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海外研修プログラム　２０１９
ウェストモートン　アングリカン　カレッジ （略してウエストマック）概要

• 全日制　共学校
• プレップ（小学校入学準備学年）から１２年生まで
• キャンパス内の英語研修センター
• 自然の森林に囲まれた３８ヘクタールのキャンパス
• 各種専門プログラム
 o サッカー強化プログラム
 o 農業科学、農業経営プログラム
 o 乗馬プログラム
• 職業訓練プログラム
• 生活向上センター及び健康センター
• サポートスタッフ
• 無料の放課後の個別指導
• 課外活動
• キャンパス内Wifi利用可能

観光ビザ
１２週間までオーストラリアで就学可能。

学生ビザ
１２週間以上就学可能　（これは別プログラムとなります）

１学期のプログラム　構成内容
• 英語学習
• 中高等学校の通常授業科目
• スポーツ、音楽
• 文化的なアクティビティ
• ホームステイ

２０１９年　学期開始日
１学期 １月３０日から４月５日まで（１０週間）

２学期 ４月２３日から６月２１日まで（９週間）

３学期 ７月１６日から９月２０日まで（１０週間）

４学期 １０月８日から１２月５日まで（９週間）

中等部　7、８、９年生
高等部　１０、１１、１２年生

以下の書類の提出が必要となります。
• 入学願書及び健康調査書
• 学校からの直近の成績表
• パスポートの個人情報ページのコピー

 
提出された入学願書を審査の後、入学内定通知書、学費の請求書、同意書をお送りします。学費と署名済みの同意書を学校側が受領し
た時点で、ホームステイ願書と旅行書類をお送りします。



履修科目
ELICOS 高校入学準備 (英語研修コース）

主要科目（必修 選択科目

9年生及び10年生
（選択3科目）

英語
数学
科学
社会
保健体育またはサッカー
（サッカー強化プログラムの場合）
RAVE　（宗教教育）
礼拝と集会
SpiritED（スピリット教育）

美術
農業実務
ビジネス教育
中国語
ダンス
デザイン
デジタル・テクノロジー
ドラマ
家庭科（食品、被服）
サッカー強化レッスン
産業技術デザイン
日本語
音楽
レクリエーション
STEM （科学、技術、工学、数学の統合科目

11年生及び12年生
（選択4科目）

英語または必須英語
英語及び英文講読
一般数学　または
数学的方法論　または
特別数学　または
必須数学
成功方法論
礼拝と集会
RAVE　（宗教教育）
SpiritED（スピリット教育）

会計学
農業科学
古代史
生物学
ビジネス
化学
中国語
経済学
日本語
法律学
近代史
デザイン
デジタル解析
食物栄養
保健体育
音楽／専門音楽
物理学
心理学
ビジュアルアート

生徒達は到着の際に、英語力測定のためのテストを受けます。英語力が高いほど、多くの通常科目を時間割に入れることが可能
となります。プログラムは全て通常科目を取れる場合から、英語学習に加えて1つまたは２つの通常科目を取れる場合まで様々で
す。時間割は個人の能力に合わせて決定され、かつ選択科目は可能な限り個人の興味に合わせて考慮されます。 

時間割の一例
英語学習、デジタル・テクノロジー、家庭科、体育、スピリット教育、礼拝と集会

ある１週間A ある１週間　B

月 火 水 木 金 月 火 水 木 金

レッスン１
8:25am

英語 英語 英語 英語 英語 英語 英語
特別
活動

家庭科 英語

Lesson 2
9.33am

英語 英語 家庭科 英語 英語 英語 英語
特別
活動

英語 英語

モーニングティー 10:36am

レッスン３
11:01am

保健体育
特別
活動

デジテク
スピリ
ット

デジテク 英語 礼拝 英語
スピリ
ット

デジテ
ク

レッスン４
12:09pm

英語
特別
活動

英語 英語 英語 英語 デジテク 英語 英語
保健体
育

昼食 1:12pm

レッスン５
1:57pm

家庭科
特別
活動

英語 英語 英語 家庭科 英語 デジテク 英語 英語

3.00pm 個別指導 課外活動 個別指導 課外活動 個別指導 課外活動 個別指導 課外活動



課外活動
音楽
ウエストマック 弦楽団、
チェロコンソート
パフォーマンスバンド
シンフォニックバンド
ビッグバンド
ブラスアンサンブル
メッツォ・ヴォ―チェ
ウエストマック合唱団
ジャズボーカルアンサンブル
フルートクワイア―
クラリネットクワイア―
パーカッションアンサンブル
ギターアンサンブル
ビエンナーレミュージカル

アクティビティ
乗馬チーム
畜牛品評会チーム
ディベート
パブリックスピーキング
環境委員会
中国語クラブ
ダンスカンパニー
ダンス一座

スポーツ
１学期男子
バレーボール、クリケット
１学期女子
バスケットボール、テニス
２学期男子
ラグビー　ユニオン、テニス
２学期女子
ネットボール、ホッケー
３学期男子
サッカー、バスケットボール
３学期女子
バレーボール、タッチフットボール



各種専門プログ
ラム
サッカー強化プログラム

技能中心
適正審査の合格が必要
性別を問わない
時間割に科目として組み込まれる

乗馬
受講条件あり
高い技術

農業
農業科学
農業経営
畜牛品評会チーム
農業実地体験

重要事項
• • 上記プログラムのいくつかは時間割の

中に組み込まれています。例：サッカー
強化レッスンと農業科学

• • スポーツ及び音楽活動の練習は、週に
2回始業前または放課後に行われます。

• • スポーツの試合は土曜日の午前中に行
われます。

• • 授業に関する無料の個別指導は、昼食
時、放課後、または予約によって受ける
ことが可能です。

• • 個別の音楽レッスン、水泳、テニスの
コーチングは有料で受けることが可能で
す。



野外教育、社会見学、その他のアクティビティー
全ての学年の生徒が年1度のキャンプに参加します。この時期にウエストマックに在学中であれば、留学生もキャンプに参加する
ことができます。その他にも選択する科目のカリキュラムの一環として社会見学に行くこともあります。留学生のグループのため
に手配された小旅行に参加する機会もあります。これらのアクティビティーへの参加には追加料金はかかりません。



ユニフォーム 
現在通っている学校に制服がある場合、その制服でウエストマックに通うことができます。もし本校で1学期以上勉強する場合に
は、ウエストマックの制服を購入する必要があります。ユニフォームショップでは中古の制服もありますし、数点貸し出しもして
おります（サイズによる）。

健康安全規則により、全ての生徒がウエスト マックの帽子と、硬くてつま先の覆われた紐付きの靴を着用することが義務付けら
れています
 
 

教科書の貸借
授業料には教科書の貸借料も含まれています。教科書がよい状態で返却された場合には、料金を請求されることはありません。貸
し出された教科書が汚損や破損、紛失した、もしくは返却されない場合には、弁償のための料金が請求されます。11年生と12年生
に関しては、すべてiPadにて支給されます。

到着時の案内
運転手が到着に合わせて空港でお出迎えし、ホストファミリー宅までご案内します。プログラム開始の初日には、ホストファミリ
ーが本校の総合受付まで案内し、そこでスタッフと対面して、スタッフがインターナショナル・オフィスまで同行します。



オリエンテーション　－　最初の2，3日には以
下のようなプログラムが含まれます。

• 帽子とユニフォーム（必要な場合のみ）の購入、
• キャンパスツアー
• 英語テスト
• オリエンテーション
 o 学校及びホームステイ先でのルール
 o 生徒の身の安全のための情報
 o 緊急の場合の対処法
 o 主要スタッフの紹介
• 学校近辺のツアー
 o 電車の駅、図書館、ショッピングセンター、教会
 o 電話用のカード、ゴーカード（バス、電車、フェリー）
 o 郵便局、歯医者、医者、病院、その他
• 高校での科目の説明
• 時間割　－　科目選択

通学手段
通学にかかる時間の平均は25分です。スクールバスを利用する生徒もいれば、電車で最寄りのカラビン駅まで来て、そこから学校
へのシャトルバスを利用する生徒もいます。また学校まで自分達の子供や留学生を車で送り迎えするファミリーもいます。
 



ホームステイ
ウエストマックでは、海外からの留学生のために質の高いホームステイプログラムを運営しています。

本校のためにボランティアとしてホームステイのサービスを提供して下さるファミリーは、未成年者関連業務者（リスクマネージ
メントと適正審査）法２０００、及び未成年者関連業務者（リスクマネージメントと適正審査）条例２０１１による拘束を受けま
す。

本校のホームステイプログラムに参加するすべてのファミリーは、無犯罪証明書及び生徒保護研修を含む、厳しい審査に合格する
ことが不可欠となっています。

基準に適した申込者には、承認通知とブルーカードが発行されます。18歳以上の全ての家族のメンバーが、本校とリンクした現在
有効のブルーカードを所持することが義務付けられています。

ホストファミリーと留学生に対し定期的なチェックを行うことで、そのホームステイの割り振りが適切なものであるかどうかを再
確認していきます。
 



ホストファミリーが提供するのは以下のもので
す。

• 個室（ベッド用リネンを含む）
• 快適で安全な住宅環境
• 1日3回の食事とスナック
• 洗濯施設
• スポーツ及びその他の活動に参加するための援助
• 学習環境‐自室内の机、またはその他の家の中の学習スペース
• 大多数のファミリーがインターネット使用可能な環境
• インターネットが使えない環境のファミリーは、生徒が必要なプランを購入する手助けをするもの
• 近隣の観光
• 優しく思いやりのある家庭環境

ホームステイ担当者
ポーリンはフルタイムで勤務するホームステイ担当者です。各留学生とホストファミリーとのマッチングの際には、最適な組み合
わせができるよう細心の注意を払います。さらに各留学生には24時間体制の緊急サポート用電話番号が２つ渡されます。ポーリン
はホームステイ中に起こるあらゆる問題の対処のお手伝いをいたします。



ウエストマックキャンパス  
ウェストマックの位置
• ブリスベン国際空港まで1時間
• ブリスベン中心市街地／サウスバンクまで40分
• ゴールドコーストまで1時間
• サンシャインコーストまで1.5時間
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スウィック通り　

電話 (07) 3813 4555   FAX (07) 3813 4566  www.

wmac.com.au

アン　ショウ
留学生プログラム　ディレクター


