
  

1 
 

 

KURNAI COLLEGE 
 INTERNATIONAL STUDENT INFORMATION 

 

 

 

 
 

カーナイカレッジへようこそ 

 

カレッジの校長：アンソニー・ロドハン 
 

チャーチルキャンパスの校長：クレオ・ラザリス 

チャーチルキャンパス（７年から１０年生） 

Cnr Northways Road and McDonald Way 

PO Box 3411 

Morwell BC 3841 

電話: 51 323 700 

欠席の連絡先: 03 51323711 

 

教育省の CRICOSプロバイダー 

CRICOSナンバー：00861K 

 

ユニバーシティーキャンパス校長：ジェフ･ブロック 

１１年生と１２年生 

53 Northways Road  

PO Box 3411 

Morwell BC 3841 

電話: 51 323 800 

欠席の連絡先: 03 51323843 
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2018年のスケジュール: 

 

1学期   1月 29日から 4月 5日  

2学期    4月 23日から 6月 28日  

3学期   7月 15日から 9月 20日 

 4学期   10月 7日から 12月 20日 

 
 

チャーチルキャンパスクラス時間：  

予鈴     8.25 am 

ホームグループ朝礼    8.30 – 8.50 am 

1時間目   8.50 - 9.45 am 

2時間目   9.45 - 10.40 am 

休憩時間   10.40 – 11.05 am 

予鈴     11.05 am 

3時間目   11.10 - 12.05 am 

4時間目   12.05 - 1.00 pm 

昼食     1.05 - 1.40 pm 

予鈴     1.40 pm 

5時間目   1.45 - 2.45 pm 

生徒は遅くても朝礼が始まる 5分前までに登校しなければなりません。   

 

ユニバーシティーキャンパスのクラス時間（始業終業のベルはありません。） 

 

1時間目   8.30 – 9.30 am 

2時間目   9.30 - 10.30 am 

休憩時間   10.30 – 11.00 am 

3時間目   11.00 - 12.00 am 

4時間目   12.00 - 1.00 pm 

昼食     1.00 - 1.50 pm 

5時間目   1.50 - 2.50 pm 

 

もし何かの理由で欠席をするときにはホームステイ先もしくは保護者が午前 9時までに学校に連絡を取ら

なければなりません。欠席の連絡先 24時間対応（7-12年生）：03 51323711  
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もし遅刻した場合、生徒は受付でどうして遅刻したのか理由を書きサインをしなければなりません。遅刻は

学校の教師たちによってモニターされています。そして各クラスで出欠が取られます。 

  

ＶＣＥの生徒でＳＡＴまたはＳＡＣＳの試験の時に欠席をする際は、医者の証明書もしくは欠席の理

由が書かれた何らかの証明書が必要です。証明書のない場合は再試が認められません。 

 

早退―モーエルまたはチャーチルキャンパスの生徒が早退しなければいけないときは、いかなる理由であれ保

護者からの手紙を早退するクラスの担任に渡さないといけません。そして保護者が学校の受付まで迎えに

来なければなりません。  

 

ユニバーシティーキャンパスの生徒は早退する前に必ず受付でサインをしないといけません。 

 

学校の受付業務：  8:00 am – 4:00 pm 

                      学校 就業時間：               8:25 am – 2:50 pm 

   

生徒は毎日午前 8時 10分から 3時まで学校の監視下にあります。 
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ギップスランド 

 

ギップスランド州は、オーストラリアのビクトリア州の一部で、州の南東部に位置しています。 ギップ

スランドは 271,266人の人口を抱え、ラトローブバレー（トララルゴン、モーウェル、チャーチル、マウ

イ）、セール、ベーンズデール、ワラグルと共に主要な人口中心地となっています。 Gippslandは農

業産業で最もよく知られており、ラトローブバレーはビクトリア州の電力発電拠点地です。 そしてウィ

ルソン岬、ワイハラ、フィリップ島、ギップスランド湖などの有名な観光地が近くにあります。。 

カーナイカレッジはメルボルンから約 140キロ離れたモーウェルとチャーチルにあります。 私たちは、シテ

ィーよりずっと静かでリラックスした生活環境なので、生徒たちはその環境の下でもっと勉強に集中

することができるでしょう。 

 

http://www.visitmelbourne.com/Regions/Gippsland.aspx 

 

英語のプログラム 

生徒は一般のクラスに入る前に英語のプログラムに参加します。このクラスに参加するということは、

将来クラスメイトになる生徒たちと出会い勉強することで新入生の英語の実力をつけることを目的

としています。生徒にはＶＣＥのコースを完璧に終了するために、あらゆるエリアにおいて英語上達

を目的としたアクティビティーが用意されています。生徒が良い勉強体制を作るために、そして英語

の実力をあげるために宿題が出されます。 その宿題はレイモンド・マーフィーの小中学校での文法か

らの課題です。  それに加えて生徒は英語の会話と発音の練習にも時間を費やします。生徒はこ

の英語のプログラムを終了した後も英語のサポートを受けられます。私たちの目標は留学生がオー

ストラリアでの生活そして勉強を成就するための基盤を作ることです。    

 

生徒への福利厚生  

チャーチルキャンパスではそれぞれの学年主任に相談してください。中国からの留学生には中国人

のランとヨークもサポートしてくれます。ユニバーシティーキャンパスでは生徒のサポート担当の教師がい

ます。そして中国からの生徒にはリンダが、日本からの生徒には美由紀がどんな問題にも一緒に

対処します。他の先生そしてスタッフも学校で何か問題があったときには喜んで相談にのります。リ

ンダ・ハーカスがホームステイ先との連絡を取り銀行口座の開設などのお手伝いをします。 

 

教科書・必要な文房具 

教科書の購入先はモーエルの本屋さんです。必要な教科書などの詳細は申込用紙に書かれてい

ます。  

http://www.visitmelbourne.com/Regions/Gippsland.aspx
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 すべての生徒は申込用紙に書かれている各学年で必要な教科書をすべて購入しなけれ

ばなりません。  

 生徒は各自でノート、ペン、鉛筆、ものさしなどの文房具をクラスに持ってこなければなりま

せん。 

 英語のプログラムでの教材は用意されます。 

中古の教科書の販売が 7-10年生のキャンパスで毎年 12月に行われます。  詳細は年度の終わ

りが近づいてきたらお知らせします。 

 

宿題と家での勉強 

生徒はすべての宿題を終え、家でも勉強する時間を作らないといけません。このことは、クラスで終

わらなかった課題を終わらせ予習復習をするというスキルを身につけ、英語の上達だけではなく高

学年になってからの勉強にとても役立ちます。 

 

家での勉強には 4 つの大事な点があります。毎晩の学習はその 4 つの点に従って行わなければな

りません。 

(a) その日に習ったことの復習→読むこと、要約すること、似たような問題に取り組むこと。   

(b) 次に習うこと、課題の予習 

(c) 宿題を終えること 

(d) 小説、雑誌、新聞を読むこと 

 

それぞれのキャンパスで放課後の勉強会が開かれます。時間等はそれぞれのキャンパスでお聞きく

ださい。 

 

図書館 

チャーチルキャンパス 

図書館は休憩時間と昼食時間に生徒に解放されます。放課後チャーチルキャンパスの図書館は

生徒のために月曜日から木曜日の午後 4 時まであいています。授業時間中に生徒が図書館を

使いたいときには必ずその時のクラスの先生から許可証をもらい図書館のスタッフに渡さないといけ

ません。 授業が図書館で行われることもたびたびあります。 

ユニバーシティーキャンパス 

ユニバーシティーキャンパスの図書館は生徒の自習のために毎日午後 4 時まで開放されています。

授業が図書館で行われることもたびたびあります。 
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制服  

7 年生から 10 年生までは制服を着用しなければなりません。制服はモーエルのミッドバレーにある 

Lowes Morwell というお店で購入できます。サイズが合えば学校の購買で中古の制服を買うこと

もできます。すべてに名前を書かなければなりません。  

靴→黒の靴で黒の靴紐でなければなりません。そして夏の制服・短パンの時には白のソックスを着

用しなければなりません。（ぞうり、サンダルなど横のあいた靴は禁止です。）つま先に金具のサポ

ートが入っているブーツ（ワークブーツ）は特別なクラスでのみ着用可能です。 

 

ユニバーシティーキャンパス 

ユニバーシティーキャンパスは大学の構内に位置しており、大学生と同じ環境の中で勉強します。そ

のために制服はありません。しかし制服がないといっても服装はそれなりにきちんとし、人を不快にさ

せるようなスローガンや言葉・描写のないものでなければなりません。  男子のタンクトップ着用は禁

止、そして女子は学生らしいトップス、スカートもしくはズボンを着用しなければなりません。クラスに

よってはそのクラスに適した靴の着用が求められます。ぞうりやサンダルなどは禁止です。 

 

体育 (PE) 

病気による医者の診断書がない限り、生徒は全員参加しなければなりません。チャーチルキャンパ

スの生徒は体育のクラスでは体操服を着なければなりません。そして体育の授業以外のスポーツの

行事では「学校の制服に関する規則」に従わなければなりません。スポーツまたは体育の授業があ

る日は、制服で登校し、体育の授業の前に体操服に着替え、授業の後にはまた制服に着替えな

ければいけません。ユニバーシティーキャンパスの生徒は授業の内容にふさわしい服装で参加しなけ

ればなりません。 

 

携帯電話・個人の電子機器 

個人の電子機器を学校に持ち込む生徒は、学校の規則を忠実に守らなければなりません。これ

らの機器は学校での規則にしたがってマナーを守り、場所をわきまえて使用しないといけません。時

には教師の指示のもとにクラスで使用することもあります。生徒が学校の登下校中もしくは学校に

いる間に携帯電話をなくしたり取られたりしても学校側は一切の責任を負いません。 

 

ネットブック/コンピューター 

ネットブックまたは個人のコンピューターを持っている生徒は授業に持ってくること。 

 

ロッカー 
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チャーチルキャンパスでは全生徒がロッカーに教科書とかばんを置かないといけません。ユニバーシティ

ーキャンパスでは必要であれば生徒はロッカーを無料で借りることができます。その際、生徒は各自

の責任でロッカーを清潔にそして落書きなどをしないように管理しないといけません。もしダメージをつ

けた場合はかかった修理代を生徒が支払うことになります。チャーチルキャンパスでは授業にかばん

を持ち込むことは禁止されています。 

 

売店  

チャーチルキャンパス 

売店は休憩時間と昼食時に開いています。昼食の注文は毎朝休憩時間に売店で受け付けてい

ます。昼食の注文を忘れた生徒は、昼食時に希望する食べ物が買えないかもしれません。  

生徒は就業時間内に学校外のお店で買い物をすることはできません。11 年生のＶＣＥでの科

目を選択している生徒以外は昼食のためにユニバーシティーキャンパスに行くことはできません。 

ユニバーシティーキャンパス 

ユニバーシティーキャンパスの生徒はフェデレーション大学の売店を利用できます。そして生徒は昼食

のためにチャーチルのショッピングセンターに歩いて行っても良いです。生徒は昼食時に外出しても良

いですが、外出時には受付にあるノートにサインをし、次の授業に間に合うように十分に余裕を持っ

て学校に帰ってこなければなりません。 

 

移動方法 

スクールバス  

学校まで自宅から 4.8km 以上離れている生徒は、無料でバスを利用することができます。毎年新

学年の始まりに各キャンパスの受付にて利用可能な生徒は申し込みができます。申し込みたい生

徒は学校に問い合わせてください。 

 

公共のバス 

一般のルートと時刻表通りで、Myki card を使います。このカードは郵便局もしくは本屋さんで買う

ことができます。公共のバスを登下校に使う生徒は、バスの運転手の指示に従わなければなりませ

ん。そしてバスが動いているときには常に座席に座っていないといけません。マナーの悪さで報告を受

けた生徒は バスの利用を禁止されることもあります。 

 

ユニバーシティーキャンパスのモーエルに住む生徒 
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11 年生 12 年生の授業のためにモーエルからユニバーシティーキャンパスに毎日通う生徒は TR701 

Application to Travel by Bus and a Conveyancの用紙を記入しないといけません。この用紙を

提出して許可が下りた生徒にはバスパスが発行されます。 

 

自転車やキックスクーター（そしてその他の乗り物） 

ヘルメット着用必須 

学校の校庭では自転車もしくはキックスクーターは押して歩かなければいけません。 

チャーチルキャンパスでは下校まで自転車もしくはキックスクーターは自転車置き場で施錠されます。

ユニバーシティーキャンパスの生徒は自転車・キックスクーターを施錠してレジャーセンターに駐輪する

事ができます。その際は、各自で鍵を用意しなければなりません。 

自転車やキックスクーターを他の生徒に貸してはいけません。 

スケートボードやローラーブレードは禁止です。 

バスに自転車やキックスクーターを持ち込むことはできません。 

 

遠足とキャンプ 

保護者もしくはホストファミリーが参加の申込み用紙を記入しなければなりません。参加のプログラ

ムによっては医者の許可が必要な場合もあります。遠足の場合は前日までに、そしてキャンプの場

合は 1 週間前までに参加費用と申込み用紙を提出しなければなりません。この件に関して例外

はありません。 

申し込みをして参加しなかった場合は、遠足やキャンプを企画した会社の規約に従ってキャンセル

料がかかる場合があります。 

 

応急手当 

医薬品 

頭痛薬などの医薬品は学校にはありません。体調の悪い生徒は、担当の教師が保護者もしくは

ホームステイ先に連絡を取った後、下校となります。自宅に誰もいないときのために、親戚とか隣人

とか代わりの連絡先を学校に知らせておいてください。どこにも連絡がつかないときには生徒は下

校することができません。 

 

ニュースレターと保護者への会報 

カーナイカレッジからの保護者へのご案内やお知らせは通常「保護者への会報 Parent Bulletin」で 

お伝えいたします。会報は 2週間に一度ご家庭にＥメールで送られます。Ｅメールを使っていないご
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家庭のために印刷したものが各キャンパスのオフィスにおいてあります。ニュースレターと保護者への

会報は学校のウェブサイトwww.kurnaicollege.vic.edu.au.  でもご覧いただけます。 

 

生徒の成績表と面談 

 

書面でそして口頭での成績が一年を通して数回保護者と生徒にわたります。１学期と３学期に

経過報告の成績表が出て、保護者と教師による面談が行われます。経過の報告は約５週間に

一度自宅にも送られます。そして上半期と下半期（２学期と４学期の終わり）にすべてを含め

た翻訳された成績表が作成され、コンパスでダウンロードできます。 

 

生徒会「Student Representative Council  (SRC)」 

毎年生徒会のメンバーを選びます。生徒会の仕事は、すべての生徒の立場になってすべての観点

から生徒の意見をまとめ、学校側に提供することです。生徒会の仕事はとてもやりがいがある仕事

です。生徒たちは自分たちが学ぶ環境をよりよくするために生徒会に関わります。生徒会のメンバ

ーは地域のそして州の会合、地元の式典などに代表として参加します。 

  

不平と不満 

学校は生徒が学校に対して不平や不満を持っている時には公平な立場でその不平や不満を聞

き入れ、生徒のことを第一に考えてその問題を解決することを約束します。不平や不満があるとき

は留学生担当のコーディネーターに相談し、直接その問題に関係している人と話し合うべきです。も

しそれでも解決しないときには留学生担当の校長が相談にのります。 

それでもまだ問題が解決されていない場合は、DET IED に連絡してください。 

法律サービス 

オーストラリアでの留学中あなたの権利を保護する法律があります。 

法律のついて理解するために手助けが必要な場合や何か法的な問題がある場合は、メルボルン

スタディセンターのサポートスタッフからあなたが必要としているアドバイスを提供できる法律サービス

を紹介してもらうことができます。 

電話番号：1800 056 449（固定電話からの無料通話） 

Email：info@studymelbourne.vic.gov.au 

http://www.kurnaicollege.vic.edu.au/
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オフィス住所：599 Little Bourke Street、Melbourne、Victoria、3000 

https://www.studymelbourne.vic.gov.au/help-and-support/the-law-and-my-rights 

健康保険と学生へのサポート 

留学生がオーストラリアで勉強するためのビザを取るためには、オーストラリアに入国する前に、留学

生健康保険（OSHC）の手配をし、代金を支払わなければなりません。 

生徒は、学生ビザの全期間、この健康保険に加入していなければなりません。これは学生ビザを

取得するための条件です。 

学生の滞在中 OSHC は、医者代、病院の治療代、救急車のカバー、および限定された医薬品

の支払いを一部カバーします。 

https://www.studymelbourne.vic.gov.au/help-and-support/look-after-your-health 

 

カーナイカレッジで勉強している学生は、留学生プログラムコーディネーター、福祉オフィサー、進路指

導アドバイザーになんでも相談できます。そして職業関係、家族関係、交友関係、社会問題、教

育問題などについても相談することができるスタッフがいます。 

オーストラリアは、一般的には安全に生活そして勉強できる場所ですが、生徒が事故の可能性を

減らすために予防措置を講じることは、依然として重要です。 

https://www.studyinaustralia.gov.au/english/live-in-australia/health-and-

safety/personal 

緊急時には 000 に電話をする。 000 への電話は無料です。 

 

学校を離れる際の依頼 

学生ビザの条件では、留学生は当然のことながら学期中は毎日登校しなければいけません。短

期または長期の未承認の欠席はすべて非就学として記録され、ビザや勉強プログラムの成績に影

響を与える可能性があります。 

 

すべての休暇申請は下記のことをクリアしないといけません。 

出発予定日の少なくとも 4 週間前に提出すること。 

フライトを予約する前に承認のために DE International に提出すること。 

親が署名した書面による親同意書を添付すること。 

https://www.studymelbourne.vic.gov.au/help-and-support/the-law-and-my-rights
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もし病気または不幸などの状況の場合は何らしかの証明を用意すること。 

 

休暇中の旅行（母国に帰る以外）は、保護者もしくはガーディアン、ホームステイ、親戚が同行す

る場合、または認可された学校の小旅行などに同行する場合にのみ、許可されます。 

 

休暇申請の承認が得られた場合は、航空券のコピーを提出する必要があります。 

 

承認された休暇の後、カーナイカレッジに戻ることができない場合、DET IED に退会申請書が提出

されます。 

 

留学期間にアルバイト許可 

学生ビザ（subclass 571)を持つ留学生は、許可としては一律一週間について 20 時間以内こと

となります。学則で定める長期休暇期間にある時は、フルタイムの仕事できることになります。 

アルバイトしたい留学生は、自分の両親または指導教員とよく相談して、勉学にあまり影響がない

ような時間で行うことを勧めます。 

留学生担当スタッフの連絡先 

 

アンソニー･ロドハン（ユニバーシティーキャンパス） 03 51323800 

ジェフ･ブロック（ユニバーシティーキャンパス）    03 51323800 

リンダ・ハーカス（ユニバーシティーキャンパス）    03 51650600 

 

中国語が話せるスタッフ 

ジェームス・ヤオ        0421 787 908 

リンダ・ハーカス（ユニバーシティーキャンパス図書館） 0422 795 036 

ラン・リー（チャーチルキャンパスランゲージセンター） 03 51323700 

ジェーン・シェン（チャーチルキャンパスランゲージセンター）03 51323700 

 

日本語は話せるスタッフ 

 

 

 

教育省 – 留学生部門 03 9637 2990 


