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ブライトン ビーチ

人生を愉しむ場所、南オーストラリア州

学校ではオーストラリアのライフスタイルを体験しなが

ら様々な科目を勉強することができます。また、南オー

ストラリア州では、他の多くのオーストラリアの都市と

比べて生活費をより低く抑えながら、オーストラリアの

高い教育水準のもとで学ぶことができます。ここでは良

く生き、良く学ぶことができるのです。

南オーストラリア州は、学びを楽しみ、大志が芽生え、

夢が始まる場所です。そして特別な何かを得ることがで

きる場所です。

南オーストラリア州へようこそ。

ここは、質の高い教育と上質なライフスタイルが出会う

場所、そして自分の目標達成や具体的な資格取得に向

かって歩みながら、幸福感を得られる場所です。

設備の整った勉強スペース、世界レベルのテクノロ

ジー、そして生徒の大志を育み、夢を叶えるために一緒

に動いてくれる情熱的な先生。南オーストラリア州政府

教育機関は、そんな素晴らしい学習環境を提供していま

す。

留学先の学校は、例えば、海に近い学校、市内中心部に

近い学校、地方の学校など選ぶことができます。また、

科学やテクノロジーからアート、ホスピタリティ、職業

訓練まで、自分の将来の教育パスウェイを考慮して選ぶ

こともできます。

・南オーストラリア州政府教育機関ー小中高校のご紹介
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南オーストラリア州
ならではの素晴らしい
オーストラリア体験

白砂のビーチ、野生動物公園、緑が広
がる丘。どれも活気に満ちたアデレー
ドの中心部から20分ほどで行くことが
できます。コンパクトな都市アデレー
ドでは、移動時間を抑えられる分、趣
味を楽しんだり、リラックスしたアク
ティブなライフスタイルを満喫するこ
とができます。

手頃な留学先
南オーストラリア州

アデレードは”世界で最も住みやすい
都市”の一つとして知られ、オースト
ラリア国内でも最も経済的な都市の
一つです。生活費はシドニーと比べ
て16%、メルボルンと比べて13%低
くなっています。そのためアデレー
ドに留学すると、より多くのことを
する余裕ができます。留学生は公共
交通機関の学割の他、エンターテイ
メント、イベントなどでも割引きを
受けることができます。

教育省が統括する
留学生プログラム

留学生プログラムは、ホームステイも
含めてすべて Department for 
Education（教育省） で統括され、教
育省内の面倒見の良いサポートチーム
によって運営されています。南オース
トラリア州政府教育機関はオーストラ
リアでも独特の存在です。

南オーストラリア州に留学する

南オースト

ラリア州に

留学する

10の理由
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短期から⾧期まで
ニーズに対応した
プログラム

小学校プログラムと中高校プログラム
オーストラリアの他都市と比べて手頃
な授業料
留学生の興味や希望に最大限沿った
学校選び
プログラムに含まれる集中英語コース
と留学生サポート

南オーストラリア州に留学する

質の高い教育プログラムと
幅広い学校の選択肢

アデレードは世界でも有数の教育都市と
して知られ、アデレードにある各大学は
いずれも世界トップ2%にランクインし
ています。

留学生は留学先の小中高校を選ぶことが
できます。例えば、海に近い学校、市内
中心部に近い学校、地方の学校、または
次のような点についても学校選択の参考
にすることができます。

特別専攻コースおよび課外活動
テクノロジー、アート、ホスピタリ
ティ、スポーツおよびVET （職業教育
とトレーニング）に関する専門的支援
留学生へのサポートを行う留学生プロ
グラム責任者
学校の環境に落ち着くための手助けを
する現地生徒バディ
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科目とアクティビティ
の幅広い選択肢

留学生は英語を上達させたり、特別専
攻コースで学んだり、メディアやデザ
イン、野外教育など母国ではなかった
新しい科目にチャレンジしたり、学校
の演劇制作や楽団に参加したり、オー
ストラリアンフットボールやクリケッ
ト、ゴルフ、ビーチバレーなどのス
ポーツ、ロッククライミングやセーリ
ング、サーフィンなどのアクティビ
ティを体験することができます。

あらゆる段階での
留学生サポート

私たちのサポートは、留学生が母国を
出発する前から始まり、現地到着後も
留学期間を通して提供されます。

サポート内容:

出発前準備パック
学校での総合オリエンテーション
プログラム
安全と健康面の確認
成績レポート
学業面でのカウンセリング
24時間緊急電話対応

認定された質の高い
ホームステイ

教育省はホームステイの認可と管理を
行っているため、個々のホストファミ
リーの状況に精通しています。留学生
の事情や要望を考慮しながら、それぞ
れの留学生に最も適したホームステイ
先を選ぶことで、留学生はより勉強面
で成果を上げ、南オーストラリア州で
の留学生活をより豊かに過ごすことが
できます。

南オーストラリア州に留学する

・南オーストラリア州政府教育機関ー小中高校のご紹介



留学生の成功、安全、
そして健康が最優先

留学生は学業面での成功ばかりでなく、
参加、寛容性、批判的思考、言葉そして
友好を通じて、人として成⾧することが
できます。

南オーストラリア州に留学する

第二の故郷

南オーストラリア州

留学生が新しい環境に早く慣れて南オー
ストラリア州での生活を楽しむことがで
きるように、学校やホストファミリー、
友達がサポートします。南オーストラリ
ア州は、大志が育まれ、機会が開かれ、
そして留学生が特別な何かを得ることが
できる場所です。

・南オーストラリア州政府教育機関ー小中高校のご紹介



南オーストラリア州地域

アデレード

エアー半島

ヨーク半島

フルリオ半島

バロッサバレー

リバーランド

マレーランド

ライムストーンコースト

カンガルー島

フリンダース山脈

学校の選択

学校の場所

教育省が認定する留学生プログラムを提供する
小中高校は100以上あります。これらの学校は
アデレード都市圏と南オーストラリア州地方圏
全体に広がっています。

アデレード都市圏
南オーストラリア州の州都アデレードは、人口約
130万人の活気に満ちた都市です。市内中心部を緑
地帯に囲まれたアデレードは、世界で最も美しく住
みやすい場所の一つです。市街地の周りには、丘陵
地帯から海岸線まで住宅地のある郊外が広がってい
ます。

南オーストラリア州地方圏
南オーストラリア州にはリバーランド、フリンダー
ス山脈、ライムストーンコースト、カンガルー島な
ど、美しく多様な地域がたくさんあります。南オー
ストラリア州地方圏では、オーストラリア本来の体
験、豊かな生活、手つかずの自然を楽しむことがで
きます。

・南オーストラリア州政府教育機関ー小中高校のご紹介



季節ごとの人気スポーツ
（お申し込み時のガイドとしてご覧ください）

夏季 冬季

水中競技
スイミング、セーリング、
カヤッキング、スノーケリ
ング、スクーバダイビン
グ、ウィンドサーフィン、
カヌー、サーフライフセー
ビング

陸上競技
陸上、トライアスロン、ク

ロスカントリーランニング

野球

クリケット

サイクリング

フットサル

ゴルフ

ロッククライミング

ローイング

テニス

ビーチバレー

オーストラリアン
フットボール、
タッチフットボール

バドミントン

バスケットボール、
ネットボール

ブッシュウォーキング

クロスカントリー

ホッケー

サッカー

ラクロス、ソフクロス

卓球

ラグビー

野外教育
ブッシュウォーキング、
オリエンテーリング

バレーボール

保健体育：心理学、ホスピタリティ、サーフィン、
ゴルフ、サイクリング、野外教育

芸術：音楽、バレエ、コンテンポラリーダンス、縫製、
ファッション

テクノロジー：CAD、ブロードキャスティング、グラ
フィックデザイン、フォトグラフィ、アニメーション

履修科目

履修科目

専門科目

すべての南オーストラリア州政府教育機関では、興味
深く専門的な科目を教育課程の中で幅広く提供してい
ます。新しい科目にチャレンジしたい方、または特定
の分野に才能や情熱を持つ方は、留学先の学校を選ぶ
際に学校が提供する科目についても考慮するようにし
てください。

専門科目の例：

科学/数学：ロボット工学、科学捜査、ナノテクノロ
ジー、天文学、ブドウ栽培

課外スポーツおよび競技

スポーツチーム、楽団、演劇制作、アドベンチャー
アクティビティなど学校が主催する課外活動に個人
として、またはチームの一員として参加することが
できます。

スポーツに関しては、季節性により1年の内限られ
た期間のみの活動になる場合があります。

特別専攻コース

すべての高校では、特定の分野における才能や情熱を
持つ生徒に対して特別専攻コースを提供しています。
特別専攻コースを履修するためには、その能力を証明
するものを提示したり、オーディションやトライアウ
トを受けて合格する必要があります。履修にあたって
は追加の費用が発生する場合があります。申し込み要
件や費用などの詳細は、各学校のプロフィールページ
に記載のある学校のウェブサイトをご覧ください。

英語

（中高生
集中英語コース）は多くの高校で提供されています。
ISECプログラムのない学校に入学する場合は、ISEC
期間中は もしくは
他の学校に通うことになります。

継続的な英語サポートは留学期間を通してすべての学
校で提供されます。

・南オーストラリア州政府教育機関ー小中高校のご紹介
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ウェスト ビーチ

アデレード空港

アデレードヒルズ地域

ヘンリー ビーチ

グランジ ビーチ

セマフォー ビーチ

グレネルグ ビーチ

アデレード
都市圏の中
高校

主要道路

トレンス川

Aberfoyle Park High School

Adelaide High School

Adelaide Secondary School  
of English

Australian Science and  
Mathematics School

Banksia Park International  
High School

Blackwood High School

Brighton Secondary School

Charles Campbell College

Glenunga International  
High School

Golden Grove High School

Hallett Cove School

Hamilton Secondary College

Heathfield High School

Henley High School

Marryatville High School

Mitcham Girls High School

Modbury High School

Norwood Morialta High School

Plympton International College

Reynella East College

Roma Mitchell Secondary College

Salisbury East High School

Seaford Secondary College

Seaton High School

Seaview High School

The Heights School

Underdale High School

Unley High School

Wirreanda Secondary School

Woodville High School

アデレード都市圏
の中高校

P

アデレード中心部

・南オーストラリア州政府教育機関ー小中高校のご紹介

ブライトン ビーチ
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アデレード都市圏の中高校

アバフォイルパーク ハイスクールは、アデレード市内から南に24kmのところに
あります。原生のガムツリーに囲まれた、公共交通機関や大きなショッピングセ
ンター、公園へのアクセスも良い場所です。安全で魅力的な留学環境が整ってい
て、留学生からも人気がある学校です。アバフォイルパーク ハイスクールは、
音楽やダンス、演劇を含む優れたビジュアル/パフォーミングアーツなど、活動
的で興味深いカリキュラムを提供することで知られています。また、革新的で最
先端IT分野の先導者でもあるアバフォイルパーク ハイスクールでは、 ITに関す
るキャリアに進む生徒も少なくありません。学校では、才能を持った生徒を対象
にしたIGNITE（ イグナイト）プログラムにもフォーカスしています。2022年か
らは国際バカレロア教育プログラムを開講します。

アデレード市内からの距離

創立

年

生徒数

人

アバフォイルパークハイスクール

留学生プログラム

中高校卒業プログラム

中高校短期留学プログラム

スタディツアー

フォーカス

ビジュアル/パフォーミングアーツ

IT

英才教育

施設

演劇・音楽専門シアター

写真設備を備えたマルチメディア施設

延⾧時間適用のコミュニティ共用図書館

スポーツ施設 体育館、グラウンド、
サッカー場、テニスコート、バレーボー
ル /バスケットボールコート

ローンボーリングとBMXのコミュニティ
共用施設

特別専攻コース
イグナイトー才能を持った生徒向けの

加速学習プログラム（7-12年生）

音楽ーミュージシャンシップ、アンサ

ンブル、作曲、編曲（7-12年生）

VET（ 職業教育とトレーニング）ー
社会事業、スポーツとレクリエーショ
ン、建設と電気工学（10-12年生）

フリンダース大学での科学と数学
（11-12年生）

スポーツー⾧距離走、バレーボール、
クリケット、バスケットボール、サッ
カー（7-12年生）

野外教育ーブッシュウォーキング、水
中競技（10-12年生）

国際バカレロア教育(IB) ディプロマプ
ログラム

語学

スペイン語（7-12年生）

日本語（7-12年生）

その他言語（School  of  Languagesにて）

留学生サポート

英語サポート

留学生プログラム責任者

課外スポーツ

陸上

水中競技ースイミング、サーフィン

オーストラリアンフットボール、サッカー

バスケットボール、ネットボール

クリケット

バレーボール、ビーチバレー

テニス

その他課外活動
音楽ーコンサート、ジャズ、ステージバン
ド、アンサンブル、コーラス

ディベート

チェス

コーディング（アプリ開発）

学年

年生



アデレード市内からの距離

アデレード市内

創立

年

生徒数

人アデレード ハイスクールは南オーストラリア州最初のハイスクールで、2008年
に創立100周年を祝いました。パークランドに囲まれた美しいアデレード市内に
ある学校は、公共交通機関の便に優れています。学校ではアカデミックから実践
的な職業体験まで様々なカリキュラムが提供され、特に語学、科学、数学、
STEM、クリケット、ローイングの分野における卓越したプログラムで知られて
います。また、 によって国際的に認定されて
いるアデレード ハイスクールでは、加速プログラム、延⾧プログラム、強化プ
ログラムを通じてさらなる学びのサポートを提供しています。

留学生プログラム

ISEC（中高生集中英語コース）

中高校卒業プログラム

中高校短期留学プログラム

スタディツアー

フォーカス

国際教育

人権

語学

生徒のリーダーシップ

科学、テクノロジー、エンジニアリング、
数学（STEM）

施設
シニアセンター

語学センター

英語およびその他言語の蔵書が充実した
図書館

プライベートスタディエリア

STEM 教室

パフォーミングアーツセンター（音楽、
演劇）

デザイン/テクノロジーセンター

スポーツ施設ー体育館、グラウンド、
テニスコート、バスケットボールコー
ト、ジム、フットサル場、クリケット場

商業キッチン

ウェストレイクおよびトレンス川の
ローイングクラブハウス

特別専攻コース

クリケット* （7-12年生）

ローイング* （7-12年生）

英才教育（7-12年生）

語学* （7-12年生）

科学、テクノロジー、エンジニアリ
ング、数学（STEM）（11-12年生）

選抜エントリープログラム

語学

追加言語としての英語（7-12年生）

ドイツ語、フランス語、ギリシャ語、
イタリア語、スペイン語（7-12年生）

中国語、日本語（7-12年生）

オーストラリア手話

その他言語（School of Languagesにて）

留学生サポート

英語サポート

留学生プログラム責任者

留学生委員会

大学ツアープログラム

課外スポーツ

陸上

オーストラリアンフットボール、
サッカー、タッチフットボール

バドミントン、テニス、卓球

バスケットボール、ネットボール

クリケット

ホッケー

ローイング

ソフトボール

スイミング

バレーボール

その他課外活動

音楽ージャズ、コンサートバン
ド、アンサンブル、コーラス、
オーケストラ

ディベート、チェス

環境

地域社会交流

演劇

生徒リ ダーシップ

市民活動

F1  in Schools プログラムー国際
STEM大会

アデレード都市圏の中高校

アデレードハイスクール

・南オーストラリア州政府教育機関ー小中高校のご紹介
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アデレード市内からの距離

創立

年

生徒数

人

学年

年生

留学生プログラム

中高校卒業プログラム

中高校短期留学プログラム

スタディツアー

フォーカス
科学、テクノロジー、エンジニアリング、
数学（STEM）
科学と起業家精神

複合学習

先進技術

生徒の自己主導学習者への成⾧

施設

合成フライトシミュレーターを備えた
航空電子工学スタジオ

科学、制御技術、人間動作および視聴
覚スタジオ
マルチスクリーンビデオ会議設備

フリンダース大学との共有施設ー図
書館、実験室

スポーツ施設 - 体育館、グラウンド

24時間アクセスのバーチャル教室

特別専攻コース

科学研究ー航空学ー航空知識と航空業
務（12年生）

科学研究ー人間行動ー人間動作、健康
と身体能力（12年生）

専門的数学（12年生）

アドベンチャースペースー短期コース
の強化および延⾧プログラム  
（10-12年生）

学習研究グループー個人学習計画、特
化プログラム、メンタリングサポート
（10-12年生）

語学

留学生サポート

英語サポート

留学生プログラム責任者

留学生プログラムコーディネーター

留学生サポート担当者

課外スポーツ

オーストラリアンフットボール、
サッカー、タッチフットボール
バドミントン、テニス

バスケットボール、ネットボール

卓球

クリケット

バレーボール

クロスカントリー

サーフィン

陸上

スイミング

ゴルフ

アルティメットフリスビー

クィディッチ

ランチタイムスポーツプログラム

その他課外活動

ランチタイムアクティビティ
ー チェス、卓球、ゲーム

国際科学フェア

地域奉仕クラブ

追加言語としての英語（10 -12年生）

その他言語（提携学校プログラムにて）

アデレード都市圏の中高校

オーストラリアンサイエンスアンドマスマティックススクール

オーストラリアンサイエンスアンドマスマティックススクール (ASMS) は、
オーストラリアに2校のみ存在する10-12年生対象のスペシャリスト高校の一つ
です。学校はアデレードヒルズの麓、フリンダース大学のキャンパス内にあり、
公共交通機関、ショッピングセンターや映画館を含む複合商業施設、そして人気
のビーチへのアクセスも良い場所です。ASMSの目標は、特に数学と科学の分野
で生徒が大学進学に向けた準備を行うことです。ASMSは高度な協力的/双方向
的な学習の実践と、”新しい科学”の最先端の開発を学校経験に活用するという革
新的な目的の基に創立されています。フリンダース大学の科学・テクノロジー事
業パートナーシップの一環として、生徒は産業界および大学における調査プロ
ジェクトに関わる機会もあります。ASMSの卒業生は、個人的、専門的、社会的
な事象に対して創造的、批判的、そして情報に通じ意欲的に対応できる市民とな
ります。

・南オーストラリア州政府教育機関ー小中高校のご紹介



アデレード市内からの距離

創立

年

生徒数

人

バンクシアパークインターナショナルハイスクール

バンクシアパークインターナショナルハイスクールは、アデレード北東部の郊外
に位置し、高速交通システムによりアデレード市内への移動も簡単です。学校は
野鳥やコアラを見ることができる美しい自然豊かな緑地に囲まれ、レクリエー
ション公園やスポーツ施設、複合商業施設も近くにあります。Council of
International Schools (CIS) によって国際的に認定されているバンクシアパーク
インターナショナルハイスクールでは、すべての生徒にケアの行き届いた挑戦し
がいのある学習環境を提供しています。また、カリキュラムのすべてにおいて、
ビジネスや社会起業家に求められるスキルを日々高め、訓練し、実践を行う専門
的起業家学校でもあります。生徒はまた、国内の教育優秀賞受賞歴があるプログ
ラムであり市民としての様々な貢献を通じて社会人スキルを実証することができ
るGlobal CitizensMedalを追求する貴重な機会を得ることもできます。

留学生プログラム

ISEC（中高生集中英語コース）

中高校卒業プログラム

中高校短期留学プログラム

スタディツアー

フォーカス

英語

サッカー

数学、科学、テクノロジー

専門的起業家教育

Global Citizens Medal

施設

留学生専用教室

表現/視覚芸術施設

スポーツ施設 - 体育館、フィットネス
センター、グラウンド、サッカー場、
クリケット場、プレーコート（バスケ
ットボール、ネットボール、テニス）

専門的科学研究室、テクノロジー
ワークショップ

フード&テクノロジー施設

中高校別の学習スペース

図書館

12年生用学習スペース、カフェ

起業家施設と質の高いカリキュラム

特別専攻コース

サッカーースキル、トレーニング原理
審判、コーチング、運動管理
（9-12年生）

Global Citizens Medal （12年生）

VET（職業教育とトレーニング）°
3Dアニメーション、水道設備、自動
車、美容、ホスピタリティ、フィット
ネス、ビジネス、造園、電気工学
（10-12年生）

起業家パスウェイプログラム
（7-12年生）

語学

留学生サポート

英語サポート

留学生プログラム責任者

インターナショナルセクレタリー

インターナショナルケアグループ教員

留学生メンター

現地生徒バディシステム

留学生ボイスメンバー

課外スポーツ
オーストラリアンフットボール、サッカー

クリケット

バドミントン、テニス、卓球

バスケットボール、ネットボール

ラグビー

その他課外活動

音楽ーボーカルグループ、コンサートバ
ンド、アンサンブル

グローバル市民および地域社会活動

中高校生フォーラム

リーダーシップイベント

言語クラブ

追加言語としての英語（10 -12年生）

日本語（7-12年生）

ドイツ語（7-12年生）

その他言語（School of Languagesにて）

・南オーストラリア州政府教育機関ー小中高校のご紹介

学年

年生



ブラックウッドハイスクールは、学業、スポーツ、芸術の各分野で優れた伝統
を誇ります。アデレード市内から公共交通機関で20分ほどの丘にあるキャンパ
スからは自然林を見渡すことができ、レクリエーション公園も近く、大型複合商
業施設へのアクセスにも優れています。学校では、グローバル化する世界への
対応にフォーカスしています。また、ブラックウッドハイスクールには、ネット
ボールとオーストラリアンフットボールの特別専攻コースがあり、才能ある生徒
への強化プログラムが提供されています。

ブラックウッドハイスクール

留学生プログラム

フォーカス

英語

体育

ビジュアル/パフォーミングアーツ

施設
図書館

パフォーミングアーツセンターー観客席
演劇施設

ビジュアルアーツスタジオーアート、デ
ザイン、彫刻

職業訓練センター（電気工学含む）

先進技術施設ー 3Dプリンター、レーザー
カッター、CAD およびCAMテクノロ
ジー、プログラミング、ロボット工学

スポーツ施設 - 体育館、グラウンド、ネッ
トボールコート、テニスコート

創作センターー科学、テクノロジー、エ
ンジニアリング、数学（STEM）施設

特別専攻コース

語学

留学生サポート

留学生プログラム責任者

英語サポート

留学生アカデミックサポート担当者

課外スポーツ
水中競技ースイミング、サーフィン、ス
ノーケリング、カヌー、セーリング、カ
ヤッキング

陸上競技ークロスカントリー、陸上

オーストラリアンフットボール、サッカー

バドミントン、卓球、テニス

野球、ラクロス

バスケットボール

ネットボール

ゴルフ

体操

オリエンテーリング

護身術

ソフトボール、バレーボール

その他課外活動

生徒代表会リーダーシップ

ダンス、エアロビクス、ヒップホップ
クラブ
演劇クラブ

アートクラブ

アデレード市内からの距離

創立

年

生徒数

人

アデレード都市圏の中高校

ISEC（中高生集中英語コース）

中高校卒業プログラム

中高校短期留学プログラム

スタディツアー

その他言語（School of Languagesにて）

・南オーストラリア州政府教育機関ー小中高校のご紹介

学年

年生

ネットボール* （7-11年生）

オーストラリアンフットボール*
（7-11年生）

音楽ーバンド、オーケストラ、器楽教
育、音楽業界スキル（7-12年生）

パフォーミングアーツー演劇、ダン
ス、年1回の大規模制作（7-12年生）

VET（職業教育とトレーニング）-
ダンス、電気工学（10-12年生）

*選抜エントリープログラム

追加言語としての英語（7-12年生）

ドイツ語（7-12年生）

日本語（7-12年生）



アデレード都市圏の中高校

ブライトンセカンダリースクールは、アデレードの西に広がる人気の海辺エリア
にあります。学業面での優れた実績に加え、音楽とバレーボールの分野では 卒業
生がそれぞれ国内屈指のユースオーケストラ、コーラス、バンドやバレーボール
のオーストラリア代表チームで活躍しています。学校は複合商業施設や州立アク
アティクスセンターに近く、電車やバスの便も行き届いています。自発性やリー
ダーシップ、問題解決スキルを持ち、厳しい学習環境にもチャレンジする生徒の
学習経験を強化するためのThink Brightプログラムでは、創造性と批判的思考に
フォーカスしています。また、ブライトンセカンダリースクールは、国内および
世界F1タイトルを獲得したFormula One (F1)in Schoolsにも参加しています。
このプログラムでは、生徒にデザイン、エンジニアリング、製造、ビジネス、事
業に関する機会を提供します。

アデレード市内からの距離

創立

年

生徒数

人

ブライトンセカンダリースクール

留学生プログラム

フォーカス

音楽

バレーボール

学業成果

Formula One (F1) in Schools

施設

パフォーミングアーツセンター

音楽センターー オーケストラ施設、音響
技術ユニット

コンサートホール

デザイン、写真、メディアスタジオ

州立バレーボールセンター

フード/ホスピタリティキッチン

スポーツ施設 - グラウンド、アウトドア
ビーチ/インドアバレーコート、体育館

特別専攻コース

音楽* （8-12年生）

バレーボール* （8-12年生）

Formula One (F1) in Schools* ー

エンジニアリング（9 -10年生）

Company Bright プログラム* ー
パフォーミングアーツ（8-9年生）
Think Bright プログラム* ー高度な

思考力と起業家スキル（7-12年生）

科学、テクノロジー、エンジニアリン
グ、数学（STEM）プログラム*
（7-10年生）

VET（職業教育とトレーニング）°
エンジニアリング、小売、フード/ホス
ピタリティ、スポーツ/フィットネス、
流通、保育（7-12年生）

選抜エントリープログラム

語学

留学生サポート

英語サポート

留学生プログラム責任者

留学生コーディネーター

インターナショナルホームグループ
プログラム

留学生アクティビティ（キャンプ、
日帰りツアー）

課外スポーツ

水中競技 - スイミング、サーフィン、
スノーケリング、カヌー

陸上競技 - クロスカントリー、トライ
アスロン

オーストラリアンフットボール、女子
フットボール、タッチフットボール

バドミントン、卓球、テニス

バスケットボール、ネットボール

野球、ラクロス、ホッケー

クリケット

サイクリング、マウンテンバイク

ゴルフ

ローンボーリング、ボーリング

ラグビー、サッカー

バレーボール

その他課外活動

ダンスシアターグループ

チェス、アート、科学クラブ

ディベートチーム

ISEC（中高生集中英語コース）

中高校卒業プログラム

中高校短期留学プログラム

スタディツアー

追加言語としての英語（7-11年生）

フランス語（7-12年生）

日本語（7-12年生）

その他言語（School of Languagesにて）

・南オーストラリア州政府教育機関ー小中高校のご紹介

学年

年生



チャールズキャンベルカレッジは、ミドルスクール（7-9年生）とシニアスクー
ル（10-12年生）を含む、小中高一貫校です。アデレード市内から9km北 東にあ
り、公共交通機関の便も良く、近くには大型ショッピングセンターもあります。
Council of International Schools (CIS) によって国際的に認定されるチャール
ズキャンベルカレッジでは、包括的で質の高いカリキュラムを提供しています。
また、エンジニアリングと科学を通じた大学へのパスウェイとともに、科学、テ
クノロジー、エンジニアリング、数学（STEM）に 特に力を入れています。選抜
エントリープログラムのパフォーミングアーツには、音楽やダンス、演劇のオー
ディションを経由して参加することができます。

チャールズキャンベルカレッジ

アデレード市内からの距離

創立

年

生徒数

人（中高校）

学年

年生（中高校）

留学生プログラム

フォーカス

ビジュアル/パフォーミングアーツ

ビジネス教育

科学、テクノロジー、エンジニアリン
グ、数学（STEM）

職業教育

キャリアと移行プラン

施設

図書館

パフォーミングアーツセンター
ー ダンス、演劇、音楽

テクノロジー施設ーメディア

自動車業界訓練センター

技術研究ワークショップー 木材、プラ
スティック、電子機器、金属、機械

スポーツ施設 - 体育館、健康教室、プ
レーコート、3つのグラウンド

特別専攻コース

パフォーミングアーツ* ーダンス、演劇、
音楽（8-12年生）

数学、科学強化*  （9-10年生）

エリートスポーツ* ーオーストラリアン
フットボール、ネットボール（8-9年生）

VET（職業教育とトレーニング）
自動車、エンジニアリングパスウェイ、

ファッション、ヘルスケア、マルチメ
ディア、調剤、ツーリズム
（10-12年生）

選抜エントリープログラム

語学

留学生サポート

コース/キャリアカウンセリング

現地生徒バディシステム

追加個別指導

課外スポーツ
オーストラリアンフットボール、
サッカー

ネットボール

ロッククライミング

ラグビー、フットサル

バレーボール、ビーチバレー

バドミントン

その他課外活動

生徒リーダーシップ機会

野外教育、キャンプ、遠足

クッキング、ケータリンググループ

環境グループー持続可能生活、地域
原産ガーデン

ダンスと制作

音楽ーコンサートバンド、ドラムア
ンサンブル、コーラス、ボーカルアン
サンブル

チェスクラブ

地域社会活動

アデレード都市圏の中高校

ISEC（中高生集中英語コース）

中高校卒業プログラム

中高校短期留学プログラム

スタディツアー

追加言語としての英語（8-12年生）

中国語（7-12年生）

イタリア語（7-12年生）

その他言語（School of Languagesにて）

英語サポート

留学生プログラム責任者

留学生サポートネットワーク

学業/社交面での統合的モニタリングと
サポート

・南オーストラリア州政府教育機関ー小中高校のご紹介



アデレード都市圏の中高校

アデレード市内からの距離

創立

年

生徒数

人

留学生プログラム

フォーカス
学業の卓越

国際感覚と生徒によるリーダーシップ

英才教育

学習技術

語学

数学、科学

パフォーミングアーツ

施設

パフォーミングアーツセンター

音楽/演劇スタジオ

ビジュアルアーツ/メディア学習セン
ター

保健体育施設と体育館

情報コミュニケーション

ICTセンター

特別専攻コース

語学

留学生サポート

英語サポート

留学生プログラム責任者

留学生プログラムチーム

課外スポーツ

陸上

オーストラリアンフットボール、サッ
カー、ラグビー

バドミントン、卓球、テニス

バスケットボール、ネットボール

クリケット

フェンシング

ホッケー、ソフトボール

オリエンテーリング

スイミング

バレーボール

その他課外活動

インターナショナルクラブ

英会話、ドイツ語、フランス語、中国語
クラブ

化学、数学クラブ

チェス、ディベート、カード、折り紙、
ゲームクラブ

環境、ボランティアクラブ

アート、音楽劇、メディアクラブ

マンガ/アニメ/フラッシュアニメーショ
ンクラブ

弁論グループ

ISEC（中高生集中英語コース）

中高校卒業プログラム

中高校短期留学プログラム

スタディツアー

追加言語としての英語（7-12年生）

中国語（7-12年生）

日本語（7-12年生）

フランス語（7-12年生）

その他言語（School of Languagesにて）

グレナンガインターナショナルハイスクール

グレナンガインターナショナルハイスクールは、アデレード市内からわずか10分
ほどの美しい郊外にあり、公共交通機関の便にも優れています。学校はCouncil 
of International Schools (CIS) によって国際的に認定され、優れた教育と個々
の生徒のニーズに対応することで世界的な評価を得ています。グレナンガイン
ターナショナルハイスクールが提供するカリキュラムには、国際バカレロア教育
ディプロマコース、および高い知的可能性を持った生徒を対象にしたIGNITE（イ
グナイト）プログラムも含まれています。グレナンガインターナショナルハイス
クールの基本精神と具体的なプログラムは、人間の平等、向学心、自己実現、そ
して社会および環境責任へのグローバル感覚に対する信念を育んでいます。

・南オーストラリア州政府教育機関ー小中高校のご紹介

国際バカレロア教育(IB)ディプロマプ
ログラム（11-12年生）
イグナイト - 才能を持った生徒向けの

加速学習プログラム（7-12年生）

VET（職業教育とトレーニング）°広
告/グラフィックデザイン、建築/建
設、エンターテイメント/劇場空間技
術、IT基礎、ホスピタリティ

（10 -12年生）

*選抜エントリープログラム

学年

年生



アデレード都市圏の中高校

アデレード市内からの距離

創立

年

生徒数

人（中高校）

学年

年生（中高校）

ハレットコーブスクールは、レセプションから12年生までの小中高一貫校です。
アデレードの南に広がる海沿いの郊外にあり、広大なキャンパスからは美しい海
が見渡せます。学校のカルキュラムでは、ローカルおよびグローバル双方のコ
ミュニティでの学びに重点を置き、生徒が創造的思考、問題解決、批判的思考、
協力そしてチームワークを含めた将来必要となるスキルを成⾧させる機会を提供
しています。

ハレットコーブスクール

留学生プログラム

フォーカス
専門スポーツーサッカー、バレーボール

野外教育、水中競技、サーフィン

海洋研究

科学、テクノロジー、エンジニアリング、
数学（STEM）

ビジュアル/パフォーミングアーツーダン
ス、音楽、演劇、アート

施設

小中高校それぞれの独立スペース

スポーツ施設 - 体育館、各種コート、グラ
ウンド

アートルーム、ダンススタジオ、ソフト
ウェア装備の音楽レコーディングスタジ
オ、演劇センター

専門施設 - ファッション/縫製、ホスピタ
リティ/カフェスキル、写真

カリキュラム実践のためChromebooks
と Google classrooms を使用

海洋研究実験室

STEM施設

科学実験室

キャンティーン

ジム

特別専攻コース

バレーボール * （8-12年生）

サッカー* （8-12年生）

海洋研究（10-12年生）

VET（職業教育とトレーニング）° 水道
設備、電子工学、音楽（10-12年生）

選抜エントリープログラム

語学

留学生サポート

留学生プログラム責任者

バイリンガルサポートスタッフ

国際連絡スタッフ

インターナショナルプログラムコミュニ
ティルーム

新入学生のためのバディシステム

放課後英語クラブ

応急処置

課外スポーツ

水中競技ーサーフィン、リーフスノーケ
リング、ボディーボード、ウィンドサー
フィン、カヤック、セーリング

アーチェリー

陸上

オーストラリアンフットボール、タッチ
フットボール、ラグビー、サッカー

野球、バスケットボール、ネットボール

バドミントン、テニス

クリケット

体操

ゴルフ

ホッケー、ソフトボール

インドアボール、ボーリング

武道、護身術

ソフクロス、ラクロス

バレーボール、ビーチバレー

その他課外活動

サーフィン

学校制作ーダンス、演劇、音楽、ビジュ
アルアーツ

スキー旅行

スクールバンド

高度技術プロジェクトー STEM クラブ

放課後キャッチアップクラブ
ー アカデミックワーク

ロボット工学クラブ

ISEC（中高生集中英語コース）

中高校卒業プログラム

中高校短期留学プログラム

スタディツアー

追加言語としての英語（7-12年生）

日本語（7-12年生）

その他言語（School of Languagesにて）

・南オーストラリア州政府教育機関ー小中高校のご紹介



ハミルトンセカンダリーカレッジは、アデレード市内から南に15分の公共交通
機関の便の良いところにあります。歴史的なガムツリーに囲まれた広大なキャン
パスの周辺には、フリンダース大学、トンスリーイノベーション地区、マリオン
ショッピングセンター、体操トレーニングセンター、オリンピック規格のアクア
ティックスセンター、そしてビーチがあります。ハミルトンセカンダリーカ
レッジは、科学、テクノロジー、エンジニアリング、数学（STEM）の指定校と
して、火星ミッションプロジェクトやSTEMイノベーションアカデミーを含
む、STEMに関する革新的なプログラムを提供しています。プログラムでは
7-12年生の生徒に独自の専門STEMパスウェイを提供します。

アデレード市内からの距離

創立

年

生徒数

人

留学生プログラム

フォーカス

科学、テクノロジー、エンジニアリン
グ、数学（STEM）

高い期待と学業の卓越

VET（職業教育とトレーニング）

施設
STEMセンター

宇宙教育センター

インターナショナルセンター

ホスピタリティセンター

特別専攻コース

宇宙科学（7-12年生）

VET（職業教育とトレーニング）
アドバンストマニュファクチャリン
グ、クリエイティブアーツ、ホスピ
タリティ、ICT、スポーツ/レクリ
エーション、トラベル/ツーリズム
（7-12年生）

語学

留学生サポート

英語サポート

留学生プログラム責任者

現地生徒バディシステム

課外スポーツ

オーストラリアフットボールリーグ
女子(AFLW)専門プログラム

オーストラリアンフットボール、
サッカー

バドミントン、テニス

バスケットボール、ネットボール

アイスホッケー

バレーボール

ロッククライミング

その他課外活動

クリエイティブライティング/ブッ
ククラブ

英会話クラブ

環境クラブ

ロボット工学/コーディングクラブ

バドミントン、フィットネスクラブ

パフォーミングアーツショーケース

音楽アンサンブル

アイスファクタートーナメント

数学クラブ

ホームワーククラブ

アデレード都市圏の中高校

ハミルトンセカンダリーカレッジ

ISEC（中高生集中英語コース）

中高校卒業プログラム

中高校短期留学プログラム

スタディツアー

追加言語としての英語（7-12年生）

日本語と日本文化（8年生）

その他言語（School of Languagesにて）

・南オーストラリア州政府教育機関ー小中高校のご紹介

学年

年生



ヒースフィールドハイスクールは、絵のように美しいアデレードヒルズの中にあ
る7-12年生の共学校で、アデレード市内からは15分ほどです。学校ではアカデ
ミックおよび職業教育のパスウェイにおける生徒の優れた達成を評価しながら、
刺激的で革新的、挑戦しがいのあるカリキュラムを提供しています。生徒の学習
経験の一つ一つの要素は、将来自分が身を置くことになる学業および職場の風景
を提示できるように作られています。学びと革新、卓越生のSTEMセンター、ロ
ボット工学/制御技術センター、優れた音楽、演劇、アートスタジオ、フード/ホ
スピタリティ訓練のための素晴らしいPitarillaスキルセンター、国際基準のインド
アおよびビーチバレーコートのあるマウントロフティコミュニティスポーツセン
ターなど、ヒースフィールドハイスクールは未来志向の最先端学習スペースへの
アクセスを誇っています。このような環境のもと、生徒たちは新しい進歩とリア
ルな世界の状況に接点を持ち、将来に備えることができます。

ヒースフィールドハイスクール

アデレード市内からの距離

創立

年

生徒数

人

留学生プログラム

フォーカス

科学、数学、テクノロジーの革新

ビジュアル/パフォーミングアーツ

バレーボール

野外教育

職業教育

起業家精神

LIFT - 探究型学習プログラム

施設

ダンススタジオを含むパフォーミング
アーツスペース

業務用キッチン/レストラン研修センター

建物建設施設

コンピューターテクノロジー/ロボット
工学センター

スポーツ施設ー体育館、グラウンド、
サッカー場、テニスコート

バレーボールセンター インドアコー
ト、ビーチバレーコート

シニアスクールスタディエリア

インターナショナルルーム

特別専攻コース

バレーボール* （7-11年生）

VET（職業教育とトレーニング）
キッチン/接客オペレーション、建設

一般、アドバンストマニュファクチャ
リング（10-12年生）

先進技術ーロボット工学、レーザー/3D
プリンティング（7-12年生）

選抜エントリープログラム

語学

留学生サポート

英語サポート

留学生プログラム責任者

留学生プログラムサポート担当者

インターナショナルプログラム委員会

現地生徒バディシステム

課外スポーツ

陸上

水中競技ースイミング、カヤック

オーストラリアンフットボール、サッ
カー、タッチフットボール

バドミントン、卓球、テニス

バスケットボール、ネットボール

ブッシュウォーキング

クリケット

サイクリング

ロッククライミング

ソフトボール

バレーボール

その他課外活動

音楽ードラム、コンサートバンド、ス
イングバンド、ボーカルアンサンブ
ル、コーラス
ディベート、演説

アデレード都市圏の中高校

中高校卒業プログラム

中高校短期留学プログラム

スタディツアー

追加言語としての英語（7-12年生）

フランス語（7-12年生）

日本語（7-12年生）

その他言語（School of Languagesにて）

・南オーストラリア州政府教育機関ー小中高校のご紹介

学年

年生



アデレード都市圏の中高校

アデレード市内からの距離

創立

年

生徒数

人ヘンリーハイスクールは、海沿いの郊外ヘンリービーチにあり、ビーチから学校
までは1km足らず、空港からは8分、アデレード市内からは15分ほどです。学業
面での優秀さ、文化およびスポーツ面への情熱が生徒たちのこだわりといえま
す。STEM（科学、テクノロジー、エンジニアリング、数学）センターが新しく
オープンし、生徒たちの学習をサポートしています。また、ヘンリーハイスクー
ルでは、才能ある生徒向けに特別専攻スポーツプログラムを提供し、5つのゴル
フコースを含む理想的なスポーツ/レクリエーション施設を有しています。

ヘンリーハイスクール

留学生プログラム

フォーカス
学業の卓越

科学、テクノロジー、エンジニアリング、
数学（STEM）

アート

ICT

国際化

施設

ケータリング施設（2つの業務用キッチ
ン）
パフォーミングアーツセンターー音楽、
ダンススタジオ

STEMセンター

シニア生徒スタディセンター
スポーツ施設 - 体育館、グラウンド、
テニスコート
サポートラーニングセンターーメンタリ
ング、カリキュラムサポート、カウンセ
リング

職業訓練センターー木材、金属、エン
ジニアリング、電子工学ワークショッ
プ
ビジュアルアーツ/メディア研究

特別専攻コース

スポーツ*（9-12年生）

パフォーミングアーツ（9-12年生）

VET（職業教育とトレーニング）°家
具、金属工学、建設、電子工学
（10-12年生）

科学、テクノロジー、エンジニアリン
グ、数学（STEM）（ 7-12年生）

先進エンジニアリング
（10年生 Stage 1科目）
選抜エントリープログラム

語学

留学生サポート

英語サポート

留学生プログラム責任者

メンタープログラム

バイリンガルサポートスタッフ

現地生徒バディシステム

課外スポーツ

陸上

オーストラリアンフットボール、サッカー

バドミントン、テニス

バスケットボール、ネットボール

クリケット

ゴルフ

ホッケー

サーフライフセービング

バレーボール

その他課外活動

ダンスグループ

ディベートチーム

音楽ーコンサートバンド、アンサンブル

科学、数学クラブ

ISEC（中高生集中英語コース）

中高校卒業プログラム

中高校短期留学プログラム

スタディツアー

追加言語としての英語（7-11年生）

必須英語（追加言語としての英語特化
12年生）

ドイツ語（7-12年生）

中国語（母語話者/10-12年生）

日本語（7-12年生）

その他言語（School of Languagesにて）

・南オーストラリア州政府教育機関ー小中高校のご紹介

学年

年生



マリアットビルハイスクールは、アデレードの中心部から東に4kmほどの郊外
にあり、ファーストクリーク沿いに広がるガムツリーに囲まれたエリアです。
落ち着いた自然環境と学校に根ざした刺激的な学習文化は、個々の生徒が最良
の結果を目指して頑張る”学業の卓越性”を導いています。学校では幅広く魅力的
なカリキュラムを提供しています。また、マリアットビルハイスクールは音楽
とテニスに特にフォーカスしています。音楽プログラムは音楽のプロフェッ
ショナルになる可能性を求める生徒を対象にしています。テニスプログラムで
は、ハイレベルの練習を続ける生徒が、学業への影響を最小限に抑えながらテ
ニスと学業を両立させることを可能にしています。

アデレード市内からの距離

創立

年

生徒数

人

留学生プログラム

フォーカス

音楽、演劇、ビジュアルアーツ

数学、科学、IT

テニス

語学

職業教育

施設

特別専攻音楽センター

パフォーミングアーツシアター

専門施設ーアート、CAD

業界基準のホスピタリティセンター

スポーツ施設 - 体育館、クリケット
場、グラウンド、テニスコート

エデンパークキャンパスーシニアス
クール、留学生センター

科学実験室/ラーニングセンター

特別専攻コース

音楽* （7-12年生）

テニス* （7-12年生）

VET（職業教育とトレーニング）
ーホスピタリティ（11-12年生）

語学

留学生サポート

英語サポート

留学生プログラム責任者

留学生プログラムサポートチーム

インターナショナル担当教頭

現地生徒バディシステム

文化ニーズに応じたパストラルケアプ
ログラム

バイリンガルサポート

スタディルーム併設の留学生センター

課外スポーツ

水中競技ースイミング

陸上ークロスカントリー、トライア
スロン

オーストラリアンフットボール、サッ
カー、タッチフットボール

バドミントン、テニス

バスケットボール、ネットボール

クリケット

サイクリング、マウンテンバイク

ホッケー

オリエンテーリング

ソフトボール

バレーボール

その他課外活動

アート、ダンスグループ

チェス、ディベートクラブ

音楽ーオーケストラ、コンサート、
ジャズ、ギター/ボーカルアンサン
ブル、楽器指導、コーラス

スポーツツアー

未来の問題解決

マリアットビルハイスクール

アデレード都市圏の中高校

ISEC（中高生集中英語コース）

中高校卒業プログラム

中高校短期留学プログラム

スタディツアー

追加言語としての英語（7-12年生）

中国語（7-12年生）

日本語（7-12年生）

フランス語（7-12年生）

その他言語（School of Languagesにて）

・南オーストラリア州政府教育機関ー小中高校のご紹介

選抜エントリープログラム

学年

年生



アデレード都市圏の中高校

アデレード市内からの距離

創立

年

生徒数

人ミッチャムガールズハイスクールは、南オーストラリア州唯一の公立の女子校
で、 8-12年生の生徒560人が在籍しています。学校はアデレード市内から10分
ほどの公共交通機関の便の良いところにあります。ミッチャムガールズハイス
クールでは、幅広い科目と課外活動の選択肢を提供し、卓越生を高め、社会にお
ける女性の豊富な機会を促進しています。そして、卒業生の多くは医療、科学、
芸術そしてビジネスなどの分野で活躍しています。生徒たちの豊かで多様な文化
背景は受け入れられ、祝福されます。また、学校では学業面に特にフォーカス
し、すべての学年において広範囲なリーダーシップの機会を提供しています。

ミッチャムガールズハイスクール

留学生プログラム

フォーカス

女子教育

英才プログラム - アカデミック、ダンス

科学、テクノロジー、エンジニアリン

グ、数学（STEM）

芸術 - パフォーミングアーツ、ビジュア
ルアーツ、音楽、ダンス
リーダーシップ

グローバルシチズンシップ

施設

図書館

パフォーミングアーツセンター
ーシアター、ダンススタジオ

STEMセンター

専門施設 - ビジュアルアーツ、写真、
家庭科、陶芸、縫製、マルチメディ
ア、テクノロジー研究

スポーツ施設 - スイミングプール、体
育館、テニスコート、ホッケーグラウ
ンド、フィットネスセンター

特別専攻コース

STEM英才教育*（ 7-10年生）

ダンス英才教育 *（7-10年生）

VET（職業教育とトレーニング）
ー ケータリング、ホスピタリティ、
小売り（10-12年生）

語学

留学生サポート

英語サポート

留学生プログラム責任者

メンタープログラム

現地生徒バディシステム

ウェルビーイングリーダー
- 学業、感情、キャリア

パストラルケアワーカー
- ウェルビーイング

課外スポーツ
スイミング

バドミントン、テニス

バスケットボール、ネットボール、バレー
ボール

フィットネス

サッカー、インドアサッカー

その他課外活動

音楽ーコンサート、ロックバンド、楽器
指導、コーラス

芸術/フリンジフェスティバル活動

STEM Sista、STEMにおける女性ー専門
的能力開発プログラム

学生リーダーシップ機会

アデレード大学 eChallenge ー 初期起業家
向けの戦略的ビジネス思考

ロボット工学

テクノロジーチャレンジー海洋工学、コー
ディングによる流体力学、電子工学

ディベート/演説グループ

中高校卒業プログラム

中高校短期留学プログラム

スタディツアー

追加言語としての英語（7-12年生）

フランス語（7-12年生）

イタリア語（7-12年生）

その他言語（School of Languagesにて）

・南オーストラリア州政府教育機関ー小中高校のご紹介

選抜エントリープログラム

学年

年生



ノーウッドモリアルタハイスクールは、アデレード郊外の緑豊かな場所に
キャンパスを持つ学校です。アデレード市内からは15分、ショッピングやレスト
ランで賑わうノーウッドパレードからは5分ほどです。学校はCouncil of
International Schools (CIS) によって国際的に認定されている他、国際バカレ
ロア教育ミドルイヤーズプログラムとディプロマプログラムも提供しており、⾧年
にわたり優れた学業評価を受けています。ノーウッドモリアルタ ハイスクールの
大きな特徴の一つは、多様性に対する価値観です。幅広い文化および言語背景を
持つ生徒たちはお互いを尊重し、お互いから学んでいますが、これは国際的な感
覚や国際的教育を積極的に促進するカリキュラムによって支えられています。

留学生プログラム

フォーカス

科学、テクノロジー、エンジニアリング、
数学（STEM）

語学学習

ビジュアル/パフォーミングアーツ

会計、ビジネス、法律

野外教育

施設

パフォーミングアーツセンターー大ホー
ル、演劇スペース

芸術/テクノロジーセンターー音楽、コン
ピューティング/デジタルメディア施設

電気工学、電子工学

インターナショナルルーム

言語の蔵書が充実した図書館

生徒運営のVIBEカフェ

カフェテリア、勉強スペース

シニアスクールスタディセンター

スポーツ施設 - 体育館、クリケットネッ
ト、グラウンド、テニス/バスケットボー
ルコート

特別専攻コース
国際バカレロア教育ミドルイヤーズ
プログラム(IBMYP) （7-10年生）

ローイングプログラム*（7-9年生）

イタリア語イマージョンプログラム*
（7-9年生）

加速教育STEMプログラム*
（7-10年生）

語学

留学生サポート

英語サポート

留学生プログラム責任者

留学生プログラムサポート担当者

中国語バイリンガルサポート担当者

バイリンガル教員

課外スポーツ
陸上

オーストラリアンフットボール、
サッカー

バドミントン、テニス

バスケットボール、ネットボール

クリケット、ペダルプリ

ローイング、バレーボール

その他課外活動

生徒リーダーシップ

留学生アンバサダー

オーストラリアビジネスウィークコンペ
ティション

ディベート、演説、模擬裁判

文化クラブ、留学生クラブ

環境クラブ、チェス、本クラブ

音楽ーバンド、アンサンブル、楽器指
導、ドラム

2年に一度開催の学校ミュージカル/映画
フェスティバル

Tournament of  Minds （思考スキル）
チーム

ペダルプリ（エンジニアリングスキ
ル）、ローイング

数学、英語ホームワーククラブ

アデレード市内からの距離

創立

年

生徒数

人

ノーウッドモリアルタハイスクール

アデレード都市圏の中高校

ISEC（中高生集中英語コース）

中高校卒業プログラム

中高校短期留学プログラム

スタディツアー

追加言語としての英語（7-12年生）

ギリシャ語（7-12年生）

ドイツ語（7-12年生）

イタリア語（7-12年生）

中国語（継続学習者/母語話者）
（7-12年生）

日本語（継続学習者）（7-12年生）

日本語（ビギナー）（11-12年生）

その他言語（School of Languagesにて）

・南オーストラリア州政府教育機関ー小中高校のご紹介

野外/環境教育 -オリエンテーリング、
ブッシュウォーキング、ロッククライ
ミング、カヌー、水中競技
（9-12年生）

国際バカレロア教育(IB)ディプロマプロ
グラム

選抜エントリープログラム

学年

年生



レイネライーストカレッジは、レセプション（小学校入学準備課程）から12年
生までの小中高一貫校です。アデレードの南に位置する美しいフルリオ半島のレ
イネラにある学校からアデレード市内までは急行バスで30分ほどです。また、人
気のビーチ、ノーランガや大型複合施設のマリオンショッピングセンターには公
共交通機関で15分程度で行くことができます。レイネライーストカレッジには
広大な芝のグラウンドおよびスポーツ/学習施設があり、将来の人生に向けた集
中的かつ包括的な準備をするための理想的な環境が整っています。保健体育やダ
ンス、日本語は専門的な教師が授業を行っています。

留学生プログラム

フォーカス

野外教育

音楽、芸術

バレーボール

大学進学パスウェイ

施設

留学生センター

英語の蔵書が充実した図書館

医療関連スキルセンター

野外教育センターーキャンプ施設、
カヤック、自転車

業務用キッチン、カフェ

ビジュアルアーツ、メディアセン
ター

テクノロジーセンターー金属加工、
木材加工、電子工学

美容サロン

エンジニアリング/ロボット工学施設

建築、建設、自動車ワークショップ

スポーツ施設 - 体育館、ジム、グラウ
ンド、ホッケー/サッカー/ラグビー
場、テニス/バスケットボール/ネット
ボールコート

12年生スタディセンター

特別専攻コース

スポーツアカデミー
セメスター1：サッカー、ラグビー、男
子バレーボール、ネットボール
セメスター2：女子バレーボール、オー
ストラリアンフットボール*
（9-12年生）

アートアカデミー - 音楽、演劇、メディ
ア芸術（映画制作）、ビジュアルアー
ツ/デザイン、ダンス* （7-12年生）

イノベータープログラムー特別フォー
カスの科学、テクノロジー、エンジニア
リング、数学英才教育* （7-12年生）

VET（職業教育とトレーニング）°金属
加工、木材加工、電子工学、医療関連、
美容師、ホスピタリティ（10-12年生）

選抜エントリープログラム

語学

日本語（7-12年生）

ドイツ語（7-12年生）

フランス語 （7-12年生）

留学生サポート

英語サポート

留学生プログラム責任者

留学生プログラムコーディネーター

現地生徒バディシステム

インターナショナルセンター

BYODプログラム

課外スポーツ

陸上

オーストラリアンフットボール、サッ
カー、ラグビー

バスケットボール、ネットボール

クリケット

ゴルフ

その他課外活動

スクールバンド

ボーカルアンサンブル

演劇

アート制作

生徒リーダーシップ

アデレード市内からの距離

創立

年

生徒数

人（中高校）

レイネライーストカレッジ

アデレード都市圏の中高校

ISEC（中高生集中英語コース）

中高校卒業プログラム

中高校短期留学プログラム

スタディツアー

追加言語としての英語（10 -12年生）

・南オーストラリア州政府教育機関ー小中高校のご紹介

学年

年生（中高校）



アデレード都市圏の中高校

シーフォードセカンダリーカレッジ（SSC）は、アデレードの南の郊外にあ
り、オーストラリアでも有数の美しいサーフィンビーチまで1.5km、大型ショッ
ピングセンターまでバスで10分、そしてアデレード市内までは学校に隣接する
シーフォード駅から急行電車で45分ほどです。7-12年生で構成されるシー
フォードセカンダリーカレッジでは、生徒の将来と生涯学習の基礎となる質の
高い教育を提供しています。ターム1と4には生徒は毎週または2週間に1回、学
校からわずか7分のところにある美しいポート・ノーランガのビーチでサーフィ
ンやその他水中競技の授業に参加することができます。

アデレード市内からの距離

創立

年

生徒数

人

学年

年生

シーフォードセカンダリーカレッジ

留学生プログラム

中高校卒業プログラム

中高校短期留学プログラム

スタディツアー

フォーカス

高水準の学習と成果

VET（職業教育とトレーニング）

科学、テクノロジー、エンジニアリング、
数学（STEM）

芸術ー音楽、演劇、ビジュアルアーツ、
ダンス

スポーツーバレーボール、サッカー

野外教育

水中競技ーサーフィン、スノーケリング、
カヤック

識字、科学

施設

ダンス、音楽、演劇施設

ビジュアルアーツ、メディア研究施設

エンジニアリング、テクノロジーセンター

スポーツ施設ー体育館、グラウンド、野外
教育施設、バレーボール /ビーチバレー
コート

バスケットボール/ネットボールコート

フード/ホスピタリティキッチン

職業訓練センター

インターナショナルルーム

3Dプリンターおよびその他電子機器を
備えた図書館

デジタル学習テクノロジー

キャンティーン

特別専攻コース

科学、テクノロジー、エンジニアリン
グ、数学（STEM）（7-12年生）

水中競技 - サーフィン、スノーケリン
グ、カヤック（7-12年生）

バレーボール、サッカー（9-12年生）

VET（職業教育とトレーニング）°自動
車、家具、クリエイティブ業界、食品加
工、保育、ツーリズム、エンジニアリン
グ（10-12年生）

パフォーミングアーツ（9-12年生）

専門的音楽プログラム*（7-12年生）

英才教育*（7-10年生）

選抜エントリープログラム

語学

留学生サポート

英語サポート

留学生ハウスコーディネーター

留学生アンバサダー

ウェルビーイングリーダー

定期的な文化イベント

課外スポーツ

水中競技ー サーフィン、サーフライフ
セービング

専門的バレーボール

専門的サッカー

オーストラリアンフットボール、サッ
カー

バドミントン

バスケットボール、ネットボール

クリケット

その他課外活動
演劇、ダンス、振り付け

音楽ーバンド、アンサンブル、楽器指導

Eチームー生徒ITチーム

追加言語としての英語（7-12年生）

日本語（7-12年生）

スペイン語（7-10年生）

その他言語（School of Languagesにて）

・南オーストラリア州政府教育機関ー小中高校のご紹介



シービューハイスクールは、アデレードの南側からアデレード市内や海岸線を見
渡す美しい丘にあり、その広さは10ヘクタールになります。海までは歩いて行く
ことができ、フリンダース大学や大きなショッピングセンターも近くにありま
す。シービューハイスクールでは、先端科学、テクノロジー、エンジニアリン
グ、創造性および革新にフォーカスしています。また、学校卒業後の人生に備え
て生徒に挑戦しがいのある豊かな学習機会を提供し、生徒がそれぞれのベストの
成果を上げられるようにサポートを行っています。

留学生プログラム

フォーカス

学業成果

科学、テクノロジー、エンジニアリン
グ、数学（STEM）

パフォーミングアーツ

専門的スポーツ/ハイレベルテニス

施設

語学センター

STEM施設ーエンジニアリング、ロ
ボット工学

音楽レコーディング/編集施設

パフォーミング/ビジュアルアーツ施
設ーダンス、演劇、音楽

デジタルテクノロジーセンター

技術センターー先端製造

自動車センターーペダルプリ

スポーツ施設ー体育館、テニスコー
ト、グラウンド、ジム、クリケット/
サッカー場

特別専攻コース

専門的スポーツ*（7-10年生）

ハイレベルテニス* （7-11年生）

科学、テクノロジー、エンジニアリン
グ、数学（STEM） （7-12年生）

専門的音楽* - バンド、楽器指導、音楽業
界スキル（7-12年生）

専門的ダンス* ーコンテンポラリー、ジャ
ズ、バレエ、ストリートダンステクニッ
ク（7-12年生）

パフォーミングアーツ - ダンス、演劇、
シアターテクノロジー （7-12年生）

VET（職業教育とトレーニング ）
クリエイティブ業界（3Dアニメーショ
ン、ゲームデザイン）、テクニカルプロ
ダクション（音楽業界、レコーディン
グ）、畜産（10-12年生） 、ダンス
（Certificate III、IV）

選抜エントリープログラム

語学

留学生サポート

英語サポート

留学生プログラム責任者

留学生サービスチーム

留学生代表委員会（SRC）

課外スポーツ

オーストラリアンフットボール、サッカー

バドミントン、テニス、卓球

バスケットボール、ネットボール

バレーボール、ビーチバレー

水中競技

その他課外活動

ダンスグループ、振り付け活動

ディベート、演説クラブ

オーディオ/ビデオレコーディング、編集
活動

スキー旅行

放課後ホームワーククラブ

アデレード市内からの距離

創立

年

生徒数

人

シービューハイスクール

アデレード都市圏の中高校

中高校卒業プログラム

中高校短期留学プログラム

スタディツアー

追加言語としての英語（10 -12年生）
フランス語（7-10年生）

日本語（7-12年生）

中国語（7-9年生）

中国語（母語話者）（11-12年生）

・南オーストラリア州政府教育機関ー小中高校のご紹介

学年

年生



アンリーハイスクール

アデレード市内からの距離

創立

年

生徒数

人アンリーハイスクールは、アデレード市内から6kmほどの郊外にあり、周辺に
は多くの公園、レクリエーションやスポーツの施設、専門店やレストラン、そ
の他娯楽施設などがあります。学校が最も重点を置いているのは、学習と自己
開発です。アンリーハイスクールでは、専門プログラムとして8年生のフラン
ス語バイリンガル/バイナショナルを提供しています。また、人に対する配慮、
思いやり、尊敬といったことを学校の文化や精神として創造し、育んでいま
す。アンリーハイスクールに通う生徒たちは、⾧期にわたって確立された伝統
と期待のもとで充実した学校生活を過ごし、高い成果を上げています。そし
て、ほとんどの生徒は卒業後進学しています。2022年には 国際バカレロア教
育ディプロマプログラムを開講します。

留学生プログラム

フォーカス

学業成果

生徒の関わりと達成

地域密着活動

語学

ローイング

施設

パフォーミングアーツセンター
スポーツ施設ー体育館、プレー
フィールド
ローイング施設（ウェストレイ
ク、トレンス川）

特別専攻コース

フランス語バイリンガル/バイナ
ショナルプログラム（8年生）
ローイング（7-10年生）

野外教育（10-12年生）

デザイン、建築（11-12年生）

フード/ホスピタリティ（10-12年生）

国際バカレロア教育(IB)ディプロマプロ
グラム

語学

留学生サポート

英語サポート

留学生プログラム責任者

留学生オフィサー

現地生徒バディシステム

課外スポーツ

陸上

水中競技

オーストラリアンフットボール、サッ
カー、ラグビー、タッチフットボール

バドミントン、テニス、卓球

野球、ソフトボール

バスケットボール、ネットボール

クリケット

サイクリング

ゴルフ

ローイング

サーフィン

ボーリング

バレーボール

その他課外活動

環境グループ

ディベート、演説クラブ

音楽ー楽器指導、バンド、アンサンブル、
コーラス

演劇制作グループ

生徒多文化委員会

野外教育

ISEC（中高生集中英語コース）

中高校卒業プログラム

中高校短期留学プログラム

スタディツアー

追加言語としての英語（7-12年生）

フランス語（7-12年生）

ギリシャ語（7-12年生）

イタリア語（7-12年生）

中国語（7-12年生）

その他言語（School of Languagesにて）

・南オーストラリア州政府教育機関ー小中高校のご紹介

学年

年生



ウィリアンダセカンダリースクールは、アデレードの南の郊外に位置し、美し
いビーチ、風光明媚なフルリオ半島、そして有名なワイン生産地マクラーレン・
ベールが近くにあります。また、公共交通機関も整っていて、アデレード市内へ
のアクセスも早くて便利です。”ウィリアンダ”という名前は、オーストラリア先
住民族の言葉で”大きな木の下でワラビーが暮らす場所”を意味します。自然豊か
な学校の環境は、生徒がそれぞれ自分のベストを尽くす最高の舞台となります。
ウィリアンダセカンダリースクールは、才能あるスポーツ選手が学業面でも高
い成果を上げるためのパスウェイを提供する、南オーストラリア州でも専門的な
スポーツプログラムを持つ学校の一つとして認められています。生徒たちはコー
チングや心理学、生体力学を含むスポーツに関連した学習において、ハイレベル
なスキルと洞察を得ることができます。

留学生プログラム

フォーカス

スポーツ、体育

デジタルテクノロジー

生徒のウェルビーイング

施設

パフォーミングアーツセンター

デジタルラーニングハブ

11-12年生専用学習スペース

商業キッチンを含む家庭科センター

スポーツ施設ー体育館、クリケットネッ
ト、グラウンド、ホッケー場、ジム、ク
ライミングウォール、バドミントン/バ
レーボール /テニス/バスケットボール
コート

木材加工、金属加工、プラスティック施
設

アート、写真施設

特別専攻コース

スポーツー運動能力開発、運動生理
学、コーチング、オフィシエーティン
グ、生体力学、スポーツ医学、心理学
（7-11年生）

野外教育ーサーフィン、水中競技、
ブッシュウォーキング、ロッククライ
ミング、サイクリング、キャンピング
（10-12年生）
VET（職業教育とトレーニング）
スポーツ/レクリエーション、音楽業

界、ホスピタリティ（キッチンオペレー

ション）、建設入門、入門プラス
（10-12年生）

語学

留学生サポート

英語サポート

留学生プログラム責任者

常駐カウンセラー、心理学者

オーストラリアンフットボール、
サッカー

バスケットボール、ネットボール

クリケット

オリエンテーリング、ロッククライ
ミング

ストレングス/コンディショニング
プログラム

ダンス

その他課外活動

ダンスグループ

ゲームグループ

デジタルリーダー（デジタル/テクノ
ロジーフォーカス）グループ

アートグループ

フィジカルストレングス/コンディ
ショニングプログラム

アデレード市内からの距離

創立

年

生徒数

人

アデレード都市圏の中高校

ウィリアンダセカンダリースクール

中高校卒業プログラム

中高校短期留学プログラム

スタディツアー

追加言語としての英語（7-12年生）

フランス語（7-12年生）（家庭教師）

スペイン語（7-9年生）

その他言語（School of Languagesにて）

課外スポーツ

・南オーストラリア州政府教育機関ー小中高校のご紹介

学年

年生



アデレード中心部

Belair Primary School

Charles Campbell College

Clapham Primary School

Coromandel Valley  
Primary School

Gilles Street Primary School

Hallett Cove School

Hawthorndene Primary School

Lockleys Primary School

Plympton International College

Reynella East College

Rose Park Primary School

St Leonards Primary School

Stradbroke School

The Heights School

Vale Park Primary School

Walkerville Primary School

アデレード都市圏
の小学校

P 

P 

P 

P 

P 

アデレード
都市圏の小
学校

主要道路

トレンス川

・南オーストラリア州政府教育機関ー小中高校のご紹介

セマフォー ビーチ

グランジ ビーチ

ヘンリー ビーチ

ウェスト ビーチ

グレネルグ ビーチ

ブライトン ビーチ

アデレードヒルズ地域

アデレード空港



チャールズキャンベルカレッジは、ミドルスクール（7-9年生）とシニアスク
ール（10-12年生）を含む、小中高一貫校です。アデレード市内から9km北東
にあり、公共交通機関の便も良く、近くには大型ショッピングセンターもあり
ます。Council of International Schools (CIS) によって国際的に認定される
チャールズキャンベルカレッジでは、包括的で質の高いカリキュラムを提供し
ています。また、エンジニアリングと科学を通じた大学へのパスウェイととも
に、科学、テクノロジー、エンジニアリング、数学（STEM）に特に力を入れ
ています。

チャールズキャンベルカレッジ

アデレード市内からの距離

創立

年

生徒数

人（小学校）

学年
レセプション（小学校入学準備課程）
6年生（小学校）

留学生プログラム

小学校プログラム

小学校短期留学プログラム

スタディツアー

フォーカス

識字能力と計算能力

創造性と批判的思考

ビジュアル/パフォーミングアーツ

専門的アートプログラムービジュアル
アート、演劇、ダンス、音楽
（レセプション - 6年生）

施設

図書館

パフォーミングアーツ施設ーダンス、
演劇、音楽、バレエ

専門的テクノロジー施設ーメディア

スポーツ施設ー体育館、健康教室、
プレーコート、グラウンド

科学実験室

語学

中国語（レセプション-6年生）

イタリア語（レセプション-6年生）

留学生サポート

英語サポート

留学生プログラム責任者

留学生サポートネットワーク

現地生徒バディシステム

学童保育

課外スポーツ

オーストラリアンフットボール、サッカー

ネットボール

その他課外活動

音楽ー楽器、ドラム、アンサンブル、
コーラス

ステファニー・アレクサンダーキッチン
プログラム

アデレード都市圏の小学校

・南オーストラリア州政府教育機関ー小中高校のご紹介



アデレード市内からの距離

創立

年

生徒数

人

コロマンデルバレープライマリースクール

コロマンデルバレープライマリースクールは、国際バカレロア教育校です。
学校は美しいアデレードヒルズの森の中、スタート川沿いに広がる豊かな自
然環境にあります。コロマンデルバレープライマリースクールでは、生徒が
高い識字能力と計算能力を維持しながら、幅広くバランスのとれたカリキュ
ラムを提供することに重点を置いています。

留学生プログラム

フォーカス

生徒の健康

国際バカレロア教育プライマリー
イヤーズプログラム（IBPYP）

国際バカレロア教育ミドルイヤー
ズプログラム（IBMYP）

識字能力と計算能力

探究型学習

デジタル学習

スポーツ

施設

広大なグラウンド

ホール、体育館

図書館

IT施設

創造的な問題解決のための制作/デザ
イン教室

BYODプログラム（5-6年生）

音楽施設

野菜園、果樹園

キャンティーン

語学

日本語（レセプション -  6年生）

留学生サポート

課外スポーツ

オーストラリアンフットボール

サッカー

クリケット

ネットボール

バスケットボール

その他課外活動
ダンスプログラム
(レセプション -  6年生）

縄跳びチーム（5-6年生）

ペダルプリ（6年生）

チェス

音楽 - コーラス、楽器

アデレード都市圏の小学校

小学校プログラム

小学校短期留学プログラム

スタディツアー

英語サポート

留学生プログラム責任者

現地生徒バディシステム

学童保育

・南オーストラリア州政府教育機関ー小中高校のご紹介

学年
レセプション（小学校入学準備課程）
6年生（小学校）



アデレード市内からの距離

市内

創立

年

生徒数

人ギリースストリートプライマリースクールは、アデレード市内にある生徒数
約400人の学校で、集中英語プログラムも提供しています。学校では、敬意と
多様性、生涯学習コミュニケーションと地域社会への意識を尊重しています。
また、生徒は探究型学習と個人に合わせた学習へのフォーカスを通じて学習能
力を高めています。集中英語プログラムでは、多様な異なる文化背景を持った
生徒たちが一緒に学び遊ぶ機会を、保護者に対しては友達の輪プログラムを通
じてじてお互いにつながる機会をそれぞれ提供しています。ギリースストリー
ト プライマリースクールでは、パフォーミングアーツに力を入れていて、毎
年末にロイアルティシアターで開催されるステージは学校のビッグイベントに
なっています。

ギリースストリートプライマリースクール

留学生プログラム

フォーカス

スペイン語

メディア学習

パフォーミングアーツ

体育

施設

キッチン付きホール

図書館

パファーミングアーツ施設

スペイン語教室

小川/自然プレイエリア

語学

留学生サポート

集中英語プログラム

留学生プログラム責任者

現地生徒バディシステム

学童保育

課外スポーツ
陸上、クロスカントリー

オーストラリアンフットボール、サッカー

バスケットボール、ネットボール

クリケット

ホッケー

スイミング

その他課外活動

生徒ボイスグループ

ひまわり太鼓伝統ドラム団

音楽ーコーラス、楽器（弦楽器）

楽器個人指導ーピアノ、ドラム、ギター、
ボーカル

アデレード都市圏の小学校

小学校プログラム

小学校短期留学プログラム

追加言語としての英語
(レセプション -  6年生）

スペイン語（レセプション -  6年生）

・南オーストラリア州政府教育機関ー小中高校のご紹介

学年
レセプション（小学校入学準備課程）
6年生（小学校）



アデレード市内からの距離

創立

年

生徒数

人ローズパークプライマリースクールは、アデレード市内からすぐ近くにある
1893年創立の学校です。安全で魅力的な生活/学習環境に加え、公共交通機関
へのアクセスも良く、レクリエーション公園やにぎわいのあるショッピングエ
リアも近くにあります。ローズパークプライマリースクールは、レセプション
から6年生まで国際バカレロア教育プライマリーイヤーズプログラム
（IBPYP） を、また専門科目として日本語と音楽を提供する、信頼と人気のあ
る成績優秀校です。探究を通じた学びと探究の過程を高めるICTへのフォーカ
スが、生徒が学習に対する高い意欲と協調性、積極性を持つことにつながって
います。

ローズパークプライマリースクール

留学生プログラム

フォーカス

探究型学習

デジタル学習

スクールコミュニティの繋がり

国際バカレロア教育プライマリーイヤ
ーズプログラム（IBPYP）
音楽

施設

語学

留学生サポート

英語サポート

留学生プログラム責任者

バイリンガルサポート担当者

現地生徒バディシステム

保護者/友達委員会

保護者参加ー 教室読書、遠足、スポーツ

学童保育

課外スポーツ

オーストラリアンフットボール、
サッカー

バスケットボール、ネットボール

クリケット

ホッケー、ソフクロス

テニス

バレーボール

その他課外活動

音楽ー楽器指導、コーラス、バンド、
アンサンブル、オーケストラ

ダンスグループ

アデレード都市圏の小学校

小学校プログラム

小学校短期留学プログラム

スタディツアー

歴史的建造物

多目的図書館

専門的アート、科学教室

パファーミングアーツ施設

スポーツ施設ー体育館、グラウンド、
バスケットボール/ネットボールコート

追加言語としての英語
(レセプション -  6年生）

日本語（レセプション -  6年生）

・南オーストラリア州政府教育機関ー小中高校のご紹介

学年
レセプション（小学校入学準備課程）
6年生（小学校）



ウォーカービルプライマリースクールは、アデレード市を縁取るパークランド
に隣接した歴史ある学校で、アデレード中心部から北東に4kmほどのところに
あります。学校は、協力的で刺激的な学習環境の中で学業面に強くフォーカス
しています。ウォーカービルプライマリースクールにとって、保護者からもた
らされる技術や才能、活力は、大変重要で価値のある資源です。目指すのは、
生徒の学習を強化する協力的で肯定的なスクールコミュニティパートナーシッ
プの発展です。

アデレード市内からの距離

創立

年

生徒数

人

ウォーカービルプライマリースクール

留学生プログラム

フォーカス

英語

数学

ICT

パフォーミングアーツ

体育ースイミング、体操

ビジュアルアーツ

中国語

施設

グラウンド

パフォーミングアーツシアター

スポーツ施設ー体育館、プレー
グラウンド、バスケットボール
コート

語学

留学生サポート

英語サポート

留学生プログラム責任者

バイリンガルサポート担当者

現地生徒バディシステム

保護者会

保護者参加ー教室サポート、社会活動、
スポーツ

学童保育

課外スポーツ

陸上

バスケットボール

ネットボール

体操

サッカー

その他課外活動

チェスレッスン/チーム

音楽ー楽器指導、アンサンブル、
コーラス

ウォーターウォッチ環境グループ
- 環境クラブ

演説、演劇

ロボット工学

科学、テクノロジー、エンジニアリ
ング、数学（STEM）クラブ

アート

アデレード都市圏の小学校

小学校プログラム

小学校短期留学プログラム

スタディツアー

追加言語としての英語
(レセプション -  6年生）

中国語（レセプション -  6年生）

・南オーストラリア州政府教育機関ー小中高校のご紹介

学年
レセプション（小学校入学準備課程）
6年生（小学校）



学校名 特別専攻コース 語学 課外スポーツ ISEC

中高生集中
英語コース

アバフォイルパークハイスクール

イグナイト、音楽、VET、科学・
数学（フリンダース大学）、スポー
ツ、野外教育、テニス、国際バカレ
ロア教育(IB)ディプロマ

スペイン語、日本語 陸上、水中競技、
オーストラリアンフットボール、サッ
カー、バスケットボール、ネットボー
ル、クリケット、バレーボール、ビー
チバレー、テニス

アデレードハイスクール

クリケット*、ローイング*、英才教
育、語学*、STEM 

EAL、ドイツ語、フランス語、ギリ
シャ語、イタリア語、スペイン語、
中国語、日本語、オーストラリア手話

陸上、オーストラリアンフットボール、
サッカー、タッチフットボール、バドミン
トン、テニス、卓球、バスケットボール、
ネットボール、クリケット、ホッケー、
ローイング、ソフトボール、スイミング、
バレーボール

ISEC

アデレードセカンダリースクール

オブイングリッシュ   

EAL オーストラリアンフットボール、
サッカー、バドミントン、バスケッ
トボール、クリケット

オーストラリアンサイエンスアンド

マスマティックススクール

科学研究（航空学）、科学研究
（人間行動）、専門的数学、アド
ベンチャースペース（強化および
延⾧）、学習研究グループ（個人
学習計画、メンタリング）

オーストラリアンフットボール、サッ
カー、タッチフットボール、バドミント
ン、テニス、バスケットボール、ネット
ボール、卓球、クリケット、バレーボー
ル、クロスカントリー、サーフィン、陸
上、スイミング、ゴルフ、アルティメッ
トフリスビー、クィディッチ

サッカー、Global Citizens 
Medal （シチズンシップとコミュニ
ティサービス）、VET、起業家パス
ウェイプログラム

EAL、日本語、ドイツ語 オーストラリアンフットボール、
サッカー、クリケット、バドミント
ン、テニス、卓球、バスケットボー
ルネットボール、ラグビー

ブラックウッドハイスクール

ネットボール 、オーストラリアン
フットボール 、音楽、パフォーミ
ングアーツ、VET

EAL、ドイツ語、日本語、スペイン語
（ビギナー）

水中競技、陸上、オーストラリアン
フットボール、サッカー、バドミント
ン、卓球、テニス、野球、ラクロス、
バスケットボール、ネットボール、ゴ
ルフ、体操、オリエンテーリング、護
身術,、ソフトボール、バレーボール

ブライトンセカンダリースクール

音楽 、バレーボール 、Formula 
One (F1) in Schools（エンジニアリ
ング） 、Company Bright プログラ
ム（パフォーミングアー
ツ） 、Think Bright プログラム （高
度な思考力と起業家スキ
ル） 、STEM 、VET

EAL、フランス語、日本語 水中競技、陸上、オーストラリアンフット
ボール、女子フットボール、タッチフット
ボール、バドミントン、卓球、テニス、バ
スケットボール、ネットボール、野球、ラ
クロス、ホッケー、クリケット、サイクリ
ング、マウンテンバイク、ゴルフ、ロー
ンボール、ボーリング、ラグビー、サッ
カー、バレーボール

チャールズキャンベルカレッジ

パフォーミングアーツ 、数学、科学
強化 、エリートスポーツ*（オース
トラリアンフットボール、ネット
ボール） 、VET

EAL、中国語、イタリア語 オーストラリアンフットボール、サッ
カー、ネットボール、ロッククライミン
グ、ラグビー、フットサル、バレーボー
ル、ビーチバレー、バドミントン

グレナンガインターナショナル

ハイスクール

国際バカレロア教育(IB)ディプロマ、
イグナイト 、VET

EAL、日本語、中国語、フランス語 陸上、オーストラリアンフットボール、
サッカー、ラグビー、バドミントン、卓
球、テニス、バスケットボール、ネット
ボール、クリケット、フェンシング、ホッ
ケー、ソフトボール、オリエンテーリン
グ、スイミング、バレーボール

ゴールデングローブ ハイスクール

ダンス 、タッチフットボール 、
ネットボール 、EXCEL、VET

EAL、スペイン語、日本語 陸上、オーストラリアンフットボール、
サッカー、バドミントン、卓球、テニ
ス、バスケットボール、ネットボール、
バレーボール、ビーチバレー

ハレットコーブスクール

バレーボール 、サッカー 、海洋研
究、VET

EAL、日本語 水中競技、アーチェリー、陸上、オー
ストラリアンフットボール、タッチ
フットボール、ラグビー、サッカー、
野球、バスケットボール、ネットボー
ル、バドミントン、テニス、クリケッ
ト、体操、ゴルフ、ホッケー、ソフト
ボール、インドアボール、ボーリン
グ、武道、護身術、ソフクロス、ラ
クロス,
バレーボール、ビーチバレー

ハミルトンセカンダリーカレッジ

宇宙科学、VET EAL、 日本語と日本文化 オーストラリアフットボールリーグ女
子(AFLW)専門プログラム、オースト
ラリアンフットボール、サッカー、バ
ドミントン、テニス、バスケットボー
ル、ネットボール、アイスホッケー、
バレーボール、ロッククライミング

ヒースフィールドハイスクール

バレーボール 、VET、先進技術、
専門的起業家プログラム

EAL、フランス語、日本語 陸上、水中競技、オーストラリアンフッ
トボール、サッカー、タッチフットボー
ル、バドミントン、卓球、テニス、バス
ケットボール、ネットボール、ブッシュ
ウォーキング、クリケット、サイクリン
グ、ロッククライミング、ソフトボー
ル、バレーボール

アデレード都市圏の中高校マトリックス

・南オーストラリア州政府教育機関ー小中高校のご紹介

ISEC

EAL

ISEC

ISEC

ISEC

ISEC

ISEC

ISEC

ISEC

バンクシアパーク イ

ンターナショナルハイスクール



ヘンリーハイスクール

スポーツ*、パフォーミングアーツ、
VET、STEM、先進エンジニアリング

EAL、ドイツ語、中国語(母語話者) 、
日本語

陸上、オーストラリアンフットボール、
サッカー、バドミントン、テニス、バス
ケットボール、ネットボール、クリケッ
ト、ゴルフ、ホッケー、サーフライフ
セービング、バレーボール

マリアットビルハイスクール

音楽*、テニス*、VET EAL、中国語、日本語、フランス語 水中競技、陸上、オーストラリアンフット
ボール、サッカー、タッチフットボール、
バドミントン、テニス、バスケットボー
ル、ネットボール、クリケット、サイクリ
ング、マウンテンバイク、ホッケー、オリ
エンテーリング、ソフトボール、バレー
ボール

ミッチャム ガールズハイスクール

英才アカデミック(STEM)*、
英才プログラム(ダンス)、VET

EAL、フランス語、イタリア語 スイミング、バドミントン、テニス、
バスケットボール、ネットボール、バ
レーボール、フィットネスサッカー、
インドアサッカー

モッドベリーハイスクール

音楽、VET、バスケットボール*、
ペダルプリ

EAL、日本語 オーストラリアンフットボール、サッ
カー、トーチフットボール、バドミン
トン、テニス、卓球、野球、ソフト
ボール、バスケットボール、ネット
ボール、クリケット、バレーボール

ノーウッドモリアルタハイスクール

国際バカレロア教育ミドルイヤーズ
プログラム(IBMYP)  、ローイングプ
ログラム*、イタリア語イマージョン
プログラム*、加速教育STEMプログ
ラム*、野外教育と環境教育、国際バ
カレロア教育(IB)ディプロマ

EAL、ギリシャ語、ドイツ語、イタ
リア語、中国語(継続学習者/母語話
者)  、日本語(継続学習者/ビギナー)

陸上、オーストラリアンフットボー
ル、サッカー、バドミントン、テニ
ス、バスケットボール、ネットボー
ル、クリケット、ペダルプリ、ローイ
ング、バレーボール

プリンプトンインターナショナル

カレッジ

健康医療科学、中国語バイリンガル
プログラム*、VET、STEM

EAL、中国語（バイリンガル）、
中国語（母語話者）、ヒンディー
語（母語話者）

オーストラリアンフットボール、タッ
チフットボール、サッカー、バドミン
トン、テニス、卓球、バスケットボー
ル、ネットボール、バレーボール、
ビーチバレー、サーフィン、水中競技

レイネライーストカレッジ

スポーツアカデミー*、アートアカデ
ミー*、イノベータープログラム
(STEM)*、VET

EAL、日本語、ドイツ語、フランス語 陸上、オーストラリアンフットボール、
サッカー、ラグビー、バスケットボー
ル、ネットボール、クリケット、ゴルフ

ISEC

ローマミッチェルセカンダリー

カレッジ

英才教育*、スポーツ*、国際バカ
レロア教育ミドルイヤーズプログ
ラム(IBMYP) 、 VET、 国際バカレ
ロア教育(IB)ディプロマ

EAL、日本語、ドイツ語、イタリア語 エアロビクス、陸上、オーストラリアン
フットボール、サッカー、バドミント
ン、テニス、バスケットボール、ネット
ボール、ハンドボール、クリケット、サ
イクリング、ホッケー、ソフトボール、
ソフクロス、バレーボール

ISEC

ソールスベリーイーストハイスクール

エリート体育プログラム*、音楽、
STEM、VET

EAL、中国語、日本語 陸上、オーストラリアンフットボー
ル、サッカー、ラグビー、バスケッ
トボール、ネットボール、クリケッ
ト、テニス、バレーボール

シーフォードセカンダリーカレッジ

STEM、水中競技、バレーボール、
サッカー、VET、パフォーミング
アーツ、専門的音楽プログラム*、英
才プログラム*

EAL、日本語、スペイン語 水中競技、オーストラリアンフット
ボール、サッカー、バドミントン、
バスケットボール、ネットボール、
クリケット、バレーボール

シートンハイスクール

起業家プログラム(ビジュアルアーツ、
イノベーション)*、野球*、知的能力の
高い生徒(SHIP)*、UAVプログラム(ド
ローン操縦士)*、新テクノロジープロ
グラム*、VET

日本語、スペイン語 オーストラリアンフットボール、
サッカー、野球、バスケットボール
クリケット、サーフィン、テニス、
バレーボール、ビーチバレー

シービューハイスクール

専門的スポーツ*、ハイレベルテニス*、
STEM、専門的音楽*、専門的ダンス*、
パフォーミングアーツ、VET

EAL、フランス語、日本語、中国語、
中国語(母語話者) 

オーストラリアンフットボール、
サッカー、バドミントン、テニス、
卓球、バスケットボール、ネット
ボール、ホッケー、バレーボール、
ビーチバレー、水中競技

ザハイツスクール

イグナイト*、生徒の思考と天文学的
推論(STAR)グループ、ペダルプリ

EAL、インドネシ語と インドネシア
文化

陸上、オーストラリアンフットボール、
サッカー、ラグビー、野球、Tボール、
バスケットボール、ネットボール、
クリケット、スイミング

アンダーデール ハイスクール

サッカーアカデミー*、ネットボール、
英才教育*、VET

EAL、ギリシャ語、日本語 陸上、オーストラリアンフットボール、
サッカー、フットサル、ラグビー、バドミ
ントン、テニス、バスケットボール、ネッ
トボール、クリケット、バレーボール

アンリーハイスクール

フランス語バイリンガル/バイナショ
ナルプログラム、ローイング、野外教
育、デザイン/建築、フード/ホスピタ
リティ、国際バカレロア教育(IB)ディ
プロマ

EAL、フランス語、ギリシャ語、
イタリア語、中国語

陸上、水中競技、オーストラリアン
フットボール、サッカー、ラグビー、
タッチフットボール、バドミントン、
テニス、卓球、野球、ソフトボール、
バスケットボール、ネットボール、ク
リケット、サイクリング、ゴルフ、
ローイング、サーフィン、ボーリン
グ、バレーボール

ISEC

ウィリアンダセカンダリースクール

スポーツ、野外教育、VET EAL、フランス語、スペイン語 オーストラリアンフットボール、サッ
カー、バスケットボール、ネットボー
ル、クリケット、オリエンテーリング、
ロッククライミング、ストレングス/
コンディショニングプログラム、ダンス

ウッドビルハイスクール

音楽パスウェイ*、ビジュアルアーツ
強化*、知的能力の高い生徒*、VET、
フード/ホスピタリティ、園芸

EAL、インドネシア語、ベトナム語 オーストラリアンフットボール、
サッカー、ラグビー、バドミント
ン、テニス、バスケットボール、
ブッシュウォーキング、カヤック、
スイミング、フィットネスセンター

・南オーストラリア州政府教育機関ー小中高校のご紹介

ISEC

ISEC

ISEC

ISEC

ISEC



学校名 フォーカス 語学 課外スポーツ

べレアプライマリースクール

識字能力と計算能力、環境教育、日本語、
音楽、ICT、IBPYP、IBMYP

日本語 サッカー、クリケット、ソフトボール、
ネットボール、オーストラリアンフット
ボール、バスケットボール

チャールズキャンベルカレッジ

識字能力と計算能力、創造的/批判的思考、
ビジュアル/パフォーミングアーツ、専門
的アートプログラム

中国語、イタリア語 オーストラリアンフットボール、サッカー、
ネットボール

クラプハムプライマリースクール

生徒のウェルビーイング、エコスクール
プログラム、STEM、識字能力と計算能
力、ICT、音楽、ダンス、環境を含む持続
可能性に関する教育

EAL、日本語 陸上、水中競技、クリケット、ホッケー、
ネットボール、サッカー、スイミング、
バレーボール

コロマンデルバレープライマリースクール

生徒の健康、IBPYP、IBMYP、識字能力
と計算能力、探究型学習、デジタル学習、
スポーツ

日本語 オーストラリアンフットボール、サッカー、
クリケット、ネットボール、バスケット
ボール

スペイン語、メディア学習、パフォーミ
ングアーツ、体育

EAL、スペイン語 陸上、クロスカントリー、オーストラリア
ンフットボール、サッカー、バスケット
ボール、ネットボール、クリケット、ホッ
ケー、スイミング

ハレットコーブスクール

識字能力と計算能力、健康、ポジティブ
な人間関係と相互作用、プログラムの達
成、水中競技プログラム

EAL、日本語 陸上、水中競技、オーストラリアンフット
ボール、タッチフットボール、クリケッ
ト、ネットボール、スイミング、サーフィ
ン

ホーソンデンプライマリースクール

パフォーミングアーツ、体育、資源に基
づく学習、IBMYP、楽器プログラム、
英才教育プログラム

ドイツ語 日々のフィットネスアクティビティ、オー
ストラリアンフットボール、サッカー、
ネットボール、バスケットボール、クリ
ケット、ソフトボール、スイミング

ロックリーズプライマリースクール

識字能力と計算能力、起業家教育、
環境教育

EAL、ドイツ語 陸上、水中競技、ソフトボール、サッカー、
スイミング

プリンプトンインターナショナルカレッジ

学業の達成、識字能力と計算能力、グロー
ローバル教育：英中バイリンガルカリキュ
ラム、STEM、生徒のリーダーシップ、教
室音楽プログラム、パフォーミングアーツ
プログラム

EAL、中国語 オーストラリアンフットボール、タッチ
フットボール、サッカー、バドミント
ン、テニス、卓球、バスケットボール、
ネットボール、バレーボール、ビーチバ
レー、水中競技

レイネライーストカレッジ

成功への意欲形成、ポジティブな人間関
係、識字能力と計算能力、プレイベース
の教育

日本語、フランス語、ドイツ語 オーストラリアンフットボール、サッカー、
バスケットボール、クリケット、ネット
ボール

ローズパークプライマリースクール

探究型学習、デジタル学習、スクールコ
ミュニティのつながり、IBPYP、音楽

EAL、日本語 オーストラリアンフットボール、サッカー、
バスケットボール、ネットボール、クリ
ケット、ホッケー、ソフクロス、テニス、

バレーボール

セントレオナーズプライマリースクール

識字能力と計算能力、ICT、STEM ドイツ語、イタリア語 サッカー、ネットボール、バレーボール、
Tボール

ス

トラトブロークスクール

環境教育、スポーツ/体育、IBPYP、IBMYP EAL、イタリア語 陸上、スイミング、水中競技、オーストラ
リアンフットボール、サッカー、バスケッ
トボール、ネットボール、クリケット、体
操、テニス

ザハイツスクール

学業の優秀性、英才教育、キッチンガーデ
ンプログラム、フィードザプラネットプロ
グラム、アートプログラム、プレイグナイ
ト、ペダルプリ、エンジアリングスキルプ
ログラム

インドネシア語とインドネシア文化 陸上、オーストラリアンフットボール、
サッカー、クリケット、スイミング

ベールパークプライマリースクール
体育、日本語、アート、
キッチン/ガーデンプログラム、科学

EAL、日本語 陸上、バスケットボール、ネットボール、
クリケット、サッカー、スイミング

ウォーカービルプライマリースクール

英語、算数、ICT、パフォーミングアー
ツ、体育、ビジュアルアート、中国語

EAL、中国語 陸上、バスケットボール、ネットボール、
体操、サッカー

・南オーストラリア州政府教育機関ー小中高校のご紹介

アデレード都市圏の小学校マトリックス

ギリースストリート プライマリースクール



・南オーストラリア州政府教育機関ー小中高校のご紹介
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