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国際的学校案内

聖エイダンズ･アングリカン･ガールズ･スクール

オーストラリア、クィーンズランド州ブリズベン市

校長ご挨拶
私は15年以上にわたり、世界最高の仕事の一つに携わってきたと確
信し喜びを感じております。それは本校の若者たちを安全に育成で
きる環境を創り出す努力を重ねる有能な学校の指導者や職員のチ
ームを率いるという仕事です。私たちは皆、生徒が学力を発揮し、幸
せかつ真実味のある人間に成長していくのを見とどけることに情熱
を感じるのです。
約750人の生徒が34科目以上の教科を勉強し、15種類のスポーツ
に参加する機会に恵まれています。また3分の1以上の生徒が楽器を
演奏します。本校生徒は、毎年、州および国全体の読み書き能力、
計算能力および高等教育資格の水準を上回っております。
85年以上にわたり、聖エイダンズ・アングリカン･ガールズ･スクール
は、常に学業成績および課外教育で豊かな歴史を享受してきまし
た。本校の創立者、シスターズ･オブ･ザ・ソサイアティ･オブ･ザ･セイク
リッド･アドベントは、若い女性を育成、指導することに責務を感じて
いました。この前提が礎となっています。今日、私たちの使命はシン
プルです。教育と機会を通して、女子の発展を促進するとともに女子
に自信を持たせることです。彼女たちをサポートし、優れた女性のお
手本を示し、目標を達成する自信、そして何でも成し遂げられるとい
う信念を持たせることによってこの使命を果たすのです。

聖エイダンズ･アングリカン･
ガールズ･スクール
校長
カレン･スピラー

学校生活のすべての面で、学業、リーダーシップ、個人的な成長そし
て精神的な成長という4本の柱を中心とした教育を目指しています。
これらの礎石は、生徒たちを鼓舞すると共に夢を追求できる堅固な
土台を築きます。
世界中の組織は、教育と機会を通じて男女平等を促進し、女性に権
限を持たせようと取り組んでおります。
聖エイダンズは、この使命の先端に立っていることを誇っておりま
す。女子にサポートを与え、優れた女性のお手本を示し、目標を達成
する自信と全力を注げば何でも成し遂げられるという信念を持たせ
ます。

カレン･スピラー
MBA, MEdAdmin, BA, BEdSt, FACE, FAIM, FACEL, FAHRI, FAICD, FCEOI
ボンド大学特別研究員
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概要

100% OP 1-15
38%

2014年にOP 1-5を達成した
聖エイダンズ女生徒の比率

#1

NAPLANの結果
QLD州の学校中トップ

6,653

同窓生数、増加の一方

37+
科目と課程

15
39

QLD州初の達成校

種類のスポーツ

課外活動グループと
生徒の組織

3,000+
生徒による年間
社会奉仕活動時間
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グローバル交換留学生
プログラム参加校
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優れた学業成績
聖エイダンズでは、刺激のある前向きな学習環境を創出し、
達成へ向けて努力することに重点をおきます。
聖エイダンズは、100%の生徒がOP 1-15を達成した
クィーンズランド州で最初の学校です。同統計のうち、
聖エイダンズの女生徒の39％は2014年にOP 1-5 を
達成しました。
聖エイダンズはNAPLANの結果（2014年）においてクィーンズ
ランド州でNo.1であったという事実に加えて、このような結果が
もたらされました。

オーバーオール ポジションズ（2014年）
聖エイダンズ

(州)

OP 1

9.3%

(2.75%)

OP 1 – 3

26.7%

(10.45%)

OP 1 – 5

38.64%

(19.96%)

OP 1 – 10

79.07%

(49.27%)

OP 1 – 15

100%

(79.20%)

これらの驚くべき結果は、聖エイダンズを若
き女性が目標に向かって前進する学校として
位置づける要素の一つに過ぎないのです。

100%がクィーンズランド･サーティフィケイ
ト･オブ･エデュケーションを取得し、さらに
100%の生徒が高等教育入学を許可され
たことを踏まえると、これらの結果は特に
注目に値すべきなのです。これで本校は2
年間連続でこの実績を達成しました。
高等教育入学のために使用されるOPスコ
アは、QSA承認科目でのクィーンズランド
州全体のランキング順における生徒の順
位を示します。OPスコアは25点あり、OP1
が最高でOP25まであります。

聖エイダンズの2014 年度卒業生のコホ
ート全体の大半はOP適格で、また生徒の
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2014年卒業生の進学先

20%

社会と文化
（例：法学、経済学、心理学、
スポーツとレクリエーション）

26%

経営学および
商学
（例：ホスピタリ
ティ経営、銀行
および金融)

7%

学習の
領域

18%

保健
（例：薬学、
獣医学、医学部
進学課程、自然療法、
言語病理学）

教育
（例：幼児教育、小学校、
中･高等学校）

クリエイティブアート
（例：音楽、グラフィック
デザイン、通信および
メディア関係）

6%

2%

16%

自然および
物理科学
（例：数学、物理学、
検査技術)

建築と建造
（例：都市および地方都市計画、
インテリアデザイン）

5%

工学
（例：化学、自動車、土木、
宇宙、生物医学、測量）

進学先の機関
機関名

2014 (%)
進学先の機関

クィーンズランド大学（UQ）

43% 機関名

クィーンズランド工科大学（QUT）

43%

クィーンズランド大学（UQ）
クィーンズランド工科大学（QUT）

グリフィス大学

7% グリフィス大学

その他の大学

7% その他の大学

St Aidan’s Anglican Girls’ School, Brisbane, Queensland, Australia

2014 (%)

43%
43%
7%
7%

学校の所在地と
交通機関

聖エイダンズ･アングリカン･ガールズ･スクールはブリズ
ベン都心部から12kmほど離れた古くからあるコリン
ダという郊外に立地しており、車または電車で約20分
ほどです。

本校へは、バスや電車など公共交通機関
あるいは民間の交通手段を利用して、便利
に通学できます。本校はコリンダ駅に隣接
しており、電車で直接シティへ行けます。
アンビウェッラと呼ばれる本校のスポーツ
競技場は、オクスリー･クリークに囲まれ
た草原で10ヘクタールから成ります。アン
ビウェッラのスポーツ施設には、完全な楕
円形の陸上競技場が1つ、2つのホッケー

場、4面のテニス専用コート、4面のネット
ボール専用コート、テニス/ネットボールコ
ート、バスケットボール/ネットボール/多目
的コートがそれぞれ4面ずつあります。ア
ンビウェッラ競技場はメインキャンパスか
ら徒歩10分の所に位置しています。

St Aidan’s Anglican Girls’ School, Brisbane, Queensland, Australia

シニア スクール
本校のカリキュラムは、脳の研究や効果
的指導法における最新の開発を考慮した
学習の機 会を提 供します。カリキュラム
全体にわたりテクノロジーを統合しており
ます。
7年生
生徒は、英語、数学、科学、デザイン、イノ
ベーション学習、地理、歴史、宗教･価値観
教育、体育を必修科目として、高等学校教
育課程を開始します。選択科目として、言
語（シニアスクールで中国語、フランス語、
ドイツ語および日本語を選択可能）および
芸術または演劇の何れかを選択します。生
徒は、本校のエブリデーミュージック･プロ
グラムの一部として音楽を選択することも
できます。
8年生
生徒は、英語、数学、科学、歴史、デザイ
ン、イノベーション学習、地理、宗教･価値
観教育、体育を必修科目として学習しま
す。また言語（中国語、フランス語、ドイツ
語または日本語）と、ビジネス、演劇、選択
課程の科学および視覚芸術の中から2科目
を選択します。生徒は、本校のエブリデー
ミュージック･プログラムの一部として音楽
を選択することもできます。
9年生と10年生
生徒はプログラムの中からより多くの選択
が可能です。必修科目（英語、数学、科学、
歴史、体育、宗教･価値観教育）と多数の主
要な学習分野から選択した科目を組み合
わせて学習を続けます。ビジネスおよび金
融、演劇、グラフィックス、保健と設計技
術、言語（中国語、フランス語、ドイツ語お
よび日本語）、
マルチメディア制作、音楽、
エブリデーミュージック、体育、視覚芸術、
選択課程の科学などでも科目の単位を取
ることができます。

11年生と12年生
生徒は、クィーンズランド･スタディーズ･オ
ーソリティにより設定された上級生向け学
習要綱に準じます。このようにすることに
よって、生徒はOP適格パスウェイまたは職
業･高等教育パスウェイを選ぶことができ
ます。両パスウェイともに高等教育へと導
きます。
英語または英語通信、数学（数学A、数学
Bまたは就職前の数学のいずれか）および
宗教･価値観教育は、11年生、12年生を修
了するすべての生徒にとって必修です。
これらの必修科目に加えて、以下のリスト
から生徒は4科目選択します。
（2015年）

• 会計学

• フランス語

• 生物科学

• グラフィックス

• 古代史

• ドイツ語

• 職場の実務

• 家政学

• ビジネス

• 数学C

サーティフィケイトII
サーティフィケイトIII

• 化学

• 中国語
• 演劇

• 経済学

• 英語 課外教育*

• 日本語

• 近代史
• 音楽

• 音楽 課外教育*
• 体育

• 物理学

• 視覚芸術

* 12年生で提供
* 提供する科目は毎年、見直しが
行われます。
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海外留学生用宿泊施設
聖エイダンズ･アングリカン･ガールズ･スクールは海外留学生のための滞在先
オプションとして以下を承認しています。
生徒は、移民省が許可しているとおり、
保護者または親戚の人と一緒に生活し
ます。  
この場合、学校はPRISMS経由で福祉の
手紙（CAAW）を提供しません。生徒の家
族がビザ申請の目的で移民省に本人との
続柄を証明する書類を提出することになり
ます。
生徒は、学校が認可した宿泊施設に居
住し、学校は生徒の入学確認書（CoE）
に添えて、PRISMS経由で福祉の手紙
(CAAW) を作成します。

授業料全額負担のサブクラス571ビザを
保有する18歳未満の生徒向けに、学校は
以下のような宿泊施設を承認しています。

• 聖エイダンズが運営しているホームス
テイプログラム。これが一般的なオプ
ションです。

• 現行の州および連邦政府の法律の下に

すべての要件を満たしており、学校に
よって承認された民間の宿泊施設。

学校の休暇中、授業料全額負担のサブクラ
ス571ビザを保有する18歳未満の生徒は、
以下のような宿泊施設のオプションをご利
用いただけます。

• 生徒は両親のもとに帰る。

• 学校によって手配され、承認された
ホームステイ先で居住し続ける。

29

入学
手続きの
方法

2015年 学期の日程
1学期 (幼稚園から12年生まで全生徒)
1月27日（火）から4月1日（水）まで
2学期
4月21日（火）から6月19日（金）まで
3学期
7月14日（火）から9月18日（金）まで
4学期
10月6日（火）から12月4日（金）まで
(12年生は11月20日（金）が最終日)

2016年 学期の日程
1学期 (幼稚園から12年生まで全生徒)
1月25日（月）から3月23日（水）まで
2学期
4月12日（火）から6月17日（金）まで
3学期
7月12日（火）から9月16日（金）まで
4学期
10月4日（火）から12月2日(金)まで

海外留学生の入学申請を希望される場合は、
以下を提出してください。
記入済みの入学許可申請用紙
申込金$200
生徒の過去2年間の学業成績表の翻訳の認証
コピー

英語能力テスト結果
パスポート用大の写真1枚（最近撮影したもの）
生徒のパスポートの詳細ページのコピー
英語力は在籍中の学校または、例えばオーストラリアン･エデュケーショ
ン･アセスメント･サービスなどの認定機関で実施されたIELTS（国際英
語力試験または同等の試験）によって評価されます。
聖エイダンズに空席がある場合、保護者の方に条件付きのオファーを
お送り致します。電信送金の詳細をEメールまたはファックスにて登録
係までお送りいただく必要があります。
海外留学生の授業料等に関しては本校の授業料一覧表をご参照くだ
さい。
入学金が支払われましたら、本校は電子的に入学確認書（eCoE）を
お送り致します。コピーは保護者の方に送ります。生徒（または家族の
方）は、ビザの手続きを進めるためにこれらの書類を移民省へ持参す
る必要があります。
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聖エイダンズ･アングリカン･ガールズ･スクール

オーストラリア、クィーンズランド州ブリズベン市

自信と成功

11 Ruthven Street Corinda QLD 4075
Tel: 61 7 3373 5999
Fax: 61 7 3379 9432
E-mail: international@staidans.qld.edu.au
www.staidans.qld.edu.au
CRICOS プロバイダーコード: 01194K

さらに詳しくは国際ビジネスマネジャー、

James Roache までお問い合わせください。
E-mail: j.roache@staidans.qld.edu.au
Tel: 61 432 828 015
The Society of the Sacred Advent Schools Pty Ltd Society of the Sacred Advent – St Aidan’s Trust の受託会社
St Aidan’s Anglican Girls’ School という名称で運営 ABN: 71079817981

www.youtube.com/user/staidansags



www.facebook.com/StAidans

 mobile.twitter.com/staidansags

