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Creativity. 
Precision. 
Collaboration.
Nurturing 
talent in 
Music, Dance 
and Drama.

INTERNATIONAL

Study in New Zealand
  セントピーターズ ケンブリッジセントピーターズ ケンブリッジ



共に学び共に学び
成長する場所成長する場所

セントピーターズケンブリッジは、ニュージーランドのワイカト地方に位置しています。当校はロトルア、ホビトセントピーターズケンブリッジは、ニュージーランドのワイカト地方に位置しています。当校はロトルア、ホビト

ンビレッジ、タウポなどの観光地へのアクセスが良い場所に位置しています。ハミルトン空港は学校から車で15分ンビレッジ、タウポなどの観光地へのアクセスが良い場所に位置しています。ハミルトン空港は学校から車で15分

ほどの距離にあり、ニュージーランドの北島と南島へのフライトが就航しています。国際空港のあるオークランドほどの距離にあり、ニュージーランドの北島と南島へのフライトが就航しています。国際空港のあるオークランド

までは車で2時間以内です。までは車で2時間以内です。

From To 走行時間走行時間

オークランド ケンブリッジ 1時間45分

ロトルア ケンブリッジ 1時間5分

タウポ ケンブリッジ 1時間40分

ウェリントン ケンブリッジ 6 時間

ロケーションロケーション  

ロトルアロトルア 
ケンブリッジケンブリッジ

ウェリントンウェリントン

クライストチャーチクライストチャーチ

オークランドオークランド

タウポタウポ

クイーンズタウンクイーンズタウン
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Welcome...

キャンパス校長キャンパス校長
ジュリー・スモール氏よりジュリー・スモール氏より

にない特別存在となっています。全寮制のデイ＆ボーディンにない特別存在となっています。全寮制のデイ＆ボーディン

グスクールであるセントピーターズは、地元の生徒はもちろグスクールであるセントピーターズは、地元の生徒はもちろ

ん、全国から、そして世界中から集まってくる1000人以上のん、全国から、そして世界中から集まってくる1000人以上の

生徒たちのアットホームな雰囲気を醸し出しています。 生徒たちのアットホームな雰囲気を醸し出しています。 

セントピーターズの教育を受ければ、本当に彼らがなりたいセントピーターズの教育を受ければ、本当に彼らがなりたい

と憧れるものになることができます。 と憧れるものになることができます。 

ケンブリッジのセントピーターズでお待ちしています。 ケンブリッジのセントピーターズでお待ちしています。 

Julie SmallJulie Small(ジュリー(ジュリー

スモール)スモール)

キャンパス校長キャンパス校長

Lauree Fuller (ローリー・フラー) (ローリー・フラー)

留学生担当主任・留学生ディーン 留学生担当主任・留学生ディーン 

P  +64 07 827 9803

M  + 64 027 554 3474

E  lauree.fuller@stpeters.school.nz

この度は、当校のことをもっと知りたいと思っていただけたこの度は、当校のことをもっと知りたいと思っていただけた

ことを嬉しく思います。St Peter's, Cambridgeを特別なものにことを嬉しく思います。St Peter's, Cambridgeを特別なものに

しているのは、この学校にいる前向きで幸せな生徒たちと、しているのは、この学校にいる前向きで幸せな生徒たちと、

無限のチャンスです 。エキサイティングな学習の機会があ無限のチャンスです 。エキサイティングな学習の機会があ

り、多くのことを学ぶことができます。当校の施設は素晴らり、多くのことを学ぶことができます。当校の施設は素晴ら

しく、スタッフは、すべての生徒の成功を支援することに専しく、スタッフは、すべての生徒の成功を支援することに専

念しています。 念しています。 

セントピーターズでは過去25年間、世界中からの留学生を受セントピーターズでは過去25年間、世界中からの留学生を受

け入れてきました。当校は、7～13年生を対象としたワールけ入れてきました。当校は、7～13年生を対象としたワール

ドクラスの学習環境、最高の施設、専門の教師陣をご提供ドクラスの学習環境、最高の施設、専門の教師陣をご提供

し、あたたかく留学生を育んでいきます。  し、あたたかく留学生を育んでいきます。  

セントピーターズでは、留学生がハッピーに落 セントピーターズでは、留学生がハッピーに落 

ち着いて過ごせることを最優先に考え、留学生 ち着いて過ごせることを最優先に考え、留学生 

がしっかりとしたケアを受けられるよう、でき がしっかりとしたケアを受けられるよう、でき 

る限りのことをしています。自国の家族や友達 る限りのことをしています。自国の家族や友達 

から遠く離れて暮らしている留学生の心細さを から遠く離れて暮らしている留学生の心細さを 

理解していますので、新しい環境でハッピーに 理解していますので、新しい環境でハッピーに 

過ごせているかを、私たちは常に確認する必要 過ごせているかを、私たちは常に確認する必要 

があります。 があります。 

これを確実に実現するために、留学生がニュージーランドにこれを確実に実現するために、留学生がニュージーランドに

到着した瞬間から、空港へのお迎えから帰国までのすべての到着した瞬間から、空港へのお迎えから帰国までのすべての

期間、留学生担当スペシャルチームが留学生をサポートいた期間、留学生担当スペシャルチームが留学生をサポートいた

します。 強いコミュニティ意識があるので、この学校は他します。 強いコミュニティ意識があるので、この学校は他
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国際バカロレア 国際バカロレア 

「私はいくつかの理由で国際バカロレアを勉強するこ「私はいくつかの理由で国際バカロレアを勉強するこ

とを選びました。」とを選びました。」

まず第一に、IBは科目間をまたがった勉強ができるこまず第一に、IBは科目間をまたがった勉強ができるこ

とです。とです。IBIBでは、では、Internal AssessmentInternal Assessment、、ExtendedExtended

EssayEssayなどで異なる分野を結びつけることができます。などで異なる分野を結びつけることができます。

第二に、IBでは学業の限定をしません。IBの特徴であ第二に、IBでは学業の限定をしません。IBの特徴であ

る る Theory of Knowledge (TOK)Theory of Knowledge (TOK)や、創造性、や、創造性、ActivityActivity

and Service (CAS)and Service (CAS)を学ぶことで、勉強している科目以を学ぶことで、勉強している科目以

外にも知識を広げていきます。第三に、IBは国際感覚外にも知識を広げていきます。第三に、IBは国際感覚

を養い、将来の私たちにとって重要な視点に気づくこを養い、将来の私たちにとって重要な視点に気づくこ

とを促します。これは、第二外国語の必修科目を設けとを促します。これは、第二外国語の必修科目を設け

、教室内にテーマを浸透させることで実現しています、教室内にテーマを浸透させることで実現しています

総合的な教育を育成することを目的としたIBは、学生総合的な教育を育成することを目的としたIBは、学生

の科目選択に厳格なガイドラインを設けています。一の科目選択に厳格なガイドラインを設けています。一

般的なIBの生徒は、第一外国語、第二外国語、数学を般的なIBの生徒は、第一外国語、第二外国語、数学を

必修科目として学び、実験サイエンス、社会科学、美必修科目として学び、実験サイエンス、社会科学、美

術（または他の実験科学や社会科学）を選択します。術（または他の実験科学や社会科学）を選択します。

IBでは、学生は学問を追求しますが、それに限定されIBでは、学生は学問を追求しますが、それに限定され

ません。ません。

Theory of KnowledgeTheory of Knowledgeでは、私たちがどのようにしでは、私たちがどのようにし

て知識を生み出しているのか、そしてCASで、生徒て知識を生み出しているのか、そしてCASで、生徒

たちの生活のバランスをとり、コミュニティへのたちの生活のバランスをとり、コミュニティへの

貢献できるようにします。貢献できるようにします。

NCEAとは違いますが、IBも世界的に認知されていNCEAとは違いますが、IBも世界的に認知されてい

るコースの一つです。ディプロマは学生の能力、るコースの一つです。ディプロマは学生の能力、

忍耐力、困難に直面した時の勇気を示すものであ忍耐力、困難に直面した時の勇気を示すものであ

るため、大学進学やインターンシップや就職の際るため、大学進学やインターンシップや就職の際

の出願にも役立つものとなっています。ディプロの出願にも役立つものとなっています。ディプロ

マを取得した後の私の計画は、大学への進学ですマを取得した後の私の計画は、大学への進学です

が、IBはそのための準備を十分にしてくれたと思が、IBはそのための準備を十分にしてくれたと思

います。この資格があれば、世界中のほとんどのいます。この資格があれば、世界中のほとんどの

国でさらなる勉強ができます。国でさらなる勉強ができます。

国際バカロレア（IB）ディプロマは国際バカロレア（IB）ディプロマは

、国際的に志向のあるグローバルシ、国際的に志向のあるグローバルシ

チズンを生み出すことを目的としたチズンを生み出すことを目的とした

、総合的な教育哲学を備えた、非常、総合的な教育哲学を備えた、非常

に誇るべき国際資格です。に誇るべき国際資格です。

セントピーターズケンブリッジは、ニュージーランセントピーターズケンブリッジは、ニュージーラン

ドのセントラルノース（北島中央）で、IBコースのドのセントラルノース（北島中央）で、IBコースの

ある唯一の学校であることを誇りに思っています。ある唯一の学校であることを誇りに思っています。

IBのミッションステートメントとしては、生徒を中IBのミッションステートメントとしては、生徒を中

心とした教育の長期的な全体像を示しています。創心とした教育の長期的な全体像を示しています。創

立者であるアーサー・ブロードハーストは、立者であるアーサー・ブロードハーストは、Body,Body,

Mind, SpiritMind, Spiritの理念を発展させ、時代を先取りしての理念を発展させ、時代を先取りして

いました。いました。

IBディプロマは、学生が主要なカリキュラムグルーIBディプロマは、学生が主要なカリキュラムグルー

プの6つの科目を学習することで、総合的な学力の基プの6つの科目を学習することで、総合的な学力の基

礎を築くことを保証する2年間の学問的に厳しい資格礎を築くことを保証する2年間の学問的に厳しい資格

です。主要な6つのカリキュラムとは、文学、言語習です。主要な6つのカリキュラムとは、文学、言語習

得、個人と社会、サイエンス数学、芸術です。得、個人と社会、サイエンス数学、芸術です。

国際バカロレアコース国際バカロレアコース
スティーブン君の紹介スティーブン君の紹介



ST PETER'S, CAMBRIDGE, NEW ZEALAND  |  3

コースは、すべての学習分野で、あらゆる生徒の能力コースは、すべての学習分野で、あらゆる生徒の能力

に応じて設定されています。コース選択はフレキシブに応じて設定されています。コース選択はフレキシブ

ルなものですが、ほとんどの生徒がこのルなものですが、ほとんどの生徒がこのNCEANCEAコースをコースを

選択します。選択します。

セントピーターズでセントピーターズでNCEANCEAを取る生徒は、学年に応じてを取る生徒は、学年に応じて

20～30科目の選択科目オプションがあります。複数の20～30科目の選択科目オプションがあります。複数の

学習オプション選択と、と無限のキャリア選択ができ学習オプション選択と、と無限のキャリア選択ができ

るということです。るということです。

当校の当校のNCEANCEAレベルレベル11、、22、、33の合格率はの合格率は95%95%以上で、さ以上で、さ

らに多くの学生がらに多くの学生がMerit EndorsementMerit EndorsementややExcellenceExcellence

EndorsementEndorsementを達成しています。を達成しています。

セントピーターズの卒業生は、ニュージーランドのセントピーターズの卒業生は、ニュージーランドの

オークランド大学、オタゴ大学、アメリカ合衆国のオークランド大学、オタゴ大学、アメリカ合衆国の

プリンストン大学とスタンフォード大学を含む、さプリンストン大学とスタンフォード大学を含む、さ

まざまな大学に進学しています。まざまな大学に進学しています。

NCEA 

NCEA NCEA コースコース  
Ing さんの紹介さんの紹介
「こんにちは、私の名前はIngです。現在と将来の「こんにちは、私の名前はIngです。現在と将来の

進路として、数えきれないぐらいぐらいのチャンス進路として、数えきれないぐらいぐらいのチャンス

があると思い、があると思い、NCEANCEAコースを履修することを選びまコースを履修することを選びま

した。」した。」

NCEANCEAを勉強する上での私のお気に入りの部分は、を勉強する上での私のお気に入りの部分は、

NCEANCEAに提供されている科目選択の多様性です。広くに提供されている科目選択の多様性です。広く

認知されている教育制度であり、高校卒業後のチャ認知されている教育制度であり、高校卒業後のチャ

ンスは無限大です。ンスは無限大です。

NCEANCEAコースでは、生徒自身が自分で考えることで、コースでは、生徒自身が自分で考えることで、

前向きな挑戦ができると信じているので、批判的思前向きな挑戦ができると信じているので、批判的思

考や創造的思考などのスキルを身に付けたいと思っ考や創造的思考などのスキルを身に付けたいと思っ

ています。 ています。 NCEANCEAコースの理念として、正解だけを問コースの理念として、正解だけを問

うのでなく、生徒に自由な発想で考え、オープンマうのでなく、生徒に自由な発想で考え、オープンマ

インドになる能力を養うように問いかけてきます。インドになる能力を養うように問いかけてきます。

今年は数学、英語、今年は数学、英語、EALEAL、ファッション、地理、化学、ファッション、地理、化学

を勉強しています。私の好きな科目は、ファッショを勉強しています。私の好きな科目は、ファッショ

ンです。自分の芸術的な創造性を示すことができるンです。自分の芸術的な創造性を示すことができる

からです。からです。

私の将来の計画は、私の将来の計画は、NCEANCEAの資格を取って、アメリカの資格を取って、アメリカ

に留学し、できればに留学し、できれば

The National Certificate of Educational 
Achievement (NCEA)  は、ニュージーランドは、ニュージーランド
の高校生の国家資格です。 の高校生の国家資格です。 internalinternal（学内（学内
試験）と 試験）と external examinationsexternal examinations（学外試験（学外試験
）が、ニュージーランド資格局（）が、ニュージーランド資格局（NZQANZQA）によ）によ
って実施されます。って実施されます。
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公園のような公園のような
37ヘクタールヘクタール
の敷地の敷地
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各ボーディングハウスは、ハウスダイレクターと住み各ボーディングハウスは、ハウスダイレクターと住み

込みのマトロンによって管理されています。ハウスア込みのマトロンによって管理されています。ハウスア

シスタント（多くの場合、若い先生や、大学生、またシスタント（多くの場合、若い先生や、大学生、また

はスタッフ）と寮の学生リーダーが、各ハウスの運営はスタッフ）と寮の学生リーダーが、各ハウスの運営

を手伝います。スクールナースが、健康問題についてを手伝います。スクールナースが、健康問題について

相談に乗ってくれます。相談に乗ってくれます。

これらの人々のグループが一緒に、「これらの人々のグループが一緒に、「home awayhome away

from homefrom home」の環境を提供し、寮の運営をおこな」の環境を提供し、寮の運営をおこな

っています。っています。

ボーディングライフ（寮生活）ボーディングライフ（寮生活）

人とのつながり人とのつながり

寮生たちは、他の人と時間を過ごし、経験を共有し、寮生たちは、他の人と時間を過ごし、経験を共有し、

友達と前向きな思い出を作ることができます。友達と前向きな思い出を作ることができます。

学校施設の利用学校施設の利用

敷地内の寮やボーディングハウスに住んでいる生敷地内の寮やボーディングハウスに住んでいる生

徒は、学校のスポーツ施設や学校内の施設を利用徒は、学校のスポーツ施設や学校内の施設を利用

できます。できます。

セントピーターズは、ターム期間中のセントピーターズは、ターム期間中の450450人以上の生徒の「ハウス」となっています。学校のキャンパス人以上の生徒の「ハウス」となっています。学校のキャンパス
内にある8つのボーディングハウス（寮）があります。内にある8つのボーディングハウス（寮）があります。44つずつの、男子寮、女子寮がありますつずつの、男子寮、女子寮があります。。

ボーディング（寮） ボーディング（寮） 

健康的でおいしい食事健康的でおいしい食事

寮生のためのすべての食事は、完全にケータリングされて寮生のためのすべての食事は、完全にケータリングされて

おり、美味しくて栄養価が高く作られています。 おり、美味しくて栄養価が高く作られています。 11日日33食、食、
週7週7

日ご用意しております。日中は、寮生向けにフルーツや軽日ご用意しております。日中は、寮生向けにフルーツや軽
食を食を

用意しています。用意しています。

週末のトリップ週末のトリップ

各ボーディングハウスでは、週末に定期的に旅行や各ボーディングハウスでは、週末に定期的に旅行や

アクティビティを提供しています。金曜日には、ケアクティビティを提供しています。金曜日には、ケ

ンブリッジまでバスが出ており、ショッピングに行ンブリッジまでバスが出ており、ショッピングに行

くことができます。くことができます。

キャンパスでの無料キャンパスでの無料WIFIWIFI

寮や学校には、無料の寮や学校には、無料のwifiwifiがあります。これによりがあります。これにより

、友人や家族とのつながりを保つことができます。、友人や家族とのつながりを保つことができます。
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セントピーターズでは、創造性を育て、情熱を共有し、精度を教え、コラボレーションを奨励しています。セントピーターズでは、創造性を育て、情熱を共有し、精度を教え、コラボレーションを奨励しています。
パフォーマンスの空間です。パフォーマンスの空間です。

パフォーミングアーツは、当校のカリキュラムの大きパフォーミングアーツは、当校のカリキュラムの大き

な部分を占めており、な部分を占めており、Year 7Year 7とと88レベルでは必須科目とレベルでは必須科目と

して開始されます。して開始されます。Year 9Year 9  からは、音楽、ダンス、からは、音楽、ダンス、

ドラマ、ミュージカルシアターをオプションコースとドラマ、ミュージカルシアターをオプションコースと

して選択することができ、Year 11からのNCEAにつなして選択することができ、Year 11からのNCEAにつな

いでいくことができます。いでいくことができます。

当校では、国際バカロレア（当校では、国際バカロレア（IBIB）コースの）コースのYear 12 Year 12 とと

Year 13Year 13に音楽、ダンス、シアターアーツを提供していまに音楽、ダンス、シアターアーツを提供していま

す。パフォーミングアーツ部門では、生徒はセントピーす。パフォーミングアーツ部門では、生徒はセントピー

ターズで提供されている音楽アンサンブル、ダンスグルターズで提供されている音楽アンサンブル、ダンスグル

ープ、プロダクション、アクティビティに参加することープ、プロダクション、アクティビティに参加すること

が奨励されています。生徒たちは、パフォーマンスの楽が奨励されています。生徒たちは、パフォーマンスの楽

しさを体験し、自分の実力に自信を持つことができるよしさを体験し、自分の実力に自信を持つことができるよ

うになります。うになります。

生徒は、音楽、ダンス、演劇などの課外活動を指導す生徒は、音楽、ダンス、演劇などの課外活動を指導す

る多くの才能豊かで刺激的なコーチやチューターと関る多くの才能豊かで刺激的なコーチやチューターと関

わっています。これらの指導者は、定評のあるプロでわっています。これらの指導者は、定評のあるプロで

あり、多くの場合、自らもパフォーマーです。彼らのあり、多くの場合、自らもパフォーマーです。彼らの

豊富な知識と経験は、生徒にとって非常に貴重なもの豊富な知識と経験は、生徒にとって非常に貴重なもの

です。です。

コーチやチューターがもたらすネットワークは、生徒コーチやチューターがもたらすネットワークは、生徒

の学習にさらに別の厚みをお加え、地域やニュージーの学習にさらに別の厚みをお加え、地域やニュージー

ランド全国のパフォーミングアーツプログラムとの強ランド全国のパフォーミングアーツプログラムとの強

力なリンクを提供しています。力なリンクを提供しています。

私たちの舞台芸術プログラムは包括的です。クラシッ私たちの舞台芸術プログラムは包括的です。クラシッ

クを好む学生や、現代的な音楽、ダンス、ドラマを好クを好む学生や、現代的な音楽、ダンス、ドラマを好

む学生を対象としています。む学生を対象としています。

従来の方法と新しいテクノロジーを融合させています従来の方法と新しいテクノロジーを融合させています

。舞台芸術は、学生が個人としてもグループとしても。舞台芸術は、学生が個人としてもグループとしても

、さまざまな状況で働くことを可能にします。それは、さまざまな状況で働くことを可能にします。それは

彼らが可能な限り最高であり、卓越性のために努力す彼らが可能な限り最高であり、卓越性のために努力す

ることを奨励します。個別の音楽レッスンからヒップることを奨励します。個別の音楽レッスンからヒップ

ホップダンスクラス、シェイクスピアフェスティバルホップダンスクラス、シェイクスピアフェスティバル

まで、誰もが楽しめる何かがあります。まで、誰もが楽しめる何かがあります。

学校のすべての分野でそうであるように、パフォーミン学校のすべての分野でそうであるように、パフォーミン

グ・アーツの生徒は向上心を持つことが奨励されていまグ・アーツの生徒は向上心を持つことが奨励されていま

す。セントピーターズでは、パフォーミング・アーツへす。セントピーターズでは、パフォーミング・アーツへ

の参加からプロフェッショナリズムへの道筋がはっきりの参加からプロフェッショナリズムへの道筋がはっきり

しており、そのすべてが素晴らしい施設で提供されていしており、そのすべてが素晴らしい施設で提供されてい

ます。ます。

パフォーミングアートパフォーミングアート
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馬術センターは、馬術アカデミーのために特別に設計馬術センターは、馬術アカデミーのために特別に設計

された馬術パドックを備えた優れたトレーニングと馬された馬術パドックを備えた優れたトレーニングと馬

の管理施設です。生徒は学期中、1頭の馬を携えてアの管理施設です。生徒は学期中、1頭の馬を携えてア

カデミーに滞在することができます。ESNZナショナルカデミーに滞在することができます。ESNZナショナル

シリーズ以上のレベルに出場する学生は、ディレクタシリーズ以上のレベルに出場する学生は、ディレクタ

ーの判断により、2頭目の馬を連れてくることを申請ーの判断により、2頭目の馬を連れてくることを申請

することができます。することができます。

アカデミーには、以下があります。アカデミーには、以下があります。

・ ・ 恒久的にジャンプ、グリッドワークとフラット恒久的にジャンプ、グリッドワークとフラット

・ ・ ワーク/ランギングのための3つのゾーンに分割ワーク/ランギングのための3つのゾーンに分割

・ ・ されたされた90m90m××80m80mのショージャンプアリーナのショージャンプアリーナ

• • 70m×30m70m×30mの馬術場の馬術場

・ ・ 全天候型トロッティングコース全天候型トロッティングコース

・ ・ クロスカントリー練習場クロスカントリー練習場

・ ・ オープンヤードオープンヤード4040
・ ・ 最大40名のライダーを収容できるロック可能な最大40名のライダーを収容できるロック可能な

・ ・ タックルーム4室タックルーム4室

・ ・ ラグルームラグルーム

• • 3636 ギャラガー動物管理パドック ギャラガー動物管理パドック

・ ・ ファームライドファームライド

・ ・ 馬術学を学ぶ馬術教室馬術学を学ぶ馬術教室

・ ・ プロの獣医、蹄鉄工、歯科医、飼料と栄養サービスプロの獣医、蹄鉄工、歯科医、飼料と栄養サービス

The St Peter’s Equestrian programme is designed tセセThe St Peter’s Equestrian programme is designed tセセ

馬術アカデミー馬術アカデミー

トピーターズの馬術プログラムは、チームを中トピーターズの馬術プログラムは、チームを中

心とした環境の中で、生徒が個人競技の目標を設定心とした環境の中で、生徒が個人競技の目標を設定

し、達成できるようにサポートすることを目的としし、達成できるようにサポートすることを目的とし

ています。生徒は、以下の4つの柱で未来に向けてています。生徒は、以下の4つの柱で未来に向けて

貴重な経験を積み上げていくセントピーターズの馬貴重な経験を積み上げていくセントピーターズの馬

術プログラム積極的に参加することが期待されてい術プログラム積極的に参加することが期待されてい

ます。ます。

・ 乗馬のスキル向上・ 乗馬のスキル向上

・ ホースマンシップ・ ホースマンシップ

・ コミュニティ・ コミュニティ

・ -チャリティー・ -チャリティー

セントピーターズの馬術の生徒たちは、ショージャンプ、ドレサージュ（馬場馬術）、セントピーターズの馬術の生徒たちは、ショージャンプ、ドレサージュ（馬場馬術）、
イベントなどで、世界グランプリ、地域のチャンピオンシップレベルに進んでいます。イベントなどで、世界グランプリ、地域のチャンピオンシップレベルに進んでいます。
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セントピーターズのゴルフアカデミーからは、多くのニュージーランド代表、ツアープレーヤー、セントピーターズのゴルフアカデミーからは、多くのニュージーランド代表、ツアープレーヤー、
米国の大学奨学金受給者を輩出しています。米国の大学奨学金受給者を輩出しています。

楽しめる方法でゴルフを体験していただき、自信を楽しめる方法でゴルフを体験していただき、自信を

つけ、ゲームのあらゆる面でスキルを高め、スポーつけ、ゲームのあらゆる面でスキルを高め、スポー

ツマンシップを教えます。ツマンシップを教えます。

セントピーターズは、スイング分析のための特別なセントピーターズは、スイング分析のための特別な

技術を含む、国内最高の全天候型トレーニング施設技術を含む、国内最高の全天候型トレーニング施設

を誇っています。を誇っています。

アカデミーでは以下を学びます。アカデミーでは以下を学びます。

・ ・ フルスイングの基礎フルスイングの基礎

・ ・ ショートゲームの4つの要素ショートゲームの4つの要素

・ ・ コース戦略コース戦略

・ ・ ゴルフのエチケットゴルフのエチケット

・ ・ - ゴルフのルール- ゴルフのルール

・ ・ - 体調の整え方。- 体調の整え方。

ゴルフアカデミー ゴルフアカデミー 

初心者からハイパフォーマンスまで、あ初心者からハイパフォーマンスまで、あ

らゆるレベルの方がゴルフを楽しめますらゆるレベルの方がゴルフを楽しめます

・ ・ ゴルフスクールのスクワッドは、ゴルフ初心者の方を対ゴルフスクールのスクワッドは、ゴルフ初心者の方を対

 象としています。コーチングを受けながら、楽しい環境 象としています。コーチングを受けながら、楽しい環境

 でゴルフを探求してみませんか。 でゴルフを探求してみませんか。

・ ・ パシフィペータープログラムは、初心者の方も対象としパシフィペータープログラムは、初心者の方も対象とし

 ており、テクニックとコース戦略のあらゆる面を向上さ ており、テクニックとコース戦略のあらゆる面を向上さ

 せることができます。定期的に行われるグループコーチ せることができます。定期的に行われるグループコーチ

 ングセッションに、個人コーチングセッションが加わり ングセッションに、個人コーチングセッションが加わり

 ます。 ます。

・ ・ デベロッパープログラムは、基礎的なスキルデベロッパープログラムは、基礎的なスキル

 を身につけたプレーヤーのためのプログラムで、今後も を身につけたプレーヤーのためのプログラムで、今後も

 向上していく可能性のあるプレーヤーを対象としていま 向上していく可能性のあるプレーヤーを対象としていま

 す。定期的な個別コーチングセッションとコース上での す。定期的な個別コーチングセッションとコース上での

 コーチングを行います。 コーチングを行います。

・ ・ パフォーマンスプログラムは、代表ゴルファーを目指すパフォーマンスプログラムは、代表ゴルファーを目指す

 選手のためのプログラムです。毎週の個別コーチングセ 選手のためのプログラムです。毎週の個別コーチングセ

 ッションとコース上でのコーチングを行います。 ッションとコース上でのコーチングを行います。

・ ・ エリートプログラムは、特定の要件を満たすハイパフォエリートプログラムは、特定の要件を満たすハイパフォ

 ーマンスプレーヤーのためにカスタマイズされています ーマンスプレーヤーのためにカスタマイズされています
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このワールドクラスの施設とこのワールドクラスの施設とCyclingNZCyclingNZの敷地内にアの敷地内にア

クセスすることで、ロードバイク、トラックバイククセスすることで、ロードバイク、トラックバイク

、マウンテンバイクを学ぶことができ、他に類を見、マウンテンバイクを学ぶことができ、他に類を見

ない機会を得ることができます。ない機会を得ることができます。

サイクリングは初心者からハイパフォーマンスまでサイクリングは初心者からハイパフォーマンスまで

、すべての人のためのものです。、すべての人のためのものです。

Year7-8: Year7-8: 静かな道でのバンチサイクリング、ベロ静かな道でのバンチサイクリング、ベロ

ドロームでのトラックサイクリング、マウンテンバドロームでのトラックサイクリング、マウンテンバ

イクのイントロダクション。イクのイントロダクション。

- マウンテンバイクチームは、地元のトラックコー- マウンテンバイクチームは、地元のトラックコー

スでスキルを学びます。スでスキルを学びます。

・ ・ ディベロップメント・スクワッドは、クラブナイト、地ディベロップメント・スクワッドは、クラブナイト、地

 域イベント、全国イベントに出場することができるロー 域イベント、全国イベントに出場することができるロー

 ド＆トラックサイクリングのチームです。ライダーは週 ド＆トラックサイクリングのチームです。ライダーは週

 に複数のトレーニングセッションに参加し、ハイレベル に複数のトレーニングセッションに参加し、ハイレベル

 なコーチングを受けます。ライダーは、アバンティドロ なコーチングを受けます。ライダーは、アバンティドロ

 ームでのトレーニングセッションや専門的なチームタイ ームでのトレーニングセッションや専門的なチームタイ

 ムトライアルのトレーニングを受けることができます。 ムトライアルのトレーニングを受けることができます。

・ ・ アカデミーは、ロードおよびトラックのハイパフォアカデミーは、ロードおよびトラックのハイパフォ

 ーマンス・アスリートのためのもので、ジムをベー ーマンス・アスリートのためのもので、ジムをベー

 スとした筋力とフィットネストレーニングに重点を スとした筋力とフィットネストレーニングに重点を

 置いた、より強度の高いトレーニングを行います。 置いた、より強度の高いトレーニングを行います。

 ライダーはアバンティドロームでトレーニングを行 ライダーはアバンティドロームでトレーニングを行

 い、地域大会や全国大会に出場します。 い、地域大会や全国大会に出場します。

サイクリストの方はもちろんのこと、サイクリングに挑戦してみたいと思っている方にも、セントサイクリストの方はもちろんのこと、サイクリングに挑戦してみたいと思っている方にも、セント
ピーターズは究極のサイクリングスクールです。ピーターズは究極のサイクリングスクールです。
当校のサイクリングアカデミーは、アバンティドロームに隣接しています。当校のサイクリングアカデミーは、アバンティドロームに隣接しています。

サイクリングアカデミーサイクリングアカデミー
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献身、自己啓発、向上心が私たちのチームの文化です。献身、自己啓発、向上心が私たちのチームの文化です。

この文化があるからこそ、セントピーターズはニュージこの文化があるからこそ、セントピーターズはニュージ

ーランドでもトップクラスのローイングスクールとなりーランドでもトップクラスのローイングスクールとなり

、国内代表選手を輩出し、定期的に国内スクールのタイ、国内代表選手を輩出し、定期的に国内スクールのタイ

トルを獲得しています。それがあなたの心を動かすならトルを獲得しています。それがあなたの心を動かすなら

、参加しない手はありません。、参加しない手はありません。

ローイングは初心者からハイパフォーマンスまローイングは初心者からハイパフォーマンスま

で、誰でも参加できます。で、誰でも参加できます。

• Year 7 to Year 8Year 7 to Year 8では、ローイングの基本をでは、ローイングの基本を

 教えてくれます。 教えてくれます。

•  Year 9 Year 9からからYear 12Year 12までの第1学期には、「までの第1学期には、「

 Learn to Row Learn to Row」というプログラムがあります。」というプログラムがあります。

 Year 9 Year 9 の体育の授業では、ジムや水上での基本 の体育の授業では、ジムや水上での基本

 的なスキルを身につけるプログラムに参加する 的なスキルを身につけるプログラムに参加する

 ことができます。 ことができます。

卓越した実績、ローイングNZの本拠地でのトレーニング、そして才能を伸ばすための特別プログラ卓越した実績、ローイングNZの本拠地でのトレーニング、そして才能を伸ばすための特別プログラ
ムがセントピーターズでのローイングの魅力です。ムがセントピーターズでのローイングの魅力です。

ローイングアカデミーローイングアカデミー

・ ・ - ジュニア・ノービス・スクワッドは、- ジュニア・ノービス・スクワッドは、U15U15とと

 U16 U16の新入選手のためのプログラムで、基本的な技術の新入選手のためのプログラムで、基本的な技術

 とフィットネスレベルを向上させます。 とフィットネスレベルを向上させます。

・ ・ シニアデベロップメントのノービス・スクワッドシニアデベロップメントのノービス・スクワッド

 は、 は、U16U16の経験豊富な選手とU17/18の年齢層の新の経験豊富な選手とU17/18の年齢層の新

 人選手を対象としています。漕ぎの技術と体力の 人選手を対象としています。漕ぎの技術と体力の

 向上に重点を置き、同時にスクワッドの文化を発 向上に重点を置き、同時にスクワッドの文化を発

 展させていきます。 展させていきます。

・ ・  - ハイパフォーマンス/シニア・スクワッドは、経 - ハイパフォーマンス/シニア・スクワッドは、経

 験豊富な 験豊富なU17/18U17/18の選手を対象としています。卓越の選手を対象としています。卓越

 した技術を開発し、ジムベースのス筋肉強化トレ した技術を開発し、ジムベースのス筋肉強化トレ

 ーニングを導入しています。ハイパフォーマンス ーニングを導入しています。ハイパフォーマンス

 漕ぎ手はスモールボートでの経験も積むことがで 漕ぎ手はスモールボートでの経験も積むことがで

 きます。このチームは、地域や国内のレガッタに きます。このチームは、地域や国内のレガッタに

 出場し、代表選手のトライアルを行うことができ 出場し、代表選手のトライアルを行うことができ

 ます。 ます。
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Year 9 Year 10 Year 11
英語英語 英語英語 Level 1 NCEA

数学数学 数学数学
数学数学 NCEA Level 1

英語英語
英語アドバンス
メディア学習

サイエンスサイエンス
農業・園芸

イエンスイエンス
農業・園芸

Mathematics and Finance
Mathematics and Statistics

社会社会 社会社会 サイエンスサイエンス
農業・園芸

農業・園芸 (Internal(Internal))
生物
生物アドバンス
化学
化学アドバンス
物理
物理アドバンス

エンタープライズ学習’ 商学 地理
歴史

外国語 以下から
中国語
フランス
日本語
スペイン
マオリ語

外国語 以下から
中国語
フランス
日本語
スペイン
マオリ語

アカウンティン
グ
ビジネス学習
商学
経済学

English as an Additional Language 
(EAL)

English as an Additional Language 
(EAL)

中国語
フランス
日本語
スペイン
マオリ語

アート アート

ダンス
ドラマ
音楽
ミュージカル

ダンス
ドラマ
音楽

English as an Additional Languages 
(EAL)

DVCDVC
デジタル・コンピューター ファッショ

ンデザイン

フードと栄養

技術 木工

技術 金属

DVC
デジタル・コンピューター ファッシ

ョンデザイン

フードと栄養

技術 木工

技術 金属

体育
ヘルス
馬術研究
スポーツアカデミー
ジュニアスポーツアカデミー

体育
ヘルス
馬術研究
スポーツアカデミー
ジュニアスポーツアカデミ

宗教学 宗教学

生徒のさまざまなニーズや興味に応えるために、幅広い選択科目を提供しています。生徒のさまざまなニーズや興味に応えるために、幅広い選択科目を提供しています。

選択科目一覧選択科目一覧
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Year 12 Year 13 International Baccalaureate

Level 2 NCEA Level 3 NCEA
(NZQA Sスカラシッスカラシッ

プ)プ)

Year 12 and 13
IB Diploma

(NZQA スカラシッスカラシッ
プ)プ)

英語
英語アドバンス

英語 - 文学
英語 - ビジュアル
メディア学習

GROUP 1:
Language and Literature A
英文学A
学校がサポートする独学の母語文学

数学 - 微分積分学
数学 - 統計学
数学 - 数学と金融

数学 - 微分積分学
数学 - 統計学
数学 – 統計学Internal

Group 2:
Language Acquisition
フランス語B
日本語B
スペイン語 AB
initio
スペイン語B
中国語B

農園芸科学
生物学
化学
物理

農園芸科学
生物学
化学
物理

Group 3:
Individuals and Societies
ビジネスマネジメント経済
学’
地理
歴史B

古典学習
地理
歴史
ツーリズム

古典学習
地理
歴史
ツーリズム

Group 4:
Experimental Sciences
生物
化学
物理
コンピュ
ータサイ
エンス

アグリビジネス
会計
ビジネス
経済学

アカウンテ
ィング
アグリビジ
ネスビジネ
スマネジメ
ント
経済学

Group 5:
Mathematics
分析とアプローチ 応用と解釈

中国語
仏語
日本語
マオリ語

仏語
日本語
マオリ語

Group 6:
The Arts*
ダンス
映画研究
音楽
演劇芸術
ビジュア
ルアート
学際コース
環境システムと社会

Interdisciplinary Courses
Environmental Systems and Societies

English as an Additional Language 
(EAL)

English as an Additional Language 
(EAL)

必須科目・要件必須科目・要件
加えて、加えて、IBIBの生徒は以下を全員が履修の生徒は以下を全員が履修
• Theory of Knowledge
• Extended Essay
• Creativity, Activity, Service (CAS)
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選択科目一覧選択科目一覧
 （前頁続き） （前頁続き）

シニアの生徒は、シニアの生徒は、22つのコース、つのコース、NCEANCEAまたは国際バカロレア（または国際バカロレア（IBIB）から1つを選択します。 ）から1つを選択します。 

Courses written in bold are compulsory at that Level.
* Not an approved university course 
** New course in 2021
*** Non-examinable



INTERNATIONAL

アコモデーションアコモデーション

入学申請入学申請 留学生用費用留学生用費用 パフォーミングアーツパフォーミングアーツ スポーツスポーツ

学習学習ウェブサイトホームページウェブサイトホームページ

www.internationalstudents.stpeters.school.nz

study@stpeters.school.nz


