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入学申込書  
Application for Enrolment 

 
留学生  

 
 

 
生徒氏名：          _____________________________________________ 
 
 

オーストラリアのマッカーサーアングリカンスクールで学ぶために本申込書をご記入いただき

ありがとうございます。この書式を完成させることは、本校への入学を希望するにあたって重

要なステップです。マッカーサーは、20年以上にわたって留学生を受け入れています。 
 
マッカーサーは、シドニー市街中心部から60分の距離にあります。本校は優良な共学校であり、
献身的な教師陣を擁し、学業について優れた定評と実績を誇ります。卒業生のほとんどが、シ

ドニー大学、ニューサウスウェールズ大学、シドニー工科大学、ウーロンゴン大学などの大学

に進学しています。 
 
本校は、思いやり深く、安全で、生徒の支えとなる環境を提供します。本校が選出、監督する

親切で思いやりあるホームステイファミリーと、生徒は生活を共にします。後見人が不在の場

合、宿泊と生活環境安定の責任は本校が引き受けます。 
 

入学手続きの手順  
 

• 本申込書を本校または本校のエージェントに提出してください。 
• 入学が許可されると、入学内定通知（Letter of Offer）が発行されます。 
• 入学料納入と受諾の署名によって内定を受け入れると、入学資格が確保されます。 
• 入学許可（Confirmation of Enrolment）書類をオーストラリア移民局に提出すると、ビザ
を申請できます。 

• 到着前にホームステイ先（該当する場合）およびその他オリエンテーションの情報をお
送りします。 

 
 
マッカーサーアングリカンスクールは、留学生向け教育機関・コースの連邦政府登録制度（CRICOS）に登録され

たプロバイダーであり、「留学生のための教育サービス（ESOS）法（2000年）」を遵守しています。 
 

CRICOSプロバイダー番号：  02269K 



マッカーサーアングリカンスクール – 留学申込書 
 

生徒情報  Student Details 
姓：       

Family Name   

❏ 男                       ❏ 女   

Male                               Female   
名： 
Given Name 

生年月日： 
DOB 

使用を希望する英語名： 
English Name 

生徒の携帯電話番号： 
Student Mobile 

生徒のメールアドレス： 
Student Email 
出生国： 
Country of birth 

宗教： 
Religion 

パスポート番号： 
Passport Number 

市民権/パスポートの国籍： 
Citizenship 

在籍中の学校名： 
Current School 

現在の学年： 
Current School Year 

入学希望年月日（例：July 2015）                                                       入学希望学： 
Desired date of entry                                                                                 Intended school year 
ビザの種類： 

! オーストラリアのパスポート      ! 学生ビザ571      !  ビジネスビザ     ! 永住ビザ     ! その他 ___________  
 
本校が知っていると役立つと思われる生徒の学業背景情報（受賞歴など） 
 
 

演奏できる楽器（もし、あれば） 
Music 

スポーツまたは趣味 
Sport/ Hobbies 

ホームステイと後見人  Homestay and Guardianship 
ホームステイが必要ですか？  
Homestay   

❏ はい        ❏ いいえ 

本校が後見人の役割を担う必要がありますか？  
Guardian 

「いいえ」の場合は、後見人を務める人物からの手紙

を提出してください。 

❏ はい        ❏ いいえ 

エージェント経由入学  Agent Assisting 
エージェント担当者名： 
 
 

電話番号： 
 

エージェント住所： 
 
 

メールアドレス： 

関係書類  Supporting Documents 
自宅で主に使用する言語： 英語学習年数： 

パスポートの認証コピー： ❏ あり        ❏ なし 

AEASテスト受験済み：      ❏ はい        ❏ いいえ 受験年月日: 

最近2回分の成績表提出：        ❏ あり        ❏ なし    翻訳の認証コピーを提出してください 

校長または教師による照会状：         ❏ あり        ❏ なし 



 

保護者情報Parent Details 
生徒と同居                    ! 両親           ! 母親             ! 父親            ! 後見人 
 

父親  Father 

姓： 

名：       敬称：! Dr    ! Mr 

自宅住所 

 

郵送先住所（現住所と異なる場合） 

 

職業：       業種： 

自宅電話番号：     
  

勤務先電話番号： 

携帯電話番号： メールアドレス： 

母親   Mother  ! 住所は同上                      住所が異なる場合は、以下をご記入ください。  

姓： 

名： 敬称：! Dr    ! Mrs 

自宅住所： 

 

郵送先住所（現住所と異なる場合） 

 

職業：       業種： 

自宅電話番号：     
  

勤務先電話番号： 

携帯電話番号： メールアドレス： 

オーストラリア在住の親戚（もし、いれば）Relatives in Australia 

姓：! Mr    ! Mrs 

 

名： 

自宅住所： 

 

職業：       業種： 

自宅電話番号：     
  

勤務先電話番号： 

携帯電話番号： メールアドレス： 



授業料規定および入学規定	 –	 留学生  
キンダーガーテン〜第12学年	 –	 入学申込書の一部をなす重要事項としてお読みください。  

 
1. 生徒はマッカーサーアングリカンの規則すべてに従い、本校キリスト教教育プログラムに全面参加するこ

とになっています。生徒は本校の制服を着用し、宿題を含め、課された作業をすべて行うことになってい

ます。 
2. 規律、出席、宿題および課題の完成、本校制服の着用に関して、本校は、保護者および後見人の協力を期

待しています。 
3.  マッカーサーアングリカンスクールには、本校の期待に反する態度または行動をとった生徒を懲戒、停学

、または退学処分に処する権利があります。 
4. 留学生授業料は、優れた教育水準と設備を確立し維持していくコストと比例させ、できる限り低く設定し

ています。 
5. 留学生授業料は、マッカーサーアングリカンスクール理事会において随時改定され、理事会の裁量により

変更できるものとします。 
6. 授業料は年単位で請求します。支払いは年2回で、各学期の開始時に納入いだだきます。生徒アクティビ

ティ費には、キャンプ、遠足、学校手帳、学校誌、スポーツの費用、テキストブック使用料が含まれます

。Letter of Offerで請求される留学生医療保険（Overseas Student Health Cover）の保険期間はビザの全期間で
す。第12学年にのみ州卒業統一試験（Higher School Certificate Examination）料（ニューサウスウェールズ州
内の留学生が全員支払うものです）が追加請求され、第1学期に納入いただきます。 

7. 期日までにお支払がない場合には、本校理事会において随時改定された利率で手数料を請求します。 
8. 生徒が新タームに登校を再開するには、当該期間分の授業料が納入されている必要があります。 
9. 保護者は、一時的な経済困難が予測される場合、本校の留学生プログラム主事まで、どうかご連絡くださ

い。 
10. マッカーサーアングリカンスクールへの入学手続きを完了するには、Letter of Offerに記載された入学料を

保護者が納入してください。入学資格を得た生徒が入学日前にそれを辞退した場合、1ターム分の授業料
を手数料として返金額から差し引かせていただきます。 

11. 施設料は、将来に向けた本校教育施設の準備への協力として、必ず負担いただくものです。したがって、

返金不可であり、入学の度に事前に納入いただきます。オーストラリア人生徒も全員、施設料を支払うこ

とになっています。 
12. 生徒が本校を退学する場合、校長あてに1ターム全期間以上前に通知を書面で行う必要があります。その

ような通知が行われなかった場合には、1ターム分の授業料を請求させていただきます。 
13. 本校の目的にかなった指導方針、つまり、秩序と規律に関連したあらゆる事項の決定を承認する最終権限

は本校の理事会にあります。また、生徒の入学資格に関する問題には、随時、理事会の裁定が求められる

ことがあります。本校理事会の決定は最終であり、お問い合わせ等には一切応じることはできません。 
14. 保護者および後見人には、本校の定めるルール、規則に従うことが求められ、また授業料および諸費用の

支払い責任を負っていただきます。在学の継続は本校理事会と校長に一任されています。 
 
 

保護者または後見人、および授業料支払い責任者の宣言  
 
私は、上記の授業料規定および入学規定を読み理解したこと、また、それが私の子のマッカー

サーアングリカンスクール入学の原則となることについて、同意することをここに宣言します。 
   
 
署名：______________________________  署名： _____________________________ 
  保護者または後見人                保護者または後見人 
                
 
氏名：______________________________  氏名：_____________________________ 

活字体で記入してください          活字体で記入してください 
 
 
日付：______________________________  日付：_____________________________ 
 
 


