優れたリーダーシップ
Allen McAuliffe

優れた教育

校長。重要な校長レベルのリーダーシップチームの
指導に誇りをもっています。カレッジの校長、キャン
パスの校長とアシスタントの校長は毎日の留学生
プログラムに積極的に関与していると同時にこのプ
ログラムに深い理解を示しているインターナショナ
ルチーム、スタッフ、学生、親やホームステイと共に
頑張っています。より良い設備を提供し学校再建の
ため、新しい取り組みに一同努めています。

海外留学生のプログラム

Denise Cornish

インターナショナルプログラム担当。英語と社会学
教諭。経験豊富で教師のリーダー的存在。留学生
担当教諭を6年間務めていて、中学１年生から高校
３年生までの全ての留学生の文化交流に従事して
います。教育に熱心でSandringham Collegeのインタ
ーナショナルプログラムのために経験と知識を共有
します。

ようこそ

Kerry Haley

校長より

メルボルンの中心ベイサイド

Sandringham Collegeへようこそ。
Sandringham Collegeでは、他では体験で

Sandringhamはメルボルン中心街から約

きないような素晴らしい教育体験を用意し
ています。この学校では世界各地からの留
学生が、安全な環境のもと、オーストラリア
人の生徒と共に生活、そして勉強していま
す。留学生の滞在期間中はランゲージセン
ターにてあらゆるニーズにお応えします。
学業に加えて、演劇会、スポーツイベント、
遠足、キャンプなどすべての学校行事に参
加することができます。
学校ではホームステイの斡旋、就職アドバ
イスや、校内で困ったことが起きた時の相
談なども行なっています。
この学校で学ぶ決意をした海外留学生の
方々を熱く歓迎すると共に、学校でのあら
ゆる努力が実りますように祈っています。
Allen McAuliffe
College Principal

12キロのところに位置するメルボルンで最
もあこがれの街の一つです。
メルボルンはオーストラリア第二の都市で
す。人口は400万人で、そのうちの4分の1が
100カ国以上の国からの移住者という、オ
ーストラリアで最も多文化の混ざり合う都
市です。この多国籍都市で勉強することに
よって、多様で活気に満ちた文化的な経験
を得ることができます。気候は温暖で冬は
寒すぎず空気は澄み渡り、春は涼しく、夏
は暑くてとても長く、秋は暖かく心地よい
です。SandringhamはPort Phillip Bayと
いう湾に面しています。
大型ショッピングモールや世界有数のス
ポーツ施設や娯楽施設が近くにありま
すが、学校自体は閑静な住宅街にありま
す。Sandringhamは健康的なベイサイドの
生活を送れる素敵な郊外です。ホームステ
イコーディネーターが一人ひとりの学生に
ぴったりなホストファミリーを探し、紹介し
ます。
留学生は、この素晴らしい環境のもと、こ
の学校で様々な科目を幅広く学ぶことがで
きます。

将来の国際人を目指す教育

Sandringham
Collegeの学生
は集団の誇り
と達成のポジ
ティブな環境
で成功します。

ホームステイコーディネーター。Sandringham 地域
の中から留学生に最適なホームステイ先を斡旋し
ます。ホームステイ受け入れに登録している家族の
ことを熟知し、個々の留学生に最適な家庭を選ぶ
ことにより、留学生がオーストラリア滞在中に最大
限の経験ができるようコーディネートできる、とて
も信頼の厚いコーディネーターです。

LiLu Crain

マルチカルチャーエイド（異文化交流の相談員）。
12 年以上最も経験のあるインターナショナルチー
ムの一員。留学生のために、キャンパス周辺から教
室内まできめ細かに手助けし、留学生が学生として
快適に過ごせるようあらゆる面で支援します。遠足
やキャンプにも同行します。

Setsu James

マルチカルチャーエイド（異文化交流の相談員）。
10年以上務めるインターナショナルチームの一員。
留学生のために、キャンパス周辺から教室内までき
め細かに手助けし、留学生が学生として快適に過
ごせるようあらゆる面で支援します。遠足やキャン
プにも同行します。

Jenny Fujiyasu

マルチカルチャーエイド（異文化交流の相談員）。
オーストラリアの大学に留学していました。教育に
熱心で日本のインターナショナルスクールで英語を
教える経験をしました。留学生のために、キャンパ
ス周辺から教室内まできめ細かに手助けし、留学
生が学生として快適に過ごせるようあらゆる面で支
援します。遠足やキャンプにも同行します。

Sandringham Collegeで履修できるVCE科目
会計学
農業と園芸
アルゴリズム
アート（芸術学）
生物学
商業学
化学
中国第一言語
ダンス
デザイン＆テクノロジー
• 金属
• 織物
• 木工
演劇
経済学
英語（EAL）
英語言語学
英語
環境科学
ファッション
フードテクノロジー
基礎英語
フランス語
地理
保健
歴史
ホスピタリティ－
情報技術（IT)
ITソフト開発
ITアプリケーション
公民
オーストラリア政治
世界政治

インドネシア語
法律学
文学
数学
• 一般数学
• 数学理論
• 専門家数学
• 基礎数学
• 上級課程数学
メディア
メディアジャーナリズム
メディアフォトグラフィー /
• メディア出版
メディア撮影 / 音響 /
• アニメーション
音楽研究
音楽演奏 グループ
音楽演奏 ソロ
音楽スタイル
野外＆環境研究
哲学
体育
物理学
心理学
社会学
スタジオアート
• デッサン
• 写真撮影学（フォトグラ
フィー）
システム・エンジニアリング
劇場研究
ビジュアル・コミュニケーショ
ン＆デザイン

Denise Cornish
インターナショナルプログラム担当
Address: Holloway Rd, Sandringham, Victoria 3191
Email: cornish.denise.h@edumail .vic.gov.au
Phone: + 61-3 8599 0548
Fax: + 61-3 8599 0504

www.sandringhamsc.vic.edu.au
www.facebook.com/SandringhamInternationalStudents
CRICOS Provider code: 00861K

英語ランゲージセンター
Sandringham Collegeに通う留学生は最初の20週間
（VCE準備期間）を校内のランゲージセンターで過ごす
ことができます。ランゲージセンターは校内のひとつの
教室に設けられています。ここで、留学生は教員免許を
持った専門教師による英語の教科指導を受け、練習とし
て英語以外に２科目のVCE教科を勉強することができ
ます。
通常この時期にVCEの英語クラスに入るのですが、必要
であれば引き続きランゲージセンターで英語の授業を
受けることができます。
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インターナショナルプログラムの特徴

VCEにおける成果

グローバル思考

ホームステイ

•

 生の学習プログラムを監修したり、コミュニティー
学
をさらなる学習に移行したりする留学生専門スタッフ

毎年、当校の生徒は優秀なATARスコアを獲得していま
す。

•

学生が教えられた課題を完全に理解しているか確認
し、留学生同士の間で起こる問題を手助けしたりす
る異文化交流専門スタッフ

Sandringham College の生活は、強いグローバル思考で
あふれています。学校での行事やカリキュラムでは調和
のとれた文化の多様性が尊重されます。

ホームステイを受け入れるホストファミリーは親切
で、安全で快適な住まいを提供してくれます。子供が
いる家庭だったり独身だったり色々ですが、とても質
の高いホームステイです。猫や犬を飼っている家庭も
多く、複数の人をホームステイさせている家庭もあり
ます。全ての家が学校から近く、留学生の登下校に便
利な位置にあります。そしてショッピングセンターや
公共交通機関が利用しやすく、留学生は自分で行動
できます。

•

州のVCEにおいて常に高いランクを得ています。

•

90%以上の生徒が希望の進路へ進んでいます。

•

トップの生徒は常にVCEプレミア賞を受賞してい
ます。

Collegeは、国境を越えて生徒同士が励まし合う幅広い
国際交流を設立しました。
•

半年ごとのイギリス、フランス、アメリカの研修
旅行

•

イギリス、中国、日本の姉妹校

•

定期的なインドネシアとヌーメアのLOTEツアー

•

学生の家庭と海外代理店との幅広いコミュニケーシ
ョン

•

ランゲージセンター

•

空港出迎え

•

通訳業務

•

医療情報

•

オリエンテーションと情報資料

•

キャンプ、遠足の幅広いプログラム

•

スポーツプログラム

iPadプログラム

•

テニスコート

•

バスケットボールコート

•

サッカーグラウンド

•

留学生専用ラウンジ。勉強をしたり、留学生担当スタ
ッフに相談したりできます。

Sandringham Collegeでは、中学1年生から高校1年生に
かけてiPadのeラーニングプログラムを実施しています。
生徒たちは、ウェブを通じて何千もの教科書や参考書
にアクセスすることができます。中学1年生から高校1年
生までの生徒たちは、各自がiPadを持参することになっ
ています。

•

図書館、インターネットの利用

•

ホームワーククラブ

•

進路や大学進学相談

•

VCE教科の75%において州・地区の平均を十分
に上回っています。

生徒たちは、しばしばVCEプレミア賞、職業訓練賞、
VCALとVET優秀賞などを受賞しています。当校の生徒
は常に州のトップに入っており、トップデザイン、トップ
アート、トップ演技、トップクラスなどVCAA Season of
Excellenceの中に常に名を連ねています。

Sandringham College は留学生受け入れの認可校となっ
ており、国際教育の優良センターと認められています。
これらの充実したインターナショナルプログラムは当校
の環境をより良いものへと高めています。

コーディネーターが学生個人個人に合ったステイ先
を紹介します。ステイ先では三度の食事と個人部屋、
洗濯やお風呂、キッチンなどが使えることになってい
ます。自分の家にいるように感じられるよう、時間を
かけて接してくれます。ホストファミリーと積極的に楽
しく関わることで、より英語が上達し、オーストラリア
の文化や貴重な体験を得ることができます。
ホストファミリーには、学生を受け入れる際、事前に
学生の基本情報を伝えてありますのでスムーズに迎
えてもらえます。ホストファミリーになる家庭は、留学
生がホームステイに慣れ、オーストラリアの生活や食
べ物、文化、言葉に馴染むまでに時間が必要だとい
うことをよく理解しています。

英語クラスにはアジア、ヨーロッパ、南アメリカの学生が
います。センターには自分のペースで勉強できるITエリア
があり、外国語を勉強するための最新の教育テクニック
を常に取り入れています。ギャラリー、イベント、歴史的
建造物などへの半日、一日、泊まりがけの遠足もカリキ
ュラムに含まれており、多種多様な文化的社会的な経験
を得ることができます。

課外活動
バランスのとれた教育は教室だけで実現できるもので
はありません。
生徒たちには、多様な道が開かれています。
Sandringham Collegeでは、
下記のような課外活動を楽し
むことができます。
弁論チームと弁論大会、チェスクラブ、リーダーシッププ
ログラム、ロッククライミング、スキーキャンプ、’Sandy
Feet’ ダンスプロダクション、スクールキャンプ、ゴルフア
カデミー、セーリング、サーフィン、カレッジミュージック
バンドとミュージックレッスン、合唱団、ジオキャッシン
グ、クロスカントリーランニング、ダンスアカデミー，チア
リーディングクラブ，編み物クラブ、ミュージカルプロダ
クション、テニス、カヌー、ベイサイド短編映画祭、ワール
ドチャレンジ、クリケット、パドルボーディング、ベイサイ
ドのFMラジオシヨー、州内パフォーミングアートツアー,
バスケットボール、ウクレレクラブ, 話術競技, バイクライ
ディング, アイススケート、科学アカデミー、作家フェステ
ィバル、イギリスとアメリカの歴史と演劇研修旅行、水
泳、ウイザウトピアギャラリーでの卒業展、陸上競技、学
校対抗スポーツとラウンドロビン、レゴロゴカップサッカ
ーチャレンジ、フランスとインドネシアの海外研修旅行、
ウインターダンスフェスティバル、ビクトリアンモデルソ
ーラーカーチャレンジ....

