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当校について
1959年に開校されたイラワラ・グラマースクール (TIGS) は、
ニューサウスウェールズ州の東海岸、シドニー市から約70km
南に位置するウロンゴン市にある、私立の男女共学で、英国
国教会派の普通高校です。 
TIGSはダイナミックな教育センターで、各学生が高いレベルの学業における優秀性
を追求し、個人としての成績を向上させて、能力を最大限に活かすことを奨励してい
ます。当校は独立した思考と真剣な学問を奨励するとともに、礼儀正しく責任感をも
った人間形成、仲間をリードし仲間と共に勉強するための能力を磨くこと、そしてそれ
ぞれの個人が持ち合わせている才能と関心を発展させることを目指しております。 
当校は、TIGSが高い基準、熱心な学業、冒険心、そして他者を深く思いやる気質を
もった、楽しくて積極性のあふれる場所であると確信をもっております。当校の学生
達は、現代に偏在する様々な考え方や宗教などにも触れております。それでいて、な
おかつ、当校はキリスト教的世界観への明確なコミットメントを持った状態で運営をさ
れているのです。
当校は、大学でしっかりと訓練され高い資格を持つ教員を雇用しています。そして、カ
リキュラムの中に幅広く最新のテクノロジーを導入し、リソースがしっかり整った教室
とラボラトリを用意しています。
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留学生プログラム 
イラワラ・グラマースクールはオーストラリアでの学習を希望する留学生の入学申し
込みを歓迎いたします。
イラワラ・グラマースクールは、子供に最高の教育を提
供することを願う地元とオーストラリア国外の父兄の
両方から、教育機関として最良の選択肢であるとの評
価を一貫して維持してきました。
TIGSの世界レベルの教育は、学業で好成績をあげる
ことに集中し、多様で文化的なアプローチを組み入れ
ています。そこでは、美術と舞台芸術(オーケストラ、演
劇やダンスなど)、外国語 (ヨーロッパとアジアの言語
の両方)、そしてテクノロジーが主要な部分を占めてい
ます。
TIGSの卒業生は毎年大学や第三次コース (オースト
ラリアにおける高等専門教育機関) への入学で大き
な成功を収めています。
TIGSの留学生は、友好的で世話好きなホームスティ
の環境の中で、快活な学生達の一員となり、オーストラ
リアという国やその文化、そして人 と々接触して、理解
を深めてゆくことが奨励されています。

当校の強みの1つは、各学生に提供される個人に合
わせた様々なケアです。留学生が当校のコミュニティ
の一員になって、登校の初日からオーストラリアの学
生達と交流できるよう、あらゆる努力がされています。
留学生にとっては、オーストラリアの生活に適応するこ
とが困難なこともあるでしょう。当校は、留学生たちが
当校になじじむまで、そして当校で過ごす時間ができる
かぎり前向きで意義のあるものとなるよう、留学生たち
と緊密に働きかけてゆきます。
当校は、学生達の福利を注意深く管理することで、安
全で楽しい学校環境を保障しております。各学生の個
性を生かした人間的成長を最大限にできるよう、また
学生たちを学校そしてさらにもっと広いコミュニティへ
長きにわたって貢献してゆくことを奨励するよう、教職
員のすべてがトレーニングを受け、情熱をもって指導に
当たっております。
当校は包含的な入学方針を持っており、あらゆる信条
と宗派の学生を歓迎しています。
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学業における優秀性
TIGSは、学生たちが難しくも意欲を掻き立てる質問をするよう奨励し、また自分の見
解を厳しく内省し、リサーチスキルと効率的な学習戦略を発展させ、そしてコミュニテ
ィサービスへの参加を促すことで、学習にプラスの態度が育つよう指導しておりま
す。
当校のプログラムは、すべての個人が自己の関心に
従って、最高の成績が上げられるように設計されてい
ます。一流の教育と最先端の施設が揃ったTIGSに
は、試験での優れた成功に関して長年名声を得てき
ました
イラワラ・グラマースクールは国際バカロレア (IB) の
ワールドスクールの1つで、当校の上級小学校では初
等教育プログラム (PYP) を、そして第7学年から第
10学年では中等教育プログラム (MYP) を提供して
います。

第11学年から第12学年の学生はIBディプロマプ
ログラムまたはNSW Higher School Certificate 
Course (高校卒業後に行われるNSW州の大学入
学統一試験) のどちらかを選択できます。
国際バカロレア機構 (IBO) は、学校教育において、
世界的リードをとる教育プログラムと見なされており、そ
の教育学と教え方に対するアプローチは、学生がどう
学ぶかに関する最新の研究による理解を元にしたも
のであります。
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TIGSでの英語学習
イラワラ・グラマースクールは中学校・高校に通う年齢の留学生に英語の授業を提
供しています。
当校の英語センターは学生が高校に進学するための
準備ができるよう質の高い英語コースを提供していま
す。
この英語センターはイラワラ・グラマースクールのもと
にあり、オーストラリア政府英語学校認定システムから
正式認可を受けています。英語センターはTIGSのキャ
ンパス内にあり、学生はすべてのTIGSの施設とサポー
トサービスの全てにアクセスすることができます
当校のハイスクール英語のための準備コースは、学生
がイラワラ・グラマースクールの高校で成功するために
必要な英語および学術的な技能を教えるものです。
このコースは集中的な英語学習をオーストラリアの中
学・高校ｊのそれぞれの教科に合わせたものです。オー
ストラリアの学習方法とテクニックに焦点を合わせるよ
う時間が割り当てられています。

英語センターでの学習中、学生はTIGSの学生たちの
中に溶け込むようにされ、当校における学術、文化、ス
ポーツ、そして社会生活の一環として、様々なアクティ
ビティに参加します。適切と判断された場合、学生は
数学の通常クラスに配属されます。この相互交流によ
って、留学生は自信を持ち、当校での生活に順応して
ゆきます。
また、このコースには図書館での学習、コンピュータと
インターネットのスキル、プロジェクト作業、自習、そして
教育的な実地見学なども含まれています。
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当校のコース
ELICOS　(エリコス) – ハイスクール準備
英語コース
期間: 10～30週間 
レベル: 基本から中級の上まで 
時間: 週26.5時間 
(コースコード 059794G) 

初級
幼稚園から第6学年まで 
期間: 7年間 
(コースコード 041427M)

中等教育(前期)
第7学年～第10学年（中学１年生～高校１年生 
期間: 4年間 
(コースコード 041428K)

中等教育（後期）
第11学年～第12学年　（高校２年生と高校３年生 
期間: 2年間 
(コースコード 041429J)

英語力必要条件
留学生は、オーストラリア教育アセスメントサービス (AEAS) 
または当校が認めたその他の試験機関による英語テストと能
力テストを完了する必要があります。
要求に応じて、志願者が十分な英語レベルに達したと当校が判断するまで、当校の
英語センターにおいてELICOSを学習する場所が提供されます。
第7学年～第10学年に入学を希望する学生は少なくともIELTS (学術) のスコア
が5.0以上、またはそれ同等の英語力でなければなりません。第11学年～第12学
年に入学を希望する学生は少なくともIELTS (学術) のスコアが5.5以上、またはそ
れ同等の英語力でなければなりません。
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海外生活
ホームステイ
ホームステイすることによって、留学生は、安全で友好的そし
て面倒見のよい、まるで自分の家のような環境の中で、オース
トラリアのライフスタイルと文化を経験できる絶好の機会の
みならず、実生活の中で英語を練習する機会を得ることがで
きます。
当校の海外からの留学生は慎重に選択されたホームステイ先に下宿します。このホ
ームステイ先となるのは学校の家族または地元のコミュニティの家族のどちらかで
す。これらの家族は評判が良く、質の高い宿泊設備を提供しています。
当校の留学生に、安全で面倒見のよい環境を保障するため、当校のすべての家族
が定期的に保険会社と警察のチェックを受けています。留学生のステイ先を高い基
準のもので維持するため、家族がホームステイの家族として承認されるのに先立ち、
当校は留学生に提供されるすべての家とその家族を面接、審査し、、また進行ベース
でも、面接し検査しております。
当校のホームコーディネーターが、留学生に対しどのような問題が起きても常に対処
できるよう、配属されております。
留学生は全てのホームステイ先から通学することができます。

後見人
18歳未満の学生で、親や保護者もしくは指定の親類と共にオーストラリアに住んで
いない学生には、後見人が提供されます。



1514

課外活動カリキュラムのプログ
ラム
イラワラ・グラマースクールの共同カリキュラムのプログラムは
教室という枠を超えた貴重なレッスンを学ぶ機会を学生に提
供します。これは学生の学業的成果を高め、その後の人生に
おける彼らの成功の基礎を築くものです
各学生の学術的、精神的、身体的、美的、文化的、社会的、そして感情的な発育の
ために総括的なアプローチを提供する、という当校の目的を反映し、当校の課外活
動プログラムは多岐多様にわたっております。学生たちは、提供されたこれらのプロ
グラムを活かすよう奨励されおり、それによって学生は、自分自身に固有な能力や才
能を最大限にのばすことができるようになっております。
当校は、スポーツ、コミュニティサービス、美術と舞台芸術(オーケストラ、演劇やダン
スなど)、数学や科学など教養科目におけるコンテスト、外国語と文化のクラブ、チェ
ス、野外教育、および海外ツアーなど、さまざまなアクティビティを提供しています。
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ウロンゴンについて
ウロンゴンは、シドニー中心部と国際空港から南へわずか1時
間の場所にある、オーストラリアで最も住みよい地方都市の1
つです。
ウロンゴンは、ニューサウスウェールズ州で3番目に大きい都市で、オーストラリア国
内でも10番目に大きい都市です。沿岸部に細長く伸びた場所にあるウォロンゴンは
人口が20万人以上で、そこには美しい風景とオーストラリアで最も優秀な大学の1
つ、ウロンゴン大学があります。
ウロンゴンはイラワラ地域の中心にあり、温帯雨林地帯から壮観な海食崖や、開発
の手が加えられていない浜辺まで続く、すばらしい自然環境に恵まれております
ウロンゴンは、温暖で、晴天の多い沿岸性気候に恵まれております。寒暖の差を和ら
げる海風によって冬の平均気温は17度、夏の平均気温は27度です。ほとんどの降
雨が、2月から6月の間に起こります。
ウロンゴンの経済を支える主要な産業は、製造業、教育、テクノロジーの研究開発、
石炭鉱業、小売サービス、観光、港湾事業、健康、およびコミュニティサービスです。
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入学方法
1   留学生用入学願書を全て記入し、当校まで下記

の書類と一緒に提出してください。
• 志願者の最新の学校成績表のコピーを2部
• 志願者の出生証明書またはパスポートのコピー
• 英語のテスト結果のコピー
• 取得が可能な場合、志願者が現在在籍している学

校の校長からの推薦状
• 最近の推薦状のコピー
• 出願手数料 (返金不可)

2   合格者には、合格通知 (Letter of Offer) が交付
されます。

イラワラ・グラマースクールで合格通知 (Letter of 
Offer) を受領するためには、以下が当校に提供される
必要があります：
• 入学許可証に請求されている学費の支払い
• 署名入りの入学許可受諾書 (Acceptance of 

Offer)
上記の受領時点で電子入学許可証 (eCoE) が発行
されます。
当校の正式な合格通知 (Letter of Offer) は、入学
許可証 (Confirmation of Enrolment) と共に学生
ビザの申請をサポートするために使用できます。

出願先:
Manager, International 
The Illawarra Grammar School 
PO Box 225 
FIGTREE NSW 2525 
AUSTRALIA
電話: (612) 4220 0269 
ファックス: (612) 4220 0267 
電子メール: international@tigs.nsw.edu.au 
CRICOSプロバイダーコード: 02300E

詳細は下記を参照してください:
tigs.international 
facebook.com/TIGSInternational 
www.tigs.nsw.edu.au
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