REQUIRED ADMISSION DOCUMENTS
ICAN requests all parents/guardians to submit the documents when your child(ren) enroll in
ICAN.










Application for Admission Form
Transcripts/Report Card or Progress Report
Requirements for records and reports differ depending on the grade of the applicant.
All documents must be in English: Please arrange to have records translated if
needed.


Kindergarten:
If the applicant has attended a preschool in the past, applicants must
obtain reports from that school and submit them together with the
application materials.



Elementary & Middle School (1st Grade － 8th Grade):
Applicants must submit school progress reports or report cards from
previous schools from the past three years. Reports should be
submitted with all other application materials or sent directly to ICAN in
a school-sealed envelope.



Secondary/High School (9th Grade － 12th Grade):
The applicant must arrange to have official transcripts sent directly to
ICAN from the applicant’s school. Certified transcripts may be
submitted with other admissions materials but must be in a schoolsealed envelope.



Japanese School:
If the applicant has attended a Japanese school, applicants must obtain
reports from that schools and submit them together with the
application materials.

Immunizations record copy
Parent Agreement Form
Passport Copy of your child(ren) & parents/guardians
Please submit all the picture pages of passports if you have more than one passport.
Expatriates: Front and back residence card copies of parents and child(ren)
Kenko hokensho (Health insurance card) copy of your child(ren) and parents/guardians,
if you have one.
Latest Certificate of Income and Withholding Tax (if Tuition Assistance requested only)

Thank you for your understanding and cooperation in preparing these documents and
submitting a complete admissions application. These documents provide an academic and
social profile of your child and assist our administration in making informed decisions. These
personal information will be for school use only.

提出書類

お子さんのインターナショナル・クリスチャン・アカデミー名古屋への入園/入学にあ
たり、すべてのご両親/保護者の方に提出して頂く書類は以下の通りです。
 入学申込書
 成績に関する書類
入る学年によって提出する書類が違います。（書類は全て英文でお願いします。英語
でないものには、翻訳を付けてご提出下さい。）


5 歳園児：
過去他の幼稚園に通われていた場合、その幼稚園から成績表（通知表）
を取得し、入学書類と一緒に提出して下さい。



小・中学生 (1 年生～8 年生)：
過去 3 年間通われていた学校から中間成績表（Progress Report）、もし
くは通知表(Report Card)を提出して下さい。これら成績表は入学書類と
一緒に提出して頂くか、前の学校から直接、封印されたものを当校に送
って頂くようお手続き下さい。



高校生（9 年生～12 年生）：
以前通われていた学校から直接当校へ成績証明書を送って下さるよう手
続きをお願いします。正式な成績証明書で、その学校により封印された
ものであれば、入学書類と一緒に提出することは可能です。



日本の学校：
以前日本の学校へ通われていた方は通知表を提出して下さい。

 予防接種記録
 保護者同意書
 パスポート写真ページの写し（お子さんとご両親／保護者）
2 カ国以上のパスポートをお持ちの方は全てのパスポートの写真ページの写しを提
出して下さい。
 日本国籍以外の方： 保護者とお子さんの両面の在留カードの写し
 健康保険に加入している方はその写し（お子さんとご両親/保護者）
 最新の給与所得の源泉徴収票（授業料援助を希望する場合）
上記の必要書類をご用意、提出していただくにあたり、ご理解とご協力を感謝致します。
提出して頂いた書類によりお子さんの学業面、社会面の情報を得ることができ、校長が
十分な情報に基づいた上で判断する助けとなります。提出して頂いた個人情報は ICAN
のみに使われます。

