留学生は、有効な	
	 パスポートと学生ビザを所持していなければなりませ	
	 ん。

11.	 学生ビザを持つ生徒は授業への出席率を最低でも80%以上に保つ必要があり、常に学習の成果が良好でなければ	
	 なりません。

12.	 生徒はオーストラリアの法律に従わなければなりません。もし法律が守れない場合は学校退学を求められること	
	 になります（上記項目8と9をご確認ください）。

料金について

13.	 初年度12ヶ月分の支払いは、見積書に記載された通り、入学日までにオーストラリアドルで全額支払わなければ	
	 なりません。そして入学後の学費の支払いは移民局の規則に従い、各学期または各学年が始まる前までに行わな	
	 ければなりません。

入学に関する条件			Enrolment conditions

High School Musical 2016 - ‘The Wiz’
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保護者の方がKing’s Christian Collegeへのお子様の入学許可を受諾される際には、以下の入学に関する条件に同意し、
その責務を守ることとします：

入学規定

1.	 コースの開始日までに学校長との面談を必ず行い、その結果は入学基準を満たすものでなければなりません。

2.	 保護者様は、生徒の経歴について、また、本校が提供する教育の質に影響を与えうる変更について、学校に正確	
	 な報告を行う義務があります。

3.	 病気や怪我などの緊急事態が発生し、署名をした保護者に連絡を取ることができないと本校が判断した場合、本	
	 校は妥当な	範囲内で提供し得るあらゆるケアを提供しますが、その際にかかる費用（救急車や医師、歯科医、	
	 病院その他の	処置など）について、本校はこれを負担する義務を負いません。また、当該生徒の治療や処置に	
	 あたる本校の保健職員を含む医師や歯科医、医療従事者などによる行為または不作為についても、本校はその	
	 責任を直接的にも間	接的にも負わないものとします。	

4.	 保護者様は、生徒の写真や情報が学校の出版物等に使用されることに同意する必要があります。

5.	 King’sが保有する生徒の個人情報は、ESOS法2000とNational Code of Practice	-	国家倫理規範(51.1)に基	
	 づき、連邦政府や州政府、またESOS Assurance Fund（留学生のための教育サービス保証基金）に提供される	
	 ことがあります。

6.	 生徒の住宅・居住環境に変更が生じる場合、特に生徒の住所が変更される場合は、保護者はどんな時でも必	
	 ず本校にその旨を連絡をすることとします。	

7.	 福祉/宿泊承認書(Welfare/accommodation	approval)を受け取っている留学生は、学校の許可なしにオースト	
	 ラリア国内の旅行をすることを禁じられています。

入学取消しに関する規定

8.	 学校が始まった後に、生徒の入学に関しての違反が発覚	
	 したり、学生ビザの条件によっては、入学が取消しにな	
	 ることがあります。この場合の学費等の返金は一切あり	
	 ません。

9.	 万一、本校が生徒の入学を取り消した場合は、帰国する	
	 ための航空運賃を保護者様が即時に負担しなければなり	
	 ません。またこのような状況においては、ビザの状態を	
	 明らかにするためにオーストラリア移民局（DIBP）から	
	 生徒のビザに関する情報を学校が得ることを、保護者様	
	 は許可する必要があります。

査証について

10.	 King’s Christian Collegeに入学を希望する留学生は、有効な	
	 パスポートと学生ビザを所持していなければなりませ	
	 ん。

11.	 学生ビザを持つ生徒は授業への出席率を最低でも80%以上に保つ必要があり、常に学習の成果が良好でなければ	
	 なりません。

12.	 生徒はオーストラリアの法律に従わなければなりません。もし法律が守れない場合は学校退学を求められること	
	 になります（上記項目8と9をご確認ください）。

料金について

13.	 初年度12ヶ月分の支払いは、見積書に記載された通り、入学日までにオーストラリアドルで全額支払わなければ	
	 なりません。そして入学後の学費の支払いは移民局の規則に従い、各学期または各学年が始まる前までに行わな	
	 ければなりません。

入学に関する条件			Enrolment conditions

High School Musical 2016 - ‘The Wiz’
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11年生＆12年生の科目		Year	11	&	12	subjects	

►	 11年生・12年生の全生徒が英語・数学・キリスト教学を必須科目として履修します。キリスト教学では修了証明	
	 書	（Certificate III in Christian Ministry & Theology：キリスト教職と神学コースレベルIII	修了証明書）の取得に向けた	
	 学習の機会が与えられます。

►	 生徒はOPスコアを得るために5つのQCAA科目を履修しなければなりません。*	マークのついた科目はOPスコアに計	
	 上されませんのでご注意ください。

►	 各科目に関する詳細情報については、「Subject Selection Booklet：履修科目選択の手引き」をご参照ください。

A B C D E F
English	
英語

Mathematics A	
数学A

Mathematics C　	

数学C
Chemistry 	
化学

Physics　	

物理

Biology	
生物学

Mathematics B	
数学B

Legal Studies	
法律学

Business Management	
ビジネス経営

Information Processing 
& Technology	
情報処理技術

Accounting　　　	

会計

Home Economics	
家庭科

Dance　	

ダンス

Geography		
地理

Japanese　	

日本語

Visual Art	
ビジュアルアート

Graphics	
グラフィック

Music　	

音楽

Drama	
演劇

Physical Education	
体育

Film  TV	
映画・テレビ

Technology Studies	
テクノロジー

* English 
Communication	
*	英語	

コミュニケーション

* Pre-vocational  
Mathematics	
*	職業訓練コース	

準備向け数学

*	Recreational	

Sport		

*	レクリエーション

スポーツ

*	Business	Studies	

*	ビジネス

*	Industrial Skills	
*	職業技術

* Digital Art	
*	デジタルアート

A B C D E F
English	

英語		

Mathematics	A	

数学A	

Mathematics	C	

数学C

Chemistry	

化学

Physics	

物理学

Biology	

生物学

Mathematics	B	

数学B	

Legal	Studies	

法律学

Business	Management

ビジネス経営

Information 
Processing & 
Technology	
情報処理技術

Accounting	

会計学

Home	Economics	

家庭科

Modern	History	

近代史

Geography	

地理学

Japanese	

日本語

Visual	Art	

ビジュアルアート

Dance	

ダンス

Music	

音楽

Drama	
演劇

Physical	Education

体育

Graphics	

グラフィック

Film	TV	

映画・テレビ

Technology	Studies	

テクノロジー

*	English	

Communication

*	英語コミュニ

ケーション

*	Pre-vocational	

Mathematics		

*	職業訓練コース準

備向け数学

*	Business	Studies	

*	ビジネス

*	Industrial	Skills	

*	職業技術

*	Digital	Art	

*	デジタルアート

高等部での科目			 Senior secondary subjects 2017

12年生の科目

11年生の科目		

料金について（続き）

14. King’s Christian Collegeは授業料とホームステイ料金の改正を行う権利を持っており、これらの料金は予告なしに	
	 変わることがあります。

15.	 保護者様は、本校学校案内およびお渡しした計算書にある通り、在籍中の生徒にかかる全ての学費や費用を期限	
	 までに遅延なく支払う責任があることに同意していただきます。

16.	 在籍中の生徒が退学する場合、保護者様はその一学期前、つまり、最終日を退学予定とするその学期の開始日よ	
	 りも前に書面で通知する責任があることに同意いただきます。書面による届け出が一学期前に行われない場合	
	 は、一学期分の料金を支払うことになります。書面による退学届は学校長または校長の代理人宛てに提出してく	
	 ださい。	
17.	 保護者様は、支払いが遅れた際にかかる追加料金も含めて支払うことに同意します。

本校のカリキュラムと特性

18.	 保護者様は、学校案内にある本校のキリスト教の価値観を支持し、生徒が誓約書そして学校長や教職員によ	
	 って制定された勉学、服装、規律等における決まりに従うことに同意する必要があります。

19. King’s Christian Collegeは損失や破損については一切責任を負いません。本校は生徒の所有物に関しても一切の保	
	 証は負いません。

20.	 在学中の生徒は学校の定める学期に忠実に従い、連絡なしに学校を休んだり、学校の許可なしに休暇を取る	
	 ことのないよう努めなければなりません。学校の許可を得ず休学した場合、その間の評価の単位を落とすこ	
	 とがあります。

21.	 保護者様は、生徒が礼拝や履修科目、スポーツ、その他の本校が主催する職業体験やキャンプ、遠足、行事

	 などのあらゆる活動に参加することに同意します。

22.	 保護者様は、前項目にある学校行事、または前項目で言及されていない緊急事態の場合に、生徒が本校のスクー	
	 ルバスで、あるいは本校が必要ないし適切であると判断する場合には公共交通や民間の交通手段で移動すること	
	 に、同意することとします。

23.	 保護者は、本校の行動・素行管理方針およびその手順を全面的に支持し、生徒が学校内外で本校コミュニテ

	 ィーや本校の評判を傷つける行為に関わらないよう支援していきます。生徒は本校の校風や期待に反する行動を	
	 とってはなりません。

24.	 保護者様は、ここに示された入学条件に従い、お子様にもそれに従う努力を促すことに同意していただきます。

	
ホームスティまたは、親族との滞在について

25.	 生徒はコースの開始日までに宿泊および福祉に関する手配の承認を本校から受ける必要があります。親戚宅に住	
	 む生徒については、移民省に許可を申請することになります。

26.	 学校手配のホームステイを利用している場合は、本校に半期毎または年間毎の料金が前払いされているよう保護	
	 者が徹底して確認しなければなりません。	

27.	 本校手配のホームステイに宿泊する生徒は、在学中、福祉や滞在先に関するいかなる変更についても、本校から	
	 の承諾を得なければなりません。

28.	 留学生が在学を続ける際の条件として、生徒が暮らすホームスティ家族、または生徒の親族は学校が生徒の滞在	
	 を承認し続けるための手引きを受ける義務があります。

入学に関する条件			Enrolment conditions
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10年生の科目			Year 10 Subjects

►	 10年生の全生徒が英語・数学・キリスト教学を必須科目として履修します。キリスト教学では修了証明書		
	 (Certificate III in Christian Ministry & Theology：キリスト教職と神学コースレベルIII	修了証明書）の取得に向	
	 けた学習の機会が与えられます。

►	 各科目に関する詳細情報については、「Subject	Selection	Booklet：履修科目選択の手引き」をご参照く	
	 ださい。

10年生の科目

A B C D E F
English	
英語

Mathematics 
General	
数学	
一般

Mathematics 
Specialist	
数学	
専門

Chemistry		化学 Physics	物理 Biology	生物学

Mathematical  
Methods		
数学的方法

Legal Studies	
法律学

Business 	
ビジネス

Information 
Processing & 
Technology	
情報処理技術

Accounting	
会計学

Home Economics	
家庭科

Dance	
ダンス

Geography		
地理

Japanese	
日本語

Visual Art	
ビジュアルア
ート

Graphics	
グラフィック

Music	
音楽

Drama	
演劇

Physical 
Education	
体育

Film  TV	
映画・テレビ

Technology 
Studies	
テクノロジー

* Recreational 
Sport	
レクリエーショ
ンスポーツ

* Industrial Skills	
職業技術

* Digital Art	
デジタルアート

高等部での科目	   Senior secondary subjects 2017

高等部の生徒がビジネス勉強会のため訪れた最高裁判所にて

返金規約とその手続きについて			Refund Policy

本方針の書類は、契約書にサインされるまでの合理的期間内に生徒(または生徒が18歳未満の場合は法律で定められて
いる保護者様)に配布されます。

1.	 この返金方針は、学校に支払われる全てのコース料金に適用され、また本校に送金されるため教育エージ	
	 ェントにお支払いされたコース料金も含みます。

2.	 この返金方針は、生徒(または生徒が18歳未満の場合は法律で定められている保護者様)から教育エージェ	
	 ントに支払われるサービス手数料には適用されません。

3.	 入学手続き料金は返金されません。

4.	 コース料金および返金の支払いについて
	 a)　お支払いは、入学ご案内時にお渡しした請求書と現行の料金一覧の通りお支払いください。	 	
	 b)　項目別にあげられた学校費用は本校の契約書に記載されています（NC Standard 3.1.bに基づく）	
	 c)	 別段の指示・要求がない限り、料金はすべてオーストラリアドルで支払われるものとし、返金については	
	 	 当該の料金が支払われた通貨で行われます。		
	 d)　	King’s Christian Collegeと契約を交わした本人がほかの返金先を書面にて指定しない場合は、	
	 	 返金はKing’s Christian Collegeと契約を交わした当人に直接行います。

5.	 コースの中退に関するすべての通知または返金の申請は、書面にて校長もしくは校長の代理に提出されな	
	 ければなりません。

6.	 生徒側の契約不履行：ビザが却下され授業に参加できないケース
	 a)	 生徒がビザの発給拒否や却下を証明することができて（または移民省に対してビザの発給拒否ないし却下	
	 	 の確認を取る許可を本校に与えて）、かつ合意されたコースの開始日にコースの履修を開始することがで	
	 	 きなかったり、開始日当日あるいはそれ以前にコース入学を辞退した場合には、本校は当該生徒の契約不	
	 	 履行前に本校が受領したコース料金の全額から、つぎに挙げる項目のうちより小額なほうを差し引いた額	
	 	 を、当該生徒からの書面による請求が受理されてから4週間以内に返金します：
	 	 o	 支払われたコース料金の5%、または
	 	 o	 $500
	 b)	 ビザの発給が拒否されたまたはビザを却下された生徒がコースの開始後にそのコースから退学した場合、	
	 	 本校はそのコースのうち当該の生徒が受講した分に比例する授業料についてはこれを保持することとし、	
	 	 当該生徒に関連して本校が受領した授業料のうち未使用の授業料*	については、その生徒による契約不履	
	 	 行の日から4週間のうちに返金します。

*こうした場合に支払われるべき返金額の計算は、法定文書（2014年制定	海外留学生向け教育サービス（返金額の計
算）規定の第10条）により定められています。

7.	 生徒側の契約不履行
本返金方針のこの項に記載されている返金に関しては、生徒（生徒が18歳未満の場合は生徒の父母ないし
法的に指名された保護責任者）の書面による請求が受理されてから、4週間以内に支払われます。
	 a)	 授業料でない料金：
	 	 授業料でない料金に関しては、返金不可の支払い分について当該生徒のための支払いが既に済ませられ
	 	 ている場合を除き、生徒がコースに在籍・学習していた期間との比例換算により算出された額が返金され	
	 	 ます。
	 b)	 退学通知なしの履修不開始：
	 	 生徒が書面で退学通知をせずに、合意した始業日に履修を開始しなかった場合は、本校が受領し
	 	 た授業料のうち最大1学期分の授業料が本校により保持されます。
	 c)	 退学通知ありの履修不開始：
	 	 i.	 本校が始業日の4週間以上前に生徒（生徒が18歳未満の場合は父母
	 	 ないし法的に指名された保護責任者）から書面による退学届けを受理した場合、本校は授業料から手数料600	
	 	 豪ドルとその他の返金不可料金を差し引いて返金します。
	 	 ii.	本校が始業日の4週間前以降に生徒（生徒が18歳未満の場合は父母ないし法的に指名された保護責任者）	
	 	 から書面による退学届けを受理した場合、本校は授業料の70%を返金します。
	 d)		 始業日以降の返金：
	 	 i..	1半期分以下の授業料が前払いされている場合：その半期が終了する前に生徒（生徒が18歳未満の場合は	
	 	 父母ないし法的に指名された保護責任者）が退学届けを提出しても、授業料の返金はありません。
	 	 ii.	1半期分よりも多く授業料が前払いされている場合：1半期分よりも多く授業料が前払いされていて、本	
	 	 校が生徒（生徒が18歳未満の場合は父母ないし法的に指名された保護責任者）から書面による退学届けを受	
	 	 けたときには、その書面による通知が10週間以上前に受理された場合に限り、本校は授業料の未使用部分か	
	 	 ら申請料、ホームステイ手配料、健康保険料などの返金不可料金を差し引いて返金します。	 	
	 注意：書面による通知が10週間前以降に受理された場合、本校は授業料の未使用部分から10週間分または1半	
	 	 期分を差し引き、さらに申請料、ホームステイ手配料、健康保険料などの返金不可料金を差し引いて返金し	
	 	 ます。	
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中等部での科目	  Middle School Subjects 2017

中等部の全ての学年の科目には牧師による指導プログラムおよびキャンプが含まれます。毎年行われるキャンプによ
って、新入生たちに社会的、宗教的、そして格式を重んじる本校の校風に慣れ親しんでもらうことができます。中等
部での留学生は毎年必ず英語サポートプログラム(ESL)に参加することが義務付けられており、学校の求めるレベルに
達するまでESLを修了することができません。

7 & 8年生の科目		(Year 7 & 8 Subjects)

7年生・8年生で学ぶ主要（必須）科目：

English (英語)
History	(歴史)
Mathematics	(数学)
Geography	(地理)	
Science	(科学)
Physical Education	(体育)　	
Christian Studies(キリスト教学)　	
ESL	(英語サポートプログラム)－放課後校内図書室にて学習します

7年生・8年生の2年間にわたり、下記の「ローテーション科目」を半期毎に入れ替わりで履修します。	
Japanese	(日本語)　	
Business	(ビジネス)	
Industrial Design & Technology	(工業デザインと技術)	
Music	(音楽)			
Art	(芸術)	
Drama	(演劇)	
Home Economics	(家庭科)			
Digital Technologies	(デジタル技術)

9年生の科目		(Year 9 Subjects)

9年生で学ぶ主要（必須）科目：	
English	(英語)
Christian Studies	(キリスト教学)
Mathematics	(数学)	
Business	(ビジネス)	
Science	(科学)

9年生の選択科目は、生徒が興味や関心を持つ分野を探求できるよう提供されています：

A B C

Music（音楽）

Dance（ダンス）

Drama（演劇）

Graphics（グラフィックス）

Industrial Skills	（工業技能）

History	（歴史）

Geography（地理）

Visual Art（ビジュアルアート）

Home Economics（家庭科）

Physical Education（体育）

Technology Studies（テクノロジー）

Digital Art（デジタルアート）

Japanese	（日本語）

Digital Art（デジタルアート）

Physical Education（体育）

Graphics（グラフィックス）

Drama（演劇）

Technology Studies（テクノロ

ジー）	

返金規約とその手続きについて		 Refund Policy

e) 学校側による学籍取り消しの場合の返金：
下記のいずれかの理由で生徒の学籍が取り消される場合、授業料は一切返金されません。
i. 十分な学業上の進展を維持できない場合（ビザ条件8202）。King’s Christian College学校方針・コ

ース進行と出席条件をご参照ください。
ii. 十分な出席率を維持できない場合（ビザ条件8202）。King’s Christian College学校方針・コース進

行と出席条件をご参照ください。
iii. 承認された福利厚生／滞在宿泊体制を維持できない場合（ビザ条件8532）。該当者のみ。King’s

Christian College学校方針・
ース進行と出席条件をご参照ください。

iv. コース料金が支払われなかった場合。
v. King’s Christian College	行動方針・素行規範	(Behaviour Policy/Code of Conduct)	において学籍の取り消

しにつながるとされている行動。

8. 学校側による契約不履行
本校による契約不履行についてはすべて、2000年制定ESOS法および2001年制定ESOS規制（改正）法により定め
られている現行の条項が適用されなくてはなりません。
a) 何らかの理由によって本校がコース開始日にコースを提供できなくなり、生徒が何らかの理由で本校が代

替として手配したコースに入学できない場合、またはそのようなコースへの入学を拒否した場合、合意さ
れているコース開始日から14日以内に、当該の生徒について本校が受領した授業料*	のうち未使用の額の
全額が返金されます。

b) 生徒がコースの履修を開始した後に何らかの理由で本校がコースを継続できなくなり、生徒が何らかの理
由で本校が代替として手配したコースに入学できない場合、またはそのようなコースへの入学を拒否した
場合、本校の契約不履行日から14日以内に、当該生徒について本校が受領した授業料のうち未使用分の全
額*が返金されます。

c) 本校が当該生徒のために合意できる代替コースの手配または返金という本校の契約義務を果たすことをで
きない場合は、生徒はオーストラリア政府の学費保護サービス	(Tuition Protection Service)	から支援を受け
ることができます。学費保護サービスに関する詳しい情報は、ホームページ
https://tps.gov.au/StaticContent/Get/Studentinformation	にてご確認ください。

*こうした場合に支払われるべき返金額の計算は、法定文書（2014年制定	海外留学生向け教育サービス（返金額の計
算）規定の第7条）により定められています。	http://www.comlaw.gov.au/Details/F2014L00907
9. 本契約そして苦情や不服申し立て手続きが可能であるという事実は、生徒がオーストラリア消費者保護法に基づ

いて訴えを起こしたり何らかの行動を取る権利を生徒から奪うものではありません。

言葉の定義	
a) 授業料でない料金（Non-tuition	fees）	−	直接授業料と関係のない料金。例入学申請料、ホームステイ手配

料、ホームステイ料金、書籍代、制服代、バス代、OSHC（留学生向け医療保険）料金、ESL費など。
b) 授業料（Tuition	fees）	−生徒へのコ
ース提供に直接関連する料金で、授業費、消
耗品費などを含む。
c) コース料金（Course fees）－生徒

がコースを受講するためにその生
徒について本校が受領した授業料
と授業料でない料金を合計したもの。

d) 学期（Term）-期間は約10週間で、学年
は4つの学期から成る。

e) 半期（Semester）—学年の半分の期間
で、2つの学期から成る。1半期は学校
のスケジュール上の週単位で約20週の
期間に相当する。

注意：	ビザ状況の変更について
生徒のビザ状況が変更となる場合でも（例え
ばオーストラリアの短期在住者または永住者
となった場合）、当該の年についてはその生
徒は同じ留学生料金を継続してお支払いいた
だくことになります。
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記載された情報は冊子発行時のもので予告なしに変更になる場合があります。料金改定の結果値上げが生じた場合、改定後の新料金が適用されます。

2017年度	料金一覧	(Fee Schedule 2017)

課外活動	料金	

クラブタスティック（Clubtastic・初等科）とフュージョン（Fusion・中高等部）の両プログ
ラムでは、野山でのスキルの学習やチェス、乗馬などの興味深い課外活動プログラムを学期
期間中に提供しています。料金については、最大	$300までが授業料にてカバーされていま
す。

年間	$300

QCAAQueensland Curriculum & Assessment Authority：クィーンズランド教育課程・
評価局費）

卒業後にオーストラリアの大学への進学を希望する11年生・12年生の留学生はすべて、QCAA
費の支払いが必要となります。この料金にはQCAAによる生徒の学業成績の調整	・査定処理
や、試験結果の計算、修了証書の発行にかかる費用が含まれています。

11年生・12年生のみ
年間		$423.40

制服

靴以外のすべての制服は本校の制服販売店にて取り扱われています。制服は入学前にご購入
していただくことができ、現金またはクレジットカードにてお支払いいただけます。制服代
金にはGST税が含まれています。なお、右記の代金は1式のみの価格ですのでご注意くださ
い。詳細は下記をご参照ください：	

小学校準備クラス－6年生：約	
$700
7-9年生	：約$1000
10-12年生：約	$1100

健康保険	(Medibank Private（メディバンクプライベート）

オーストラリアの法律に準じ、学生ビザで滞在中の留学生は必ず医療保険に加入しなければ
なりません。この医療保険はお子様の本校での在籍予定期間に応じて手配することができ、
保険料は初回の授業料のお支払い時に全額お支払いいただきます。なお、医療保険提供業者
はMedibank Private（メディバンクプライベート）社です。

年間／12ヵ月　　$558
詳細はMedibank Private社のウェ

ブサイトにてご確認ください

ホームステイ料金
滞在方法としてホームステイをご利用される場合、生徒は本校が手配するホームステイ先に
滞在することとなります。ホームステイ料金は週	$275ですが、ホームステイ先から外泊す
る場合（例：休暇中ホームステイを不在にする場合）は週	$150となります。

半期分			$7540
年間					$15080

ホームステイ手配料

生徒に合ったホームステイを見つけるために、ホームステイ手配料をいただいております。 $250

授業料以外の料金（必要に応じて適用されます）

スクールバス料金

キングス	クリスチャン	カレッジ	バスによる登下校時の送迎料金です。

半期分		$660		
年間				$1320

キャンベラ旅行（初等部6年生のみ）

オーストラリアの政治を一年間に渡り学習した仕上げとして、初等部6年生の全生徒は恒例
のキャンベラ旅行に参加いただけます。旅行行程には雪を楽しむ時間も含まれています。

$960	（概算）

学期末特別課外活動（7-12年生のみ）

中･高等部に属する留学生は、毎回学期末に行われる楽しい特別課外活動に参加いただけま
す。

一学期分	$60					または
一年間分	$120

メルボルン旅行（9年生のみ）：9	年生の全生徒が、教師陣も参加する楽しい文化
研修であるメルボルン旅行に参加する資格を有しています。同研修はオプションとして提供
される活動であり、参加人数に限りがありますのでご了承ください。

$600	（概算）

年度末祝賀会（12年生のみ）

12年生には学年末にフォーマルな祝賀パーティーがあります。 $120

空港送迎サービス

要請があればブリスベン空港またはゴールドコースト空港の発着便に合わせた送迎サービス
を随時承っております。

要請を受けた時点で見積提示

苦情処理に関する学校方針		 Complaints & Appeals Policy

本方針の写しは、契約書に署名される前の合理的期間内、そして生徒が籍を置くコースの開始7日以内に、生徒（生
徒が18歳未満の場合はご両親ないし法律で定められている保護者）に配布されます。

1.　目的

				a)本方針King’s Christian College（以下、KCCとする）苦情処理に関する学校方針の目的は、生徒または保護者様		
				が紛争または苦情に	関する解決をよりスムーズに行うための手順方法をお知らせするためのものです。
	 b)	 内部の苦情および訴えの申し立て・処置過程は円満に問題を解決するためのものであり、法律的なもの	
	 	 ではありません。

2.　他の生徒に関する苦情

	 a)	 生徒から他の生徒へ苦情が申し立てられる場合、苦情は本校が定めている生徒の振る舞いに関する方針	
	 	 (Behaviour Policy)と行動規範(Code of Practice)に基づいて処理されます。

3.　公式な苦情以外の方法での苦情解決

	 a) KCCは、苦情に関してはまず仲裁方法を利用し問題解決が試みられることを要	
	 	 請します。

	 b)	 生徒はクラス担当教師、またはパストラルケア教師か留学生教務課にまず連絡し、苦情について仲裁／非公	
	 	 式な問題解決を試みなければなりません。

	 c)　万一仲裁によって問題が解決されない場合、その問題は、校長または校長の代理に連絡され、KCC内にお	
	 	 ける公式苦情と抗議の取扱い手順に準じて処理されます。ホームステイに関する問題は、ホームステイ担当	
	 	 者にお問い合わせください。学習に関する問題は、初等部ではクラス担当教師または学年レベル調整に、高	
	 	 等部ではDean of Studies(学部長)に相談してください。行動に関する問題は、初等部ではクラス担当教師、	
	 	 高等部ではDean of Students(学生部長)に相談してください。

4.　公式苦情申し立て取り扱い手順

	 a)	 この苦情申し立て取り扱い手順では機密が保たれ、いかなる苦情もしくは抗議の場合でも、それは、当事者	
	 	 および苦情の申し立てまたは抗議の直接関係者間での問題となります。	

	 b)　生徒は苦情や訴え内容および詳	細を書面によって本校に報告しなければなりません。

	 c)　書面での苦情や訴えは校長または校長の代理に提出されます。

	 d)　出席もしくは成績が不十分であること、または入学の差し止めおよび取り消しについて通報予定である	
	 	 という通知を本校から受け取った生徒が本校内での苦情および訴えの申し立て・処理過程方法を利用す	
	 	 る場合は、生徒は通知の日付から20日以内に書面にて訴えを申し立てるものとします。

	 e)　本校内での苦情および訴えの申し立て・処置過程は無料でご利用でます。

	 f )　生徒より校長もしくは校長の代理に苦情の詳細説明を行う機会があります。

	 g)	 生徒ないし本校は、全ての関連会合において後援者に同行してもらったり助勢を受けたりすることがで	
	 	 きます。

	 h)	 公式の苦情申し立て・処置過程は、校長もしくは校長の代理に苦情報告してから10日以内に開始されます。	
	 i)	 校長もしくは他の者が苦情や訴えに関しての決定を下した時点で、生徒はその結果および結果に

	 	 至った理由を書面にて報告されます。そしてそのコピーは記録として保管されます。

	 j)	 苦情の申し立て・処置過程において生徒の希望通りの決定が下された場合、KCCは直ちにその結果およびあ	
	 	 らゆる法的補償・予防処置実行に移り、その結果を訴えた生徒に報告します。

	 k) KCC は全ての苦情の申し立て・処置過程を営業日20日以内に解決することに取り組んでいます。

	 l)　訴えの過程の間、生徒は全ての授業について通常通り、登録および出席を維持しなければなりません。

5.	 学校外部への苦情申し立ての手続き

	 a)	 生徒が苦情処理手続きの処置や結果に関して納得できない場合は、2週間以内に最小限の費用もしくは無料で	
	 	 外部機関による救済を受けることができます。	

	 b)　万一、KCC の下した結果や行動について生徒が学校外部者を利用して苦情を申し立てる場	
	 	 合は、留学生オンブズマン(Overseas Students Ombudsman・行政監視官）に無料で連絡することができま	
	 	 す。留学生オンブズマンは留学生の方に無料で独立したサービスを提供します。詳細は	
	 	 www.oso.gov.au　またはお電話1300 362 072までお問い合わせください。
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2017年度	料金一覧	(Fee Schedule 2017)

記載された情報は冊子発行時のもので予告なしに変更になる場合があります。料金改定の結果値上げが生じた場合、改定後の新料金が適用されます。

授業料

授業料 半期 年間

初等部小学校準備クラス－3年生

初等部4-6年生

中等部7-9年生

高等部 10-12年生

$9375.00
$9500.00
$9800.00
$9800.00

$18750.00
$19000.00
$19600.00
$19600.00

授業料に関する情報

消耗品費
上記授業料には消耗品費のほか、必須アクティビティ費や文房具、図書、教科書貸し出し、ロッカー貸し出し、生徒
証、テクノロジー利用費	（5-12年生課程でのノートパソコンを含む）、各教科研修およびそれに伴うバス等の移動
費が含まれています。

兄弟・姉妹割り引き
一家族から兄弟･姉妹関係の子供が二人以上本校に同時入学する場合、二人目分の授業料金から兄弟・姉妹割り引き
が適用されます。この割引は各自の明細書に明記されます。

お支払い方法
お支払いは以下のいずれかの方法となります。
•	 海外送金	－	送金詳細は入学案内書と一緒にご案内します。
•	 本校にて直接入金	－	本校の総務課（Administration Office）にて現金またはクレジットカードにてお支払いい	
	 ただけます。
•	 銀行口座引き落とし	－	オーストラリア国内在住の方のみご利用いただけます。

2017年度学費お支払い期日
前期分の学費お支払い期日は	2017年	1月	13日（金）、後期分は	2017年	7月	3日（金）といたします。

退学の際
本校退学の際は、入学規定の条件として、一学期前までに書面にて通知する必要があります。この通知がない場合は
一学期分の料金が請求されます。

入学規定と返金方針
学校案内書に同封されている本校の入学規定と返金方針を熟読いただき、ご理解いただきますようお願い申し上げます。

授業料以外の料金（必須）

入学願書申請料	－	$200
入学申し込みの際、$200の申請料が必要となります。この申請料はいかなる場合も払い戻し
には応じられません。申請料には入学前に必要とされる英語力審査の代金を含み、

一申請につき	$200

英語サポートプログラム(ESL)	授業料
ESL英語サポートプログラムが必要かどうかは、入学前に本校が行う英語力評価テ
ストにより決定されます。(英語サポートプログラム（ESL）については5ページを
ご覧ください。)
小学校準備クラス（週	4レッスン）
初等部	1-6年生（週	3レッスン）

一学期分	　　　　一年間分
$1925                            $3850
$1430                            $2860
無料　　　　　　	無料

K A L E I D O S CO P E - 1 5 1

YE AR 9 C AM P - M E LBOU RN E TOU R

6.	 その他の法的救済策

	 a)	 本方針KCC 苦情処理に関する学校方針は、他の法律上の救済手段を生徒が遂行	
	 	 する権利を無効にするものではありません。

7.　	この方針の中で使われた言葉の詳細

	 a)	 営業日	－	学期開校中の土曜日、日曜日、国民の祝日以外の平日。

	 b)	 生徒	－	KCC にて入学のお申し込みをされた生徒、または生徒が18歳未満の場	
	 	 合は法律で定められている保護者様。

	 c)	 後援者	－	例えば友人、教師、苦情に関して無関係の人物。

苦情処理に関する学校方針		 Complaints & Appeals Policy

Year 9 Melbourne Tour 2016
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ホームステイプログラム   Homestay program

	 イロンがけを自分ですることを希望する場合もあり
	 ます）
•	可能な範囲内での衣類の繕い・仕立て（例：裾上げ	
	 やズボンの小さな穴直しなど）
•	冬場の暖房と夏場の扇風機等の提供
•	全般的に両親の代わりとしての愛情や世話、気遣	
	 い、しつけや指導など
•	外出や社交活動などの監督（特に週末）
•	家族での外出時に食事をした場合、その食事代はホ	
	 ストファミリーが支払います
•	緊急の場合の医師や病院への送迎
•	生徒から要望された際の送迎（必要な場合で、妥当	
	 な範囲内の場合）
•	社会的に受け入れられない振る舞いをしたり、度重	
	 なる欠席が続く場合には本校のホームステイ事務局	
	 に通知すること
•	King’s Christian Collegeのホストファミリーは、	同時	
	 に最大で2名の留学生をホストすることに合意し	
	 ています

何らかの理由でやむを得ず本校手配によるホームステ
イを変更しなければならない場合は、本校のホームス
テイ事務局に少なくとも2週間前までに書面でその旨を
通知しなければなりません。また、ホームステイの変
更は必ず本校のホームスティ事務局の許可を得たうえ
で行われることとします。

**	料金はすべてオーストラリアドルです。記載された
情報は本書の発行時のものであり、予告なしに変更さ
れる場合があります。

ホームステイは留学生に人気の高い滞在方法であり、
家族と離れて暮らす海外からの留学生に対して家庭の
安心感と快適さを与えてくれるだけでなく、ホームス
テイを体験することによって生徒はオーストラリアの
文化を身をもって体験することができるようになるで
しょう。

入学願書にホームステイに滞在する旨を記入した留学
生については、本校が適切なホームステイ先を手配
します。なお、本校手配によるホームステイを利用す
る際には、ステイ先に転居する前にホームステイにつ
いてのすべての条件に同意しなければなりません。ま
た、本校では適切なステイ先を探すためのホームステ
イ手配料として、$250（豪ドル）をいただいています
ので、ご了承ください。

本校入学条件の一環として、生徒の年齢に関わらず下
記のどちらかの滞在方法を選択していただきます：
	 1)	 本校が承認・手配する家庭でのホームステイ	
	 	 または
	 2)	 オーストラリア移民省	(DIBP)	の承認した生	
	 	 徒の親族との同居
本校が手配するホームステイの料金については、料金
一覧（p8-9）をご参照ください。ホームステイ料金は
本校入学時から本校に直接、1半期毎または1年毎に前
払いしていただく必要があります。

留学生はホームステイ滞在中に、朝食や弁当を自分で
作ることを任されたり、自室の掃除や食後の食器の片
付けなど、些細な家事を手伝うよう頼まれることがあ
ります。

King’s Christian Collegeのホストファミリーはすべて、本
校のホームステイ事務局によって入念に選ばれます。
ホストファミリーになるためには、政府規定の条件を
満たさなければなりません。生徒の皆さんが安心して
快適な生活を送れることは、私たちにとっても非常に
重要なことです。海外からの留学生の皆さんが本校の
生徒として過ごす時間がいつも充実したものとなるよ
う、本校もできる限りのお手伝いをいたします。

本校のホームステイ事務局から事前に許可を得たうえ
で別段の手配がなされている場合を除き、留学生は12
月から1月の約2ヵ月におよぶ夏期休暇の期間中は自国
に帰省するものと考えられています。

本校が手配するホームステイ先では、通常生徒に対し
て以下のことを行います：
•	1日3回の食事
•	すべての家族行事への参加（可能な場合）
•	宿題や素行の管理・監督
•	宿題や課題の進行具合に問題がないことを確認
•	何らかの問題がある場合における学校との定期的な	
	 連絡（例：放課後の行事や居残りがあった場合）
•	高校パートナーシップ行事への参加による教科／学	
	 年担当の教師との定期的な連絡
•	生徒の具合が悪い場合に本校に欠席連絡をするの	
	 は、ホームステイ先の責任です
•	衣類・制服の洗濯とアイロンがけ（年長の生徒はア	

教育水準	

King’s Christian College（以下King’sとする）は倫理規定を持っており、この規定によってカリキュラムおよび本校の提
供するコース内容は高いレベルに保たれています。またこの規定は、コース履修者の利益と福祉を保護するものでも
あります。							

コースのマーケティング

King’sのコース内容は、誠実さと正確さそして専門意識をもってマーケティングされています。										

生徒への情報																							

コースの開始日までに、倫理規定および以下の項目を含む正確で適切そして最新の情報をKing’sの全ての生徒にお渡
しします。

•	 入学に当たっての手順と基準

•	 返金規約

•	 生徒の学費や料金などの総額案内

•	 King’s Christian Collegeキャンパス内の設備と備品について

生徒の募集

生徒の募集は、倫理的で確実な方法をとり、またカリキュラム要項と一貫した内容にて常時行います。

料金と返金について

King’sでは生徒から支払われた料金を保護し、また留学生の保護を目的とした1991年制定	留学生のための教育サービ
ス法（Education Service for Overseas Students Registration of Providers Financial Regulation – Act 1991）に基づく公正な
返金規約を定めています。16ページの「返金規約とその手続きについて」をご参照ください。

苦情および抗議に関する手続きについて

本校での学習に関するいかなる苦情に関しても、まずは留学生事務局の職員(Overseas	Student	Registrar)に相談し
てください。それでも問題が解決しないときは、懸念詳細を書面にて学校長に提出ください。必要と思われる場合に
は、問題解決のために理事会に持ち込まれます。18ページの「苦情処理に関する学校方針」をご参照ください。

制裁処置について

King’sは登録教育機関としての基準や要項に沿った義務を果たさない場合には、教育機関としての登録が取消しとな
ることを認知しています。

Mr Rees Davis BSc, DipEd, BEd, MEd

College Principal 	

リーズ　デイビス・学校長

倫理規定	  Code of practice
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学期 開始日 休暇	 終了日

ONE 小学校準備クラス
−初等部7年生、

第8	-12学年新入生
1月24日（火）

第8	-12学年全在校生
1月25日（水）

1月26日（木）
オーストラリアデー

4月14日（金）
グッド	フライデー

（休暇中）
4月17日（月）

イースター	マンデー　　
（休暇中）

3月31日（金)

TWO 4月18日（月） 4月25日（火）
ANZAC	デー

5月1日（月）
レイバー	デー

6月16日（金）

THREE 7月11日（火） 9月1日（金）
ゴールドコースト	ショー	デー

9月14日（木）

FOUR 10月3日（火） 10月2日（月）
クイーンズ	バースデー

12月25日（月）
クリスマスデー	（休暇中）

12月26日（火）
ボクシング	デー（休暇中）

高等部12年生
11月17日（金）

小学校準備クラス－
高等部11年生
11月24日（金）

2017年度の各学期日程	(Term Dates 2017)

18歳以下の生徒に関する特別な規定
18歳未満の生徒が単独でオーストラリアに渡航する場合、学生ビザの発給に際して発行された福祉／宿泊承認書	
(CAAW)に記載された日付と同じ日にオーストラリアに入国する必要があります。渡航日程を決める前に必ずご確認く
ださい。

在学中のオーストラリア国内の旅行について
本校が福祉責任を負う留学生は、入学規定により、本校からの書面による許可なしにオーストラリア国内を旅行する
ことを禁じられています。そのような許可を得るための申請は、必要書類を記入して提出してください。詳しくは学
生課にお問い合わせください。

休暇時期の出発日と到着日について
休暇時期に海外の自宅に帰宅する予定の生徒は上記の学校の学期日程に従い、早めに出発と到着の航空券の予約を入
れる必要があります。

学期日程について
入学規定では、生徒は各学期の開始日および最終日には必ず出席しなければならないと定められています。学期と休
暇の予定は本校のホームページや学校情報マニュアル、このパンフレットおよび学校のホームワークダイアリーにて
確認することができます。ご両親ならびに生徒の皆さんは学期日程に忠実でなければなりません。万一生徒が5日以
上遅れて新学期に登校すると、オーストラリア移民局（DIBP）の規定に基づき、本校はDIBPに事情報告することが義
務付けられています。

個人情報取り扱い方針	Privacy Policy

この個人情報取り扱い方針(Privacy	Policy)は、本校に提供された、または、本校が収集した個人情報を、本校が
どのように管理するかについて説明するものです。本校は、連邦プライバシー法（Commonwealth	Privacy	Act）に
含まれるオーストラリア個人情報原則（Australian	Privacy	Principles）を遵守しています。
	
この個人情報取り扱い方針が、変化を続ける学校環境に適切なものであり続けるよう、本校は、新たな法律および
テクノロジー、本校の運営および業務の変更に鑑みて、随時、本方針を見直し、改訂することができます。

本校は、どのような個人情報をどのように収集するのか？
本校が収集し保持する情報の種類には、次に挙げる人の医療情報やその他のセンシティブ情報を含む個人情報が含
まれます（ただし、これに限定されません）。
・生徒が本校に在籍中とその前後の、生徒と保護者および／または保護責任者（以下「保護者」といいます）
・求人応募者、職員、ボランティア、請負人
・本校と連絡を持ったその他の人

本人が提供する個人情報：
本校は通常、保護者または生徒が記入した書類、面談および面接、メールおよび電話という手段によって、ある個
人に関する個人情報を収集します。個人情報を保護者および生徒本人以外の人が提供することもあります。

本人以外が提供する個人情報：	
ある個人に関する個人情報が、例えば、医療従事者による診断書や他校からの推薦状などによって、第三者から本
校に提供される場合もあります。

従業員記録に関する例外:
プライバシー法のもとでは、従業員記録にオーストラリア個人情報原則は適用されません。したがって、本校の従
業員記録の取り扱いについては、それが、本校と従業員の間の現在または過去の雇用関係に直接関連している場
合、本個人情報取り扱い方針の対象にはなりません。

本校は、本人から提供された個人情報をどのように使用するのか？
本校は、本人から収集した個人情報を収集の本来の目的のために使用します。また、本来の収集目的に関連して他
に二次的な目的があり、それを本人が合理的に予想できたり、本人が許可したりすれば、そのような目的でも使用
します。

生徒および保護者：
生徒と保護者の個人情報については、生徒に学校教育を提供できるようにすることが、本校の本来の収集目的で
す。これには、生徒が本校に在籍する全期間を通し、保護者のニーズ、生徒のニーズ、そして本校のニーズを満た
すことも含まれます。本校が生徒と保護者の個人情報を使用する目的には、次が含まれます。
・通信文、学校だより、校報誌を通して生徒の学校生活に関する事項を保護者に逐次報告するため
・本校の日々の運営のため
・教育面、社交面、医療面において生徒の健全を図るため	
・寄付金を募るため、本校のマーケティングのため
・本校が法的義務を履行し、注意義務を遂行できるようにするため

本校が求めた生徒または保護者の個人情報を提供いただけない場合には、その生徒を入学させたり、引き続き在籍
させたり、特定の活動への参加を許可したりできないことがあります。

求人応募者、職員、請負人：
求人応募者、職員、請負人の個人情報については、求人応募者、職
員、または請負人をそれぞれの場合に応じて評価し、（もし合格すれ
ば）その応募者、職員、または請負人が仕事に従事できるようにする
ことが、本校の本来の収集目的です。本校が求人応募者、職員、請負
人の個人情報を使用する目的には、次が含まれます。
・その個人の雇用または契約を、場合に応じて、管理するため

個人情報取り扱い方針
・保険加入のため
・寄付金を募るため、本校のマーケティングのため
・例えば、児童保護法などに関連し、本校が法的義務を履行するため
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ボランティア： 
本校はまた、その機能を補佐したり、卒業生会や保護者会などの関連活動の実施を手伝ったりするボランティアにつ
いて、本校とボランティアが連携できるよう、その個人情報を収集します。 
 

マーケティング： 
生徒および職員が共に繁栄する優れた学習環境の継続的提供を確保するには、学校発展のためのマーケティングが不
可欠であると本校は考えています。保護者、職員、請負人、そして、より広範な本校コミュニティのその他の構成員
は、随時、イベントや募金の情報を受け取ることがあります。学校だより、校報誌などの個人情報の含まれた本校出
版物は、マーケティング目的で使用されることがあります。

	

本校は、個人情報を誰に開示することがあるのか？ 
本校は、ある個人に関するセンシティブ情報を含む個人情報を、次に対して開示することができます。

・他の学校
・政府省庁
・医師
・巡回専門教員、カウンセラー、スポーツコーチを含む本校へのサービス提供者
・学校だより、校報誌などの本校出版物の読者
・保護者
・本校が本人から情報開示の許可を得ている先
・法律で本校に情報開示が義務づけられている先

	

情報の海外送信 
本校は、例えば、個人情報の保管にオーストラリア国外にある「クラウド」型データ保管サービスを利用したり、交
換留学を可能にしたりするため、ある個人に関する個人情報を海外に送って開示することができます。しかしなが
ら、本校が、ある個人に関する個人情報を、本人の許可（場合によっては、この許可は黙示的に行われるものとしま
す）を得ずにオーストラリア国外に送信することはありません。ただし、オーストラリア個人情報原則または適用さ
れるその他のプライバシー法を遵守する場合は、その限りではありません。

	

本校は、センシティブ情報をどのように取り扱っているか？

本校のいう「センシティブ情報」とは、個人の人種または民族、政治的信念、宗教、労働組合または職能団体・同業
団体などの団体への加盟、哲学的信念、性的な指向または行為、犯罪歴に関連した情報を意味します。これらは同時
に個人情報であり、個人の医療情報、生体認証情報も含まれます。センシティブ情報は、本人が同意した場合、また
は、そのセンシティブ情報の使用または開示が法律で許可されている場合を除き、提供された目的、または、直接関
連のある二次的な目的でのみ使用、開示されることとします。

	

個人情報の管理と保護 
本校職員は、必ず、生徒および保護者の個人情報と個人のプライバシーを尊重することになっています。本校は、紙
媒体記録の施錠保管、電子記録へのパスワードによるアクセス権など様々な方法を用い、保有する個人情報を誤用、
侵害、紛失、不正アクセス、改ざん、漏えいから守る手順を設けています。

	

個人情報へのアクセスと訂正

本校が保有する個人情報に係る本人は、連邦プライバシー法のもと、自身に関する任意の個人情報にアクセスし、誤
りがあることに気付けば、それを本校に報告する権利を有します。生徒は通常、保護者を通して、自身の個人情報に
アクセスし更新することができるようになっていますが、高学年生は、アクセスと訂正を自身で行うことができるよ
う求めることができます。これらの権利には、適用法によって、いくつかの例外が設けられています。保護者は、ペ
アレント・ラウンジ（Parent	Lounge）と呼ばれるパスワードで保護されたポータルサイトから、本人とその子につ
いて本校が保有する標準的な個人情報を閲覧することができます。各家族は、その家族に関する情報にアクセスする
ための固有のユーザー名／パスワードを持っています。その情報の変更や更新は、ペアレントラウンジを通して申し
込むことができます。ペアレントラウンジで探している情報が見つからない場合は、本校まで書面でご連絡くださ
い。本人であることを本校に証明し、どの情報が必要か指定いただかなくてはならない場合もあります。本校は、申
し込みを確認し、お求めの内容の保管場所を特定し、それを取得し、再確認し、コピーするのにかかるコストを賄う
ため、手数料を請求させていただくことがあります。お求めの情報が広範にわたる場合は事前に予想コストをお知ら
せします。お求めの情報へのアクセスを提供できない場合は、書面で通知し、拒否の理由を説明します。

個人情報取り扱い方針 Privacy Policy英語サポートプログラム English language support classes (ESL)

留学生の多くは、オーストラリアの学校で学習を始める前に集中
英語コース（ELICOS）の受講が必要になります。ゴールドコース
トには、本校が留学生におすすめできる語学学校が数校ございま
す。

生徒が正規のクラスで学ぶにあたって充分な英語力を身につけた
後も、King’s Christian Collegeでは、英語サポートプログラム(ESL)
を通して英語学習を支援します。このプログラムでは学生一人一
人にあったサポートを行っています。

直接本科クラスに編入するには、下記のようなNLLIA (National 
Language Learning Institute of Australia)・オーストラリア国立言
語・識学研究所)の判定基準と本校の職員による評価を基準にし
た、各学年ごとによる英語力（目安）が必要となります。

1-7年生		 NLLIA	レベル3-4	 (IELTS*	レベル4)	
8年生					 NLLIA	レベル3.5-4		 (IELTS*	レベル4-4.5)						
9年生					 NLLIA	レベル3.5-4		 (IELTS*	レベル4-4.5)									
10年生			 NLLIA	レベル4				 (IELTS*	レベル5)		
11年生			 NLLIA	レベル4.5-5			 (IELTS*	レベル5)
12年生　		 NLLIA	レベル5 	 (IELTS*	レベル5.5-6)
入学の申し込みがあると、本校はNLLIAの学力判定に基づくシステ
ムを用いて、確かで詳細な評価を行います。初級レベルは0（英語
力が非常に乏しい、またはゼロである）、そして最上級レベルは7
（リーディング、ライティング、スピーキング、リスニングの4種
の英語力すべてにおいて十分な能力がある）となります。

初等部の場合、4種すべての英語力が当該学年のNLLIAレベル5また
は6に達すると、生徒はESL英語サポートプログラムを終了するこ
とができます。

小学校準備クラスの生徒は全員週4回、1 - 6年生の生徒は週3回ESL
レッスンを受けます。また、英語サポートプログラムが終了した
後も、生徒には自身の英語力を維持するだけでなく、継続的に
向上させる努力をすることが求められます。こうした英語力の維
持・向上は家庭教師の指導によっても実現することができます。
もし生徒の英語力が低下していると認められた場合には、再びESL
英語サポートプログラムを受ける必要があり、それにかかる費用
をお支払いいただく必要があります。

高等部の生徒は全員、本科クラスの英語で十分なレベル、あるい
は、NILLAレベル5または6に達するまでESLクラスで学ばなければ
なりません。ESLの授業は放課後に校内図書館で行われており、こ
の素晴らしいサービスは追加料金なしで利用できます。

高等課程の学年に進んだ後の継続的ESLサポートでは、すべての科
目において重要な研究・提出課題の作成に際して支援を受けるこ
とができます。また、指導講師（Tutor：チューター）は年間を通して放
課後と昼休みの時間に研究・提出課題の作成における支援を提供してい
ます。King’s Christian Collegeの英語サポートプログラムは総合的な内容
を誇る本校独自のものであり、留学生のニーズに応えられるよう開発・
改善を重ねてきたものです。留学生の皆さんはこのプログラムを通し
て、高い教育水準で知られるKing’s Christian Collegeで高い学業成績をお
さめることができるようになるのです。

*	よく使われる略称

ELICOS English Language Intensive Course for Overseas Students（留学生向け集中英語コース）

ESL English as a Second Language（第二言語としての英語サポートプログラム）

NLLIA National Language and Literacy Institute of Australia（オーストラリア国立言語・識字研究院）

IELTS International English Language Testing System（国際英語テスト制度）
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料金はオーストラリアドルです。記載された情報は冊子発行時のもので予告なしに変更になる場合があります

入学手続きについて Application & Enrolment

入学手続き：

ステップ１－入学願書のご記入　　　　　　　　　　　　　　　

「海外留学生用入学願	(International Student Enrolment  
Application)」の用紙をすべての質問に回答するかたちでご記入くだ
さい。また、最新の成績証明書を公式に英語に翻訳したものも添付
するようお願いいたします。

ステップ2－入学願書ご送付と申請料お支払い　　　　　　　　　

記入済みの入学願書を申請料（$200）と共に郵便またはEメールにて
下記までご送付ください。

1.	　	Eメール：isr@kingscollege.qld.edu.au

2.	　	郵送：	 The Principal

　　　　		 King’s Christian College

  Locked Bag 70

  Burleigh Post Office QLD 4220

	 	 AUSTRALIA					　　

代理店を通して申請する場合は、願書の提出先は代理店となります

ステップ3－入学ご案内　　　　　　　　　　　　　　　　　　

当該学年の生徒数が定員に達していない状況であり、かつ書類審査
に通過すると、出願者に入学通知が発行されます。また、入学通知
とあわせて、契約書	(Written	Agreement)	と	1	年分の料金の見積
書も発送されます。

ステップ4－お支払い手続き　　　　　　　　　　　　　　　　　

入学通知を受領し、入学の意志がある場合は、その旨を本校側に提
示・確認するために「契約書	(Written	Agreement)」にご署名のう
え契約書を返送し、見積書のとおり必要料金をお支払いください。
お支払い方法は、電信送金またはクレジットカードにて承っており
ます。なお、電信送金をご利用の際は送金情報に「アカウント・コ
ード	(Account	Code)」と生徒名をご明記ください。振込み先は、当
初の見積書にてお知らせします。

ステップ5－学生ビザ書類交付　　　　　　　　　　　　　　　　	
署名された契約書が返送され、授業料等のが完了した段階で、学生ビ
ザの申請に必要な書類が発行されます。ビザ申請の必要書類には、
電子入学許可書	(ECoE:	Electronic	Confirmation	of	Enrolment)	
や、必要な場合には福祉／宿泊先承認書	(CAAW:	Confirmation	of	
Appropriate	Accommodation	and	Welfare)	などが含まれます。学
生ビザ申請の際は、これらの用紙を豪州移民・国境警備省	(DIBP:	
Department	of	Immigration	and	Border	Protection)	にオンライン
でご提出ください。

ステップ6－英語力の評価　　　　　　　　　　　　　　　　

入学希望者は、実際に入学する前に十分な英語力を身につけていな
ければなりません。英語力が定かでない場合は、入学前にELICOS（
集中英語）コースを履修するよう計画するのが最善と言えます。そ
のような手続きを取る入学希望の留学生は、ELICOSコース修了後に
英語力の評価を受けて良い結果を得ることができるでしょう。留学
生はオーストラリアに到着してから入学日までの間に、留学生教務
課	(International	Student	Registrar)	に連絡して、英語力評価の
予約をしなければなりません。

ステップ7－学校長と面接　　　　　　　　　　　　　　　　　　

生徒の皆さんは入学日の前に学校長との面接を受けなければなりま
せん。面接のご予約については、オーストラリア到着後に留学生教
務課までご連絡ください。

ステップ8	－	空港送迎とホームステイの手配　　　　　　　　　　

学生ビザが発行されたら、オーストラリアへの到着予定日および予
定時間をKing’s Christian College	にお伝えください。適切な空港出迎
えとホームステイの手配をいたします。なお、到着日時や通学開始
日に変更が生じた場合は、すみやかに本校までお知らせください。

 

料金一覧：

詳細は8 - 9	ページをご覧ください。

授業料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

下記に記載されている代金は必須とされるアクティビティー
や物品全てをカバーします。

授業料料金 TUITION & ESL FEES

授業料

小学校準備クラス-3年生

初等部　　4-6年生　			

中等部　　7-9年生							

高等部				10-12年生

半期分

$9375

$9500

$9800

$9800

年間

$18750

$19000

$19600

$19600

授業料以外の料金
下記に記載されている料金は入学時に必要とされる場合があ
ります。授業料以外の料金に関する詳細は、8 - 9ページをご
覧ください。

授業料以外の料金（必須）

入学願書申請料（返金不可） $200

英語サポートプログラム(ESL)
授業料

小学校準備クラス	$3850
初等部	$2860 

クラブタスティックス＆
フュージョン（課外活動）

$300

QCAA（クィーンズランド教育
課程・評価局費）	QCAAが11年
生・12年生の留学生に課している採
点管理費 (Moderation Fee)です。

（11・12年生のみ）	
年間	$423.40

制服：右記料金は概算であ
り、1	着目のみの料金です

小学校準備クラス	$700
初等部	$700
中等部	$1000
高等部	$1100

健康保険
学生ビザ利用の留学生は健康保
険手配は必須

年間	$558
詳細はMedibank Private社のウェ
ブサイトにてご確認ください

ホームステイ手配料：生徒の滞
在先が決まり次第本校にご入金
いただきます

手配毎に	$250

ホームステイ料金
右記料金は年間最高額の概算
です

半期毎に	$7540	または
年間	$15080

授業料以外の料金（必要に応じて適用）

スクールバス料金 年間	$1320

キャンベラ旅行
6年生対象

$960（概算）

メルボルン研修旅行：9	年生
対象

$600（概算）

学期末特別課外活動
7-12年生対象

$120

12年生フォーマルパーティー $120

空港送迎サービス 要請を受けた時点で
見積提示

個人情報取り扱い方針 Privacy Policy

個人情報取り扱い方針

生徒個人情報へのアクセスの許可および権利

各保護者が自身の子の教育について意思決定する権利を、本校は尊重します。生徒の個人情報に関連して許可のお願
いや通知があれば、本校は通常、生徒の保護者に連絡をとります。保護者の許可は、生徒の代理としての許可である
とみなし、保護者への通知は、生徒への通知としての役割を持つこととします。上記の通り、保護者は本校に問い合
わせれば、自身または自身の子について本校が保有する個人情報へのアクセスを求めることができ、または、標準の
情報をペアレントラウンジで閲覧できます。しかしながら、アクセスは拒否されることがあります。そのようなケー
スには、その情報の公開が他人のプライバシーに過度な影響を与えうる場合や、公開がその生徒に対する本校の注意
義務違反をもたらす可能性がある場合が含まれます。

本校は、自らの裁量により、生徒から申し込みがあれば、本校が保有するその生徒に関する情報に本人がアクセスす
ることを許可したり、または、本人が自身の個人情報の使用について、保護者に依存せず許可したり保留したりする
ことを認めることがあります。これは、通常、生徒の成熟性および／または個人的な事情が、その正当な理由となる
場合にのみ行われます。

照会および苦情

本校が保有する個人情報をどう管理しているかについて、より詳しい情報をお求めの方、または、本校がオーストラ
リア個人情報原則に違反していると考え、苦情を申し出たい方は、本校校長にご連絡ください。本校は、どのような
苦情も調査し、その苦情に関して意思決定がなされ次第、できる限り速やかにその決定をお知らせします.
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学校長からご両親および生徒のみなさんへ		From the principal

King’s Christian College は英語圏および非英語圏からの多くの留学生に総合的な教育・宿
泊サービスを提供しています。私たちはオーストラリア人とアジアを主とした外国人と
の間に文化的な理解・尊重をもたらすという理念のもと、こうしたサービスを36年以上
にわたって提供してきました。現在、本校で学ぶ留学生の国籍は12カ国以上と様々で
す。

ここで紹介する様々な情報からもご理解いただける通り、本校では大学入学に向けての
準備としての総合教育サービスを提供しており、Reedy Creek	と	Pimpama	の2つのキャ
ンパスで小学校入学準備コース（5歳）から12年生（17－19歳）までの生徒を受け入れて
います。

海外からの留学生については、必要なレベルの英語能力を身につけて本校に編入した
後、私たちのESL（英語支援プログラム）を通してサポートが提供されます。

留学生の皆さんが快適な学校生活を送り、オーストラリアの生徒たちの輪に溶け込みや
すい環境を作るよう、本校では入学方針として各学年ごとに国籍による人数制限を設けています。

King’s Christian Collegeの職員は本校生徒への献身的な指導で高い評価をいただいています。本校の課程では、テクノ
ロジーや音楽、芸術、スポーツなど様々な分野での学習の機会が提供されていますが、これらはすべてキリスト教社
会での活気に満ちた教えに基づいています。

さらに、本校生徒の学業実績、とりわけ卒業する12年生の実績は、本校にクイーンズランド州内の全高校の中でも屈
指の名門校としての名声をもたらしています。

教育サービスのほかにも、本校は留学生の受け入れを歓迎しているキリスト教家庭とのネットワークを有していま
す。ホームステイをすることによって、留学生の皆さんは新しい環境での生活により早く適応することがなるでしょ
う。

こうしたことからもお分かりいただけるように、本校は留学生の皆さんに空港送迎からホームステイ、英語サポート
コース、政府公認の小学校入学準備コース、初等部・中等部・高等部や高等部以降の課程、そして生徒に適した大学
を選ぶための情報やアドバイスの提供まで、総合的なサービスを提供するキリスト教系の教育機関として運営されて
います。

この案内書を手に、King’s Christian College を紹介する様々な資料・情報をどうぞご熟読ください。なお、ご質問がご
ざいましたら本書に記載の連絡先まで、お電話またはEメールにてお問い合わせください。

Mr. Rees Davis  BSc, DipEd, BEd, MEd

College Principal  
学校長	リーズ　デイビス

(理学学士・教育ディプロマ・教育学学士・教育学修士）
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Providing quality education and training and 
protecting the rights of international students 

 

Australia welcomes international students 
The Australian Government wants international students to have a rewarding, enjoyable and safe 
experience when they come to Australia to study. Australia’s education and training system offers high 
quality services and protection for international students to ensure they make the most of their time 
here.  

Australia offers all levels of education to international students—from school (with some limitations 
depending on age and support from their family in Australia), through foundation and English language 
intensive courses, to vocational education and training (VET) and higher education.  

The laws that protect international students form the Education Services for Overseas Students 
(ESOS) framework. They include the Education Services for Overseas Students Act 2000 and the 
ESOS National Code.  

The ESOS Act ensures that education providers are registered by the Australian Government. Under 
ESOS, education providers must meet certain obligations as part of their registration on the 
Commonwealth Register of Institutions and Courses for Overseas Students (CRICOS). They must act 
in accordance with principles designed to support the best possible services for our international 
students. As an international student on a student visa, you must study a course with an education 
provider that can be found on CRICOS at http://cricos.deewr.gov.au.  

The ESOS framework also ensures that students have access to tuition assurance (which acts like 
consumer protection) and that they can get appropriate refunds. 

 As well as enhancing Australia’s quality education and training services, ESOS supports Australia’s 
migration laws as they relate to international students. 

You can find out more about Australia’s education system by visiting the Study in Australia website at 
http://www.studyinaustralia.gov.au/ and Australian Education International’s website at 
https://aei.gov.au/Pages/default.aspx. 

The ESOS National Code is available at https://aei.gov.au/Regulatory-Information/Education-Services-
for-Overseas-Students-ESOS-Legislative-Framework/National-Code/Pages/default.aspx. 

What you need to know about being an international student in Australia 
The ESOS standards cover a range of information you have a right to know about and the services 
that must be offered to you by Australian education providers. These include: 

 orientation to help you understand the course and more about the place you are studying, as 
well as access to support services that can help you study and adjust to life in Australia 

 the education provider’s contact officer or officers for overseas students 

 what your provider’s requirements are for satisfactory attendance  

 what your provider’s requirements are for satisfactory progress in the courses you study and 
what support is available if you are not progressing well 

 if you can apply for course credit and the circumstances in which your enrolment can be 
deferred, suspended or cancelled 

 a complaints and appeals process.  

 

ESOSの枠組み－質の高い教育の提供と権利の保護			
The ESOS Framework - Providing Quality Education and Protecting Your Rights

オーストラリア政府は、オーストラリアで学ぶ留学生に安全で楽しく、また有益な勉強の場で学んでほしいと考えて
います。オーストラリアの法律は、留学生に対する質の高い教育水準および留学生の消費者としての保護を促進して
います。これらの法律はESOSの枠組みとして知られており、この枠組みにはEducation Services for Overseas Students 
(ESOS) Act 2000およびNational Code2007が含まれます。

留学生の保護

学生ビザを持つ留学生の皆さんは、Commonwealth Register of Institutions and Courses for Overseas Students	（CRICOS)
に記載されている教育提供機関において、またCRICOSに記載されているコースを受講しなければなりません。（CRI-
COSはサイト：http://cricos.dest.gov.auで参照できます）。CRICOSに登録されているということは、みなさんが受講
するコースや教育提供機関が、留学生のために必要な高い基準を満たしていることの証明です。皆さんのコース詳細

（開講される場所も含む）がCRICOSに記載されている情報と一致するか、注意深く調べてください。

留学生の権利

ESOSの枠組みで保護されている留学生の権利には下記のものが含まれます。
•	 入学する教育提供機関および機関の代理人から、入学前にコース料金、勉強形態、そしてその他の情報に関	
	 して、最新で正確な情報を受け取る権利。18歳未満の場合、皆さんの安全の確保のため、住居、援助および	
	 福利に関して手配されている場合にのみ、ビザが承認されます。
•	 教育機関に料金を支払う前または支払い時に、提供されるサービスや支払うべき料金、コース料金の返金に関す	
	 る情報などを書面により定めた契約書に署名する権利。この契約書の写しを保管しておくようにしましょう。	

授業料保護サービス（TPS: The Tuition Protection Service）は、留学生の希望するコースを教育提供機関が提供できなく
なった場合、学校紹介や返金サービスを行います。TPSに関する詳細はホームページwww.tps.gov.auにてご確認くだ
さい。

ESOSの枠組みは、留学生を対象としたオーストラリアの教育提供機関が満たさなくてはならない基準を示していま
す。この基準は、以下のような皆さんが知る権利、および提供されなければならないサービスを含みます。
•	 留学生の勉強およびオーストラリアの生活への適応のお手伝いをする支援サービスについての説明および支	
	 援サービスの利用
•	 留学生担当の連絡係の教員もしくは留学生担当の教員は誰か
•	 コースの単位の互換を申請できるかどうか
•	 どういったときに入学の遅延、差し止め、取り消しが行うことができるのか
•	 受講するコースにおいて、教育提供機関によって求められる成績要件および、成績が思わしくない場合に受	
	 けられる支援
•	 受講するコースにおいて、出席がチェックされているかどうか
•	 苦情および訴えの申し立て・処置過程

この	基準の項目の中には、オーストラリアで複数のコースを履修してその中の最後のコースの受講済み期間が6カ月
に満たない状態で別のコースへの転入を希望している生徒については、希望の転入先コースを提供する教育機関が当
該生徒の入学を認めることを禁止している、というものがあります。最後のコースの受講済み期間が6ヵ月に満たな
い状態でほかのコースへの転入を希望する場合は、その時点で在籍している教育機関からの許可が必要となります。

留学生が履行すべき責任

学生ビザを持つ留学生として、みなさんは次の責任を履行しなければなりません。
•	 ビザ条件を満たすこと

•	 滞在期間中、Overseas Student Health Cover (OSHC)を維持すること
•	 教育提供機関との契約書に記載されている条件を満たすこと
•	 住所に変更がある場合は教育提供機関に報告すること
•	 成績要件を満たすこと

•	 受講するコースにおいて出席が記録される場合は、教育提供機関の出席方針を遵守すること

•	 18歳未満の場合は、承認された住居、援助、福祉全般を維持すること
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連絡先詳細

誰に？ どうして？ どうやって？

教育提供機関 自分に関連する方針および手順に
ついて

•	教育提供機関に相談する
•	教育提供機関のウェブサイトを参	照		
		する

産業・改革・科学・研究・高等教
育省(Department of International 
Education)

ESOSで定められた権利や責任につ
いて

• https://internationaleducation.gov.au
•	ESOSヘルプライン	
		(ESOS Helpline)
    +61 2 6240 5069

移民・国境警備省
(DIBP: Department of Immigration 
and Border Protection)	

ビザの問題について •	www.immi.gov.au
•	電話：131 881（オーストラリア内か	
		らの連絡）
•	お住まいの国にあるDIBP事務所に連絡	
		する　

1 
 

 

Providing quality education and training and 
protecting the rights of international students 

 

Australia welcomes international students 
The Australian Government wants international students to have a rewarding, enjoyable and safe 
experience when they come to Australia to study. Australia’s education and training system offers high 
quality services and protection for international students to ensure they make the most of their time 
here.  

Australia offers all levels of education to international students—from school (with some limitations 
depending on age and support from their family in Australia), through foundation and English language 
intensive courses, to vocational education and training (VET) and higher education.  

The laws that protect international students form the Education Services for Overseas Students 
(ESOS) framework. They include the Education Services for Overseas Students Act 2000 and the 
ESOS National Code.  

The ESOS Act ensures that education providers are registered by the Australian Government. Under 
ESOS, education providers must meet certain obligations as part of their registration on the 
Commonwealth Register of Institutions and Courses for Overseas Students (CRICOS). They must act 
in accordance with principles designed to support the best possible services for our international 
students. As an international student on a student visa, you must study a course with an education 
provider that can be found on CRICOS at http://cricos.deewr.gov.au.  

The ESOS framework also ensures that students have access to tuition assurance (which acts like 
consumer protection) and that they can get appropriate refunds. 

 As well as enhancing Australia’s quality education and training services, ESOS supports Australia’s 
migration laws as they relate to international students. 

You can find out more about Australia’s education system by visiting the Study in Australia website at 
http://www.studyinaustralia.gov.au/ and Australian Education International’s website at 
https://aei.gov.au/Pages/default.aspx. 

The ESOS National Code is available at https://aei.gov.au/Regulatory-Information/Education-Services-
for-Overseas-Students-ESOS-Legislative-Framework/National-Code/Pages/default.aspx. 

What you need to know about being an international student in Australia 
The ESOS standards cover a range of information you have a right to know about and the services 
that must be offered to you by Australian education providers. These include: 

 orientation to help you understand the course and more about the place you are studying, as 
well as access to support services that can help you study and adjust to life in Australia 

 the education provider’s contact officer or officers for overseas students 

 what your provider’s requirements are for satisfactory attendance  

 what your provider’s requirements are for satisfactory progress in the courses you study and 
what support is available if you are not progressing well 

 if you can apply for course credit and the circumstances in which your enrolment can be 
deferred, suspended or cancelled 

 a complaints and appeals process.  
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