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ようこそ
Kia Ora, こんにちは、皆様を歓迎いたします。

本校は、留学生が学校社会にもたらす貢献
と多様な文化を、大変価値あるものと認識
しています。

セイクレッド・ハート・カレッジ、ローワーハ
ットは、1912年の創立以来、女子生徒の個
性を育て、影響を与えてきました。本校は、
シスターズ・オブ・アワ・レディ教会の創立
者である、ユーフレーズ・バルビエによって
設立されました。彼女の使命は、カソリック
の教えに基づいて、世界に通じるスキルを
女子生徒に身に着けさせることでした。セ
イクレッド・ハート・カレッジは、過去から現
在に至るまで一貫して、才能ある女性を育
成する教育の成功者であることを誇りにし
ています。

本校の教育は、伝統的な価値観に基づき、
近代的な情報通信技術に支えられた革新的
アプローチの指導と学習からなっています。
本校の誇る舞台芸術センターは、非常に優
れた施設として、校内だけでなく地域社会の
グループにも広く利用されています。

また、伝統的に収めている優秀な学業成績
と、スポーツ、視覚芸術および舞台芸術、英
国エディンバラ公・ヒラリー・アワード・プロ

グラムも本校の大きな誇りとなっています。
本校は、生徒のニーズに合わせた豊富なプ
ログラムを提供しており、全国統一試験で
は一貫して全国平均を上回る成績を収め
ています。

セイクレッド・ハート・カレッジは、本校に入
学したすべての生徒が、個々のニーズに合
わせて学習を向上させる教育を、受けられ
ることを約束します。自己啓発を最優先に
考慮して、学校全体で多くのリーダーシップ
の機会が与えられます。本校の生徒は、変
化を遂げる世界に向けて準備の整った、自
信と思いやりに満ちた理想的な女性となっ
て卒業します。

セイクレッド・ハート・カレッジで高校教育
を受けることを選択して、あなたの次の教
育のステージに私たちと共に進みましょう。

マリア・ポッター （Maria Potter） 

校長

『変化を遂げる世界に向けて準備の整った、 自信と 

思いやり に満ちた理想的な女性となり卒業します。』



SHCで学ぶメリット
• 本校の優れた評判は、優秀な教師を誘致します。

• 留学生の定員を少人数に設定しているため、個別指導が
受けられます。

• 本校は、英語を母語としない生徒のために優れた専門の
英語教育（ESOL）があり、これは留学生の英語力向上と、
学校生活に溶け込むための手助となっています。

• 本校は、世界中の同系列の学校と繋がりを持っています。 

• 幅広い選択肢のスポーツ、音楽、文化活動を提供してい
ます。

• 優れた舞台芸術センター、テクノロジー施設、音楽施設を
有しています。

• 週7日、24時間体制の留学部マネージャーが責任を持って、
留学生のパストラルケアを管理します。本校は留学生の安
全とパストラルケアにおいて優れた実績があります。

• 留学部マネージャーを通じて、ホームステイを手配するこ
とができます。

所在地
セイクレッド・ハート・カレッジは、魅力
の多い街、ローワーハットに所在してい
ます。 

中心街にあるアートギャラリー、プール、
レクリエーション施設、図書館、タウンホ
ール、美しい原生林や公園へは徒歩圏
内です。

ローワーハットは、首都ウェリントンまで
ほんの15分です。

ウェリントンはニュージーランドの中心
で、北島の南端に位置しています。

なぜウェリントン？
• ウェリントンはニュージーランドの首都です。
• 芸術と文化の中心地です。
• 世界最高レベルの教育制度が整っています。
• ウェリントンには、ビクトリア大学とマッセイ大学という世界レベルの大学があります。
• 沢山の魅力的なイベントが開催されます。
• ニュージーランドで最も魅力的な都市。

ウェリントンは個性的な都市で、自然に囲まれたコンパクトなコスモポリタンです。世界中から多
くの人々がこのユニークなウェリントンに住み、学ぶことを選びます。ニュージーランド人だけで
はなく、様々な文化的背景を持つ世界中からの留学生と一緒に学びます。

ローワーハットは歴史的な街で、長い歴史を持つニュージーランドの最古の町の一つです。釣り
や水泳で人気のハットリバーとペトネビーチに近く、マウンテンバイクやハイキングに適した丘
に囲まれています。ローワーハットには、ニュージーランドで最大級の素晴らしいショッピングモ
ールがあります。ローワーハットには、見どころややるべき事が数多くあります。



奉仕
本校は、知識を共有し、必要としている人を援助すること
を約束しています。教育は社会的な行動範囲や視野を広
げます。この果てしない旅は仲間と共に進むのが最善で
あると考えています。

生徒は、英国エディンバラ公アワードのボランティア活動
や聖ヴァンサン・ド・ポールといった他校のプログラム、国
際アムネスティ、民間防衛やフードバンク支援などに参加
することを推奨されています。

本校は野外教育と奉仕活動を監督するコーディネーター
により、ニュージーランド国内で最も盛んな英国エジンバ
ラ公アワードのボランティア活動を実施しています。

履修科目
セイクレッド・ハート・カレッジは、全ての公式試験において優れた成績を
収める優秀な学校です。本校のスタッフは、教育実績の国家資格の開発に
携わっており、保護者は本校の成績記録を閲覧することができます。

生徒、保護者と教師との話し合いによって、履修する科目を選択します。

セイクレッド・ハート・カレッジは、生徒が自己の能力を最大に発揮するこ
とを期待します。本校は次の分野の教科の幅広い科目を提供します。　　
芸術、商業、デジタル技術、演劇、英語、数学、音楽、体育、科学、社会、技術

本校はセイクレッド・ハート・カレッジ・スポーツアカデミーを開講してい
ます。このアカデミーは、有望な選手となる可能性を持つ生徒を特定して、
訓練を提供するために設立されました。

生徒は奉仕活動に 
参加することを 

推奨されています。



リーダーシップ
セイクレッド・ハート・カレッジでは、リーターシップの機会が豊富にあります。

本校には、シエナ、オーバート、ローズ、リシュー、アヴィラ、バービエの6つの縦割りハウスシステム
があります。それぞれにハウス・キャプテンと、二人のハウス・リーダーがいます。

生徒会には生徒会長と副会長、理事会の生徒代表がいます。
すべての13年生は、ピアサポートやクラスの体制を通
してリーダーシップの役割を果たすことを推奨さ
れています。

本校の募金活動目標を毎年達成する活発
な生徒会、スポーツチームや文化クラブ
活動を通した強力なリーダーシップが、
自己啓発の機会を提供しています。

毎年行われる生徒会選挙で選出さ
れる21人の生徒会役員は、民主的
組織です。

また、本校にはピアサポートプロ
グラムがあります。

 13年生はこのプログラムに応募
し、受理された生徒は訓練を受
けます。選出された生徒達が、9
年生の全生徒の補助をします。

テクノロジー
セイクレッド・ハート・カレッジは、生徒数に対するコンピュータ
ー導入数の割合が非常に高い学校です。

教職員の継続的なトレーニングが実施され、ハードウェアを定
期的に更新する為のIT戦略計画があります。生徒は、ウェブサ
イトに参加して、オンラインの学校新聞を運営しています。

カレッジには、デザイン、グラフィック、デザイン技術のた
めの優れた専門教室があります。軟質素材、金属、木材
およびプラスチックを含む幅広い媒体が使用されます。

この部門で学習した生徒が、子供用の機能的な玩具
や家具製作で、ニュージーランドのインスティテュー
ト・オブ・プロフェッショナル・エンジニア賞を受賞し
ました。

また、軟質素材では、「ウエアブル・アート」大会に
出場しました。

全科目を通して重視されている自主学習は、図書
館の優れた資料により支援されており、コンピュ
ータへのアクセスが容易であるため、世界中の
情報を素早く収集することができます。



パストラルケア
本校は、親切で優しいコミュニティです。優秀な学部長と指導体制による
生徒の支援と、生徒間の助け合いによるピアサポート・システムがありま
す。

私費留学生と交換留学生の校内及びホームステイ先のパストラルケアを担
当するマネージャーがいます。学校社会の価値ある一員のホームステイ・ファ
ミリーは、滞在する留学生の学校生活に、実子に対するように親身になって関
わります。

カレッジは、福音の価値観に基づき、公正および公平を守ることに尽力してい
ます。

留学生のパストラルケア 
服務規程
セイクレッド・ハート・カレッジは、ニュージーランド資格審査機関
(NZQA)による(留学生の生活保障としての)教育に関する服務規程に
遵守しています。服務規程（複数言語版があります）は、NZQAのウェブ
サイトで閲覧することができます。

www.nzqa.govt.nz/providers-partners/caring-for-international-students/

舞台芸術
文化活動は、この学校で常に特別な位置を占めており、本
校の豊富な活動に、 すべての生徒が参加できる機会を提
供しています。

本校は、カソリックスクールのためのオシェア・シールド文化
大会、ナ・マヌ・ケレロ弁論大会、パシフィカ弁論大会とカパ

ハカ（マオリのハカ舞踏グループ）とポリネシア祭での意欲的
な競技者でもあります。

本校は全ての生徒に、音楽に親しむことを推奨しています。

カレッジは優れた施設を持ち、歌や数種類の楽器の高水準なレ
ッスンを提供しています。オーケストラ、バンド、合唱、定例の演
劇や舞台芸術を学ぶ生徒を対象とした小グループの活動があり
ます。

また、定期的な学校集会と典礼では、生徒の積極的な参加を
推奨しています。



スポーツ
カレッジは、幅広い種類のスポーツ活動を提供しており、積極的に参加することを奨励しています。 
提供しているスポーツは以下の通りです。 

• エアロビクス
• 陸上競技
• バドミントン
• バスケットボール
• ローンボウルズ
• クリケット

• クロスカントリー
• ドラゴンボート
• 乗馬
• サッカー
• ゴルフ
• ホッケー

• ネットボール
• ラグビー
• ラグビーリーグ
• ソフトボール
• スカッシュ
• 水泳

• 卓球
• テニス
• タッチラグビー
• バレーボール
• 水球

特別な祭日
特別な祭日は、年間を通してカレッジで祝われています。祭日は、毎年のハイライトを
飾ります。

課外活動
カレッジには多くの課外活動グループがあり、参加が推奨されています。

国際アムネスティ、合唱、民間防衛、討論、ジャズバンド、カパハカ、オーケストラ、打楽
器、ポリクラブ(ポリネシア文化クラブ)、演説、ヴィニタス（ボランティア・クラブ）などの
グループがあります。

生徒は学校、コミュニティと出身校への奉仕活動を推奨されます。例えば、コーチング、
討論やスポーツチームなどへの奉仕です。



次のステップ
入学申請書は、本校までお問い合
わせください。

お問い合わせは、裏表紙をご参照
ください。

楽器レッスン
各種楽器のレッスンをご利用いただけ
ます。

レッスンは学期中に開講されます。

申込申請書はオフィスにてご用意してい
ます。

レッスンは基本的に少人数のグループ
で行います。

本プログラムは、教育省の資金提供を
受けています。

本校所有のオーケストラ専用楽器には、
年間レンタルが可能な楽器もあります。

個人レッスンも提供しています。

英国エディンバラ公 
ヒラリー・アワード
セイクレッド・ハート・カレッジでは、全校生徒に、英国
エディンバラ公・ヒラリー・アワード・プログラムへの
参加を推奨しています。

このプログラムに携わることは、真の喜びであり、これ
により偉大なチャンスを開くことでしょう。これはセイ
クレッド・ハート・カレッジの長年の伝統で、多くの生
徒が参加してきたことを名誉に思います。

本校は、全ての生徒が、幅広い学校生活に参加するこ
とを奨励しています。

各種楽器の 
レッスンが 

受講できます。



Sacred Heart College 
65 Laings Road 
Lower Hutt 5010 
New Zealand

電話:  +64 4 566 1089 
ファックス:  +64 4 587 1776 
メール:  international@sacredheartcollege.school.nz

留学生のウェブサイト:
www.sacredheartinternational.school.nz

学校のウェブサイト: 
www.sacredheartcollege.school.nz
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