留学生向けプログラム

メルボルンの中心－ベイサイド地区
メルボルンの中心街から約18kmに位置するサンドリン
ガムはメルボルンで最も魅力的なエリアのひとつです。
メルボルンはオーストラリア第二の都市であり、約400
万の人口の4分の1以上がオーストラリア国外生まれ
で、100を超える国々からの移住者が住む、国内随一の
多文化都市でもあります。様々な国からの人が住む環境
は、留学生にも多様で活気に満ちた文化体験をもたらし
てくれます。

澄んだ冷たい空気の冬、涼し気な春、長く気温も高い夏、
そして心地よく続く秋と、穏やかな気候に恵まれたサンド
リンガムは、
ポート・フィリップ湾の理想的な位置にあり
ます。近隣には大規模なショッピング／娯楽施設や、世
界有数のスポーツ施設も構えられていますが、本校の敷
地は静かな住宅地にあります。
このため、
サンドリンガム
では安全で健やかなベイサイドのライフスタイルを満喫
できるのです。

SANDRINGHAM
COLLEGE
Sandringham College ＜サンドリンガム・カ
レッジ＞は、留学生向けにどこよりも優れた
教育・学習体験を提供しています。本校では世
界各地からの留学生が、
ケアの行き届いた
安全な環境の中で、
オーストラリアの現地生徒
たちと共に学び、生活しています。本校の
Language Centre ＜語学センター＞は、新
たにオーストラリアに到着した生徒のニーズへ
の対応に特化しており、English Language
Program ＜英語語学プログラム＞はそうした
生徒の滞在期間を通して継続的に提供されま
す。
また、留学生は学業以外でも本校での生活
を満喫する機会を得ることとなり、
演劇やスポ
ーツ大会、
アウトドア遠足、
キャンプなどにも参
加することができます。
留学生にはホームステイ先についてのサポート
や進路アドバイスのほか、在学中に発生し得る
あらゆる問題について、実践的な支援が提供さ
れています。
このように、私たちは本校で学ぶこ
とをご決断される留学生の皆さんを温かく歓
迎し、在学中の取り組みのひとつひとつが成功
につながることを願っています。

本校の留学生向けプログラムの特徴

Sandringham Collegeでは、以下のような施設や
サポートを提供しています。
•
•
•
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•

キャンパス内併設語学センター
キャンパス勤務の専任ホームステイ・コーディ
ネーター
個々の留学生の学習プログラムや本校コミュニ
ティへの移行・順応、
そして進学についてを監督
する、留学生プログラム・ディレクター
留学生が授業中に内容・作業をきちんと理解で
きるようサポートし、学内コミュニティ面での問
題についても支援を提供する、多文化補助員
留学生のご家族や海外の留学エージェントとの
緊密なコミュニケーション
空港出迎えサービス
通訳サービス
医療情報
総合的なオリエンテーション・プログラム
充実したキャンプ、遠足や校外学習プログラム
秀でた生徒のニーズに対応するための＜拡張学
習＞」
プログラム
スポーツおよびダンスの専門アカデミー
州内有数の幅広さを誇る様々な教科を履修可
能
テニスコートやバスケットボールコート、
サッカ
ー競技場を含む、充実したスポーツ施設
生徒が勉強や調理、
リラックスに利用できるほ
か、
スタッフのサポートも受けられるエリア
充実したキャンパス内図書館と、
コンピュータネ
ットワーク
放課後の宿題および指導員によるコーチ学習
進路アドバイスおよび大学への進学・移行サポ
ート

教育と学習
本校はひとりひとりの生徒を大切にし、個々の生徒がそ
れぞれ成功を収められるよう育成・支援しています。
ビク
トリア州の7年生－12年生カリキュラムのすべての分野
を網羅する、州内でも有数の幅広さを誇る様々な教科を
提供しているほか、
スポーツやダンスについては、
その分
野に秀でた生徒を対象に専門の特別プログラムも提供
しています。
Sandringham CollegeではSTEAM科目
（Science:
科学、Technology:テクノロジー、Engineering:工学・
技術、Arts:芸術、Mathematics:数学の頭文字を取
って）
に力を入れており、最新設備を揃えて新設された
STEAM教育・学習スペースがこの取り組みを支えてい
ます。

SANDRINGHAM COLLEGEで履修可能
な科目の例：
芸術科目:美術、
ダンス、演劇、
メディア、音楽演奏、音楽
スタイル、写真、
スタジオアート、演劇研究、
ビジュアルコ
ミュニケーション・デザイン
商学／人文科目:会計、経営、経済、歴史、法律、哲学、政
治、社会学
英語科目:英語、英語言語、英文学、追加／第二言語と
しての英語
外国語:中国語（第一言語・第二言語対応）、
フランス語
数学科目:一般数学、専門数学、職業数学
科学科目:一般科学、生物、化学、物理、心理学
テクノロジー科目:デジタル・コミュニケーション、
コンピ
ュータ、食料・調理学、製品デザイン・テクノロジー
保健体育:保健 と発達・発育、野外・環境学、体育
VET（職業教育訓練）:水曜午後には、VETプログラムと
して様々な追加科目を開講
当校の生徒は毎年、大学入学に際して
（ATAR：オースト
ラリア大学入学希望者ランキングで）優秀なスコアを取
得しています。
• 州全域でのVCE ＜ビクトリア州高等学校教育修了証
書＞ 学業成績で、常に上位にランクイン
• 本校生徒の90%以上が志望先の教育機関に進学
• トップ成績をおさめた生徒に贈られるVCE州首相賞
受賞者をコンスタントに輩出
• VCE全教科中75%で州および地域の平均をはるかに
上回る成績

課外活動
私たちは、包括的な教育は教室のみで実現できるもの
ではないことを認識しています。本校生には自らの可能
性を広げるために様々な道が開かれており、在学中には
つぎのような課外活動に参加することができます：
弁論・討論チーム／弁論・討論大会、
チェスクラブ、
リー
ダーシップ・プログラム、
スキー合宿、
ダンス公演、学年
キャンプ、
サーフィン大会、
カレッジ音楽バンド／音楽レ
ッスン、合唱団、
クロスカントリー・ランニング、
ダンスア
カデミー、
カレッジ・ミュージカル公演、
テニス、
カヌー、
ワールド・チャレンジ、
バドミントン、他州への舞台芸術
公演ツアー、
バスケットボール、演説大会、Great
Victorian Bike Ride
（州最大規模のサイクリング・イベ
ント）、作家・文学祭、水泳、卒業アート作品展、陸上競
技、学校対抗スポーツ競技、
ロボット工学・科学拡張学
習プログラム、
ロボット・サッカー大会、
フランス／イン
ドネシアへの海外研修、
ビクトリア州モデル・ソーラーカ
ー大会など

ホームステイ

SANDRINGHAM COLLEGE語学センター

ホームステイの滞在先は、留学生がオーストラリアに滞在してい
る間、安全で快適な家に住めるようにと申し出てくれる、思いやり
のある家庭により提供されています。
本校の質の高いホストファミリーの家族構成は、
こどものいる家
庭から独身成人、
ペットのいる家庭（大半は犬や猫）、親族が同居
している家庭など様々ですが、
すべてのホストファミリーがカレッ
ジ近郊に住んでおり、
そこに滞在する留学生の登下校が短時間
で済むようになっています。
また、
ホストファミリーはショッピング
や公共交通の利用にも便利な場所にあり、留学生の自立した生
活にも良い環境が提供されます。
留学生はひとりずつ、本校のホームステイ・コーディネーターによ
り適性のある家庭とマッチされます。
ステイ先では自室が与えら
れるほか、
バスルームやキッチンなども利用でき、1日3回の食事
が提供されます。
ステイ先では自宅のように過ごし、新しい家族と
なるホストファミリーと積極的に交流して、彼らのことをよく知る
ことが奨励されています。
また、
ホームステイは英語の上達やオーストラリアの文化を学ぶ
のに最適の手段であり、
その体験を満喫するためにも、
ホストファ
ミリーと交流することが望ましいとされています。
ホストファミリーは留学生の到着前に様々な説明を受けていて、
ホストする生徒の基本情報も伝えられており、
その家庭や地域社
会に早く馴染めるよう準備を整えて迎え入れてくれます。
ホストファミリーは、留学生がステイ先に馴染み、
オーストラリア
のライフスタイルや食生活、文化、言葉に慣れるには時間が必要
だということも理解しています。

Sandringham Collegeに通う留学生は、本校での最初の20週
間を併設のLanguage Centre＜語学センター＞で学習して過
ごすこともできます。
同センターは本校の教室を利用しているた
め、留学生はオーストラリアの教室の環境・機能等に慣れ親しむ
ことができます。
センターでは、資格を有する教員による、英語の集中的な指導を
受けることとなります。
語学センターは専用のITエリアを備えており、
自分のペースで学
べるインタラクティブ語学学習プログラムも活用できます。
同センターのカリキュラムには、留学生が文化・社会面でも様々
な経験を得られるように、美術館やイベント、史跡地等への半日・
終日・1泊研修も含まれています。

SANDRINGHAM COLLEGEを選ぶ理由
Sandringham Collegeでは、調和の取れた文化的多様性を重
んじるグローバルな視点に立つことで、豊かな学校生活が提供さ
れており、
この姿勢は実務・生活面とカリキュラムの双方に反映さ
れています。
Sandringham Collegeは認可を受けた留学生受け入れ教育機
関であり、優れた国際教育拠点としても知られています。
こうした
確固たる国際教育プログラムは、元来充実している当校の学習・
生活環境を、
さらに豊かにしています。
本校が約束するもの
全人的な教育・育成を重んじる姿勢
創造性と好奇心、協調性を尊重する校風
学習と教育への情熱
本校は、
その目標やスキルにかかわらず、生徒ひとりひとりが成長
し、個人面・学業面の双方で目標を達成できるよう、最大限のチャ
ンスを提供すべきであると信じています。
そのため、Sandringham Collegeでは以下を提供しています。
• 能力も高く、熱意あふれる職員
• 受賞経験もある教育・学習空間
• STEAM 科目へのフォーカス(Science:科学、
Technology:
テクノロジー、Engineering:工学・技術、Arts:芸術、
Mathematics:数学）
• 学業、芸術、
スポーツ、職業訓練等、幅広い分野の課外活動

Sandringham Yacht Club
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ウェブ：www.sandringhamsc.vic.edu.au
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