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ウェストレイク 
女子高等学校 
へようこそ
留学生は、本校の特色とも言える活気と豊かさをもた
らします。私はこうした学園環境の一翼を担い、世界中
から集まる留学生と知り合える留学生課課長という立
場に遣り甲斐を感じています。

大きな夢を抱いて留学というアドベンチャーに繰り出し
た生徒たちが、夢の実現に向けて勉学にいそしむ姿を見
られることは教職員の特権であり、新入学や編入学を問
わず、生徒たちが学業や交友のあらゆる面で成長してい
く様子に喜びを感じます。

それが有名大学への入学であれ、個人的な目標の達成で
あれ、生徒たちのサクセスストーリーは私たちの喜びです。
本校の一員である留学生は、私たちの誇りです。

留学生課は、留学生支援の専門集団です。世界各国から
様々な文化背景を持つ職員を揃え、留学生を温かく支援
します。週7日24時間体制で緊急電話連絡に対応してい
るため、いつも誰かに見守られている安心感があります。

留学生担当主任のMrs Jenny Youngは、生徒たちが確実
に正しい学習進路を進むよう熱心に指導します。しかし、
私たちは、学業だけが留学のすべてとは考えていません。
本校では健やかな留学生活と生活保障のため、Mrs Lotta 
Strachanをはじめとする専門職員が生徒の生活全般、出

席状態、ホームステイ支援などに配慮しています。ホーム
ステイコーディネーターのMiss Shona Battyとアシスタン
トのMrs Owenは、家族が指定したホームステイ先に滞在
する留学生の監督を担当します。

他言語（中国語：Mrs Lilly Lee、韓国語：Mrs Sam Hee 
Moon、タイ語：Mrs Prapatsara Limpapath）での留学生
支援も行っています。また、Mrs Siew Lee Fooの留学生
向けガイダンスでは、相談内容が他者に知られることは
ありません。

留学生課の職員は、学校生活やホームステイ先での生活
など、あらゆる面でできる限り留学生の力になりたいと考
えています。

ニュージーランドまたは世界各地で、留学希望者やその保
護者の皆さんとお会いすることを楽しみにしております。

Lyn Swan（リン・スワン）

留学生課課長 



所在地
ウェストレイク女子高等学校（所在地：オークランド市ノースショア地区）は、在
籍生徒数およそ2200名の公立校です。周辺には賑やかな商店街やビーチがあ
り、オークランド大学などの高等教育機関がある都心部までバスでわずか15分
です。学校に隣接する停留所から主要バス路線を利用できます。

ニュージーランドに関する 
統計データ
OECD生徒の学習到達度調査（読解力、数学的リテラシー、科学的リテラ
シー、健やかさ・幸福度）の上位国

人口470万人

生活環境と質を評価するOECD「よりよい暮らし指標」 ランキングの上位国

学習課程
大学進学に向け、NCEA資格制度に沿った学習指導を行っています。

本校は学業だけでなく、音楽やスポーツの面でも優秀な実績を収め、国内外
で高く評価されています。

学習課程のほかにも、接客、観光、メディア、子供の発育、アウトドア教育の分
野において、留学生の実技修得に役立つ様々なプログラムを実施しています。

校内施設
最新の視聴覚教室をはじめ、校内の全教室において高速インターネットにアク
セスできるため、勉強やメールの送受信にいつでもコンピュータを使用でき
ます。図書室の利用時間は学期中の午前8時から午後5時まで、休暇期間中も
所定日時に開室しています。現代的な学習環境づくりに努め、各教室と学習エ
リアに必要備品を揃えるほか、屋外環境も美しく整備しています。学生食堂は
栄養価を考慮し、品数も豊富です。



スポーツ
本校は国内でもスポーツの強豪校として知られ、スポーツ
奨励に力を入れています。在学生には何らかのスポーツ
へ参加することを強く勧めます。陸上競技からヨットまで
30種以上のスポーツ活動を通じ、本格的な選手育成だけ
でなく、初心者レベルでも楽しめる機会を提供しています。

ボート
30年以上の実績を誇るボート競技は、本校の伝統スポーツ
です。地区予選から全国選手権まで優れた成果を上げ、各
種競技において金銀銅のメダルを多数獲得しています。

テニス
学内の屋根付きコートにおいて、初心者から競技レベル
まで総合的な指導プログラムを実施しています。全国高等
学校テニス選手権大会では、4年連続で優勝しています。

バレーボール
学年（低学年と高学年）に応じたチーム分けを行い、全国
レベルで実績を上げています。全国高等学校バレーボー
ル選手権大会で優勝し、国家代表として国際大会にも出
場してきました。

スポーツ施設
国内だけでなく、近隣のオーストラリアや南太平洋諸島に
おいて最大の人工芝コートは、ホッケー、サッカー、クリケッ
ト、テニス、ネットボールなどにも使用できます。

ロンドンオリンピックのホッケー会場に使用された「ロン
ドンブルー」という青い人工芝を世界で初めて導入しま
した。FIFA 2つ星認定（最高格付け）を念頭に設計された
国内唯一の専用サッカー場があります。

テニスコート6面、ネットボールコート4面が収容されてい
る屋根付きコートは照明を完備し、夜間使用も可能です。

音楽
音楽科の評価も高く、ウェストレイク男子高等学校との合同
授業を通じて、様々な楽器の演奏法を学んだり、多数の受
賞歴を誇る合唱団に参加したりできます。毎年恒例の全国
高校音楽祭では、何度も金賞を受賞しています。

アウトドア教育
楽しい野外教育体験を通じて、アウトドア活動に役立つ
技術を習得します。ブッシュ・クラフト（野外生活体験）、ト
ランピング、ロッククライミング、ルアペフ山登山、ハイ／
ローロープ、日帰りスキー／スノーボードといった活動に
チャレンジできます。



その他の支援
•	 留学生に対する支援：
•	 留学生限定の語学支援と補助
•	 オリエンテーション、継続的な支援 
•	 アドバイザー（中国語）
•	 アドバイザー（韓国語）
•	 言語別支援（フランス語、ドイツ語、ヒンディー語、日本

語、韓国語、インドネシア語、マレー語、標準中国語、ロ
シア語、スペイン語、タイ語）

•	 安全かつ配慮の行き届いたホームステイ先
•	 オンラインのビザ更新手続き
•	 24時間緊急連絡対応

宿泊
留学生は、学校認可のホームステイ先に滞在することが義
務付けられています。経験豊かなホームステイコーディネ
ーターが厳選した家庭をご紹介します（留学生側で保護責
任者を指定した場合は、別の熟練担当者が支援します）。

保険
The Education (Pastoral Care of International Students) 
Code of Practice 2016（留学生の生活保障に関する服務
規程）の規定により、留学生には完全補償型旅行・医療保
険への加入が義務付けられています。ご希望があれば、
本校にて保険加入手続きを代行致します。

オンラインのビザ申請
在籍留学生のビザ更新に関しては、ご希望があれば、留学
生課にてオンライン手続きを代行致します。

福利厚生
留学生課課長をはじめとする留学生課職員が、留学生の
福利厚生を監督します。本校はThe Education (Pastoral 
Care of International Students) Code of Practice 2016 

（「留学生の生活保障に関する服務規程」）に加盟し、留学
生の福利厚生に力を入れています。校内には公認看護師
が常勤し、学校の周辺にはノースショア病院およびショア
ケア医院といった医療機関があります。

進路相談
最新情報を熟知した進路相談担当アドバイザーが、就職
や進学に関するご相談に応じます。

お問い合わせ
詳細は本校ウェブサイトをご覧ください。  
ホームページ：www.westlakegirls.school.nz

Eメール：international@westlakegirls.school.nz



学習進路
Year 9

全 8 教 科 は 幅 広くバ ランス のと
れ た 学 習 内 容となって い ま す。 
必修科目：

•	 英語
•	 数学
•	 体育・保健
•	 科学
•	 社会

選択科目：

•	 美術 
•	 環太平洋地域の芸術
•	 市民ジャーナリズム

•	 舞踊
•	 演劇
•	 エンタープライズ＆広告
•	 グローバル開発
•	 デザイン初級
•	 マネー、ウェルス＆幸福
•	 音楽
•	 語学

 – フランス語
 – ドイツ語
 – 日本語
 – 中国語

 – スペイン語
 – マオリ語

•	 舞台芸術
•	 テクノロジー

 – デザイン＆ビジュアルコミュニケ
ーション

 – デジタルデザイン
 – デジタルテクノロジー
 – 食物
 – 被服
 – 木材・金属加工

•	 ビジュアルアーツ

Year 10

必修科目：

•	 英語
•	 数学
•	 社会
•	 科学
•	 体育・保健

選択科目（3科目を選択）：

•	 アートデザイン
•	 環太平洋地域の芸術

•	 経営
•	 舞踊
•	 演劇
•	 語学：

 – 中国語
 – フランス語
 – ドイツ語
 – 日本語
 – スペイン語
 – マオリ語

•	 メディア

•	 近代音楽
•	 音楽特別クラス
•	 テクノロジー

 – デザイン＆ビジュアルコミュニケ
ーション

 – デジタルデザイン 
 – デジタルテクノロジー
 – 食物
 – 被服
 – 木材・金属加工

•	 ビジュアルアーツ

Year 11

英語、数学、科学の科目から1教科ず
つ必修します。
選択科目（3科目を選択）： 

•	 会計
•	 アート＆デザイン
•	 経営
•	 中国語
•	 舞踊
•	 デザイン＆ビジュアルコミュニケ

ーション

•	 デジタルテクノロジー
•	 演劇
•	 経済
•	 被服技術
•	 食物技術
•	 フランス語
•	 地理
•	 ドイツ語
•	 木材・金属加工
•	 保健

•	 歴史
•	 日本語
•	 音楽
•	 近代音楽
•	 体育
•	 社会
•	 スペイン語
•	 マオリ語
•	 ビジュアルアーツ



Year 12

必修科目の英語のほか、以下から5科
目を選択：

•	 会計
•	 会計－初級
•	 美術－デザイン
•	 美術－歴史 
•	 美術－フォトグラフィー
•	 美術－ビジュアル
•	 生物
•	 経営
•	 化学
•	 子供の発育
•	 中国語
•	 古典
•	 舞踊

•	 デザイン＆ビジュアルコミュニケ
ーション

•	 デジタルテクノロジー
•	 演劇
•	 地球＆宇宙科学
•	 経済
•	 被服技術
•	 ファッション＆デザイン
•	 財務管理
•	 食物技術
•	 フランス語
•	 地理
•	 ドイツ語
•	 木材・金属加工
•	 保健

•	 歴史
•	 接客
•	 日本語
•	 数学＆微分積分
•	 数学＆統計
•	 メディア
•	 近代音楽
•	 音楽特別クラス
•	 アウトドア教育
•	 体育
•	 物理
•	 社会
•	 スペイン語
•	 マオリ語
•	 旅行＆観光

Year 13

選択科目（5科目を選択）：

•	 会計
•	 美術－デザイン
•	 美術－歴史
•	 美術－絵画
•	 美術－フォトグラフィー
•	 美術－ 版画
•	 美術－ 彫刻
•	 生物
•	 経営
•	 微分積分
•	 化学
•	 中国語
•	 古典
•	 舞踊

•	 デザイン＆ビジュアルコミュニケ
ーション

•	 デジタルテクノロジー
•	 演劇
•	 経済
•	 英語
•	 ビジュアル英語
•	 被服技術
•	 食物技術
•	 フランス語
•	 地理
•	 ドイツ語
•	 木材・金属加工
•	 保健
•	 歴史

•	 日本語
•	 数学
•	 メディア
•	 近代音楽
•	 音楽特別クラス
•	 アウトドア教育
•	 体育
•	 生涯体育
•	 物理
•	 実践統計
•	 社会
•	 スペイン語 
•	 統計
•	 マオリ語
•	 旅行＆観光



留学生代表委員
本校では2013年からハウス制度を導入し、各生徒は地元
の地名を冠した5つのハウスに配属されます。オリンピック
五輪（黒、金、赤、青、緑）を基色にしたそれぞれのハウスカ
ラーは、優れた成果を目指すことを鼓舞するものであると
同時にハウス名にも深く関わり合っています。

ハウス制度の下、上級生はリーダーシップ発揮のチャンス
に恵まれ、生徒全員が帰属意識を持つことができます。年
間を通じ、様々なハウス対抗イベントが開催され、各ハウス
が選んだチャリティー団体を支援します。

各ハウスでは、ハウスキャプテンをはじめ、学問、芸術、文
化、環境、留学生、サービス、スポーツ＆ウェルネスなどの
代表委員のほか、中等部の監督役である中等部代表委員
が選出されます。

留学生代表委員は、現在の留学生たちの中から選出され
ます。そのためには、まず代表委員にノミネートされ、生
徒投票で選ばれる必要があります。留学生代表委員は国
際色豊かなイベント運営で重要な役割を担うほか、留学
生の支援や留学生団体の擁護などに活躍します。

ERO報告書
教育評価局（Education Review Office：ERO）は、中立的
な立場において、国内のあらゆる学校教育機関を定期的
に調査します。本校に関する最新報告書には、以下のコ
メントがありました。

「ウェストレイク女子高等学校は、学業成果および若い
女性の育成において極めて優れた実績を上げている。同
校は知識を深める学術的なチャンスや体験を数多く提供
している。」

「若い女性のための優れた教育機関となることをビジョン
に掲げ、学業面で生徒に期待をかけるだけでなく、健全な
成長にも配慮している。生徒たちは強い帰属意識を持ち、
学校を誇りに思っていると共に、誰もを受け入れる協力的
な校風を高く評価している。」

「教師は、創造的学習の取り組みと資格修得に力を入れ
ている。」

*Decile制度は住区域の世帯収入を基準に生徒の社会経
済レベルを10（最高）から1（最低）の10段階で評価します。



2017年度学業実績
NCea 本校 全国平均
レベル1 87.3% 84.2%

Merit承認 46.7% 35.6%
Excellence承認 34.2% 20.1%
レベル2 93.8% 88.7%

Merit承認 48.8% 27.1%
Excellence承認 22.2% 16.0%
レベル3 92.9% 82.4%
Merit承認 42.2% 27.1%
Excellence承認 21.5% 15.6%
大学進学 83.4% 59.9%

注：レベル1では、英語、数学、科学を含む6科目を履修する。レベル2
では、英語の他に選択5科目を履修する。レベル3では、選択5科目を
履修する。

卒業生の進路
2017年度の卒業生は400名に上りました。例年、ほとんど
の卒業生が国内外の大学へ進学します。

近年の進学実績
ニュージーランド国内
オークランド工科大学

（AUT）
カンタベリー大学

リンカーン大学 オタゴ大学
マッセー大学 ワイカト大学
オークランド大学 ウェリントン・ビクトリア

大学
海外
オーストラリア国立大学 ヒューストン大学
カリフォルニア芸術大学 マイアミ大学（フロリダ州）
梨花女子大学校（韓国） ニューサウスウェールズ

大学
フォーダム大学 ノーザン・コロラド大学
ルートヴィヒ・マクシミリア
ン大学ミュンヘン

クイーンズランド大学

マギル大学（カナダ） 南カリフォルニア大学
マイアミ大学（オハイオ
州）

シドニー大学

モナシュ大学 西オーストラリア大学
ニューヨーク大学アブダ
ビ校

ウィリアム・アンド・メアリ
ー大学（バージニア州）

プリンストン大学 イェール大学
ブリストル大学 延世大学校（韓国） 



留学体験談
ミク（日本出身）
入学当初は英語があまりできませんでしたが、
在学中にかなり上手になりました。世界各国の
留学生と友達になり、お喋りを通じて互いの文
化について学べることが楽しいです。帰国する
頃には留学生活も3年目になるので、ホームス
テイ先の家族とお別れするのが淋しいです。家
族とは、英語でいろいろなお喋りをするのが大
好きでした。

実家を離れたことで、自立心を養うことができ、
自分自身について多くを学びました。以前より
前向きになったと思います。

心に残る思い出の一つは、英語力不足で生物
がなかなか理解できなかった時のことです。ホ
ームステイのお母さんが私の英語は毎日少し
ずつ良くなっていると励ましてくれたおかげで、
自信を取り戻すことができました。このお母さん
の所にホームステイできてよかったと感謝の気
持ちでいっぱいです。

マリー（ドイツ出身）
スポーツなど、様々なことにチャレンジでき、好
きな教科を選べるところがいいです。ここのお
天気や、学校で練習するホッケーやテニスもお
気に入りです。

皆、いい人たちばかりです。先生たちは親切で
面白く、勉強がとても楽しいです。何か問題があ
っても、留学生課に行けば、できるだけ早く問題
を解決してくれます。

留学して、学校や人に対する考え方が変わりまし
た。人に話しかけやすくなったし、いい先生に恵
まれれば、学校は楽しいところなんだと思うよう
になりました。

祖国へ帰ってからも、ここでホッケーをしたこと
を思い出すでしょう。ニュージーランドでは、かけ
がえのない毎日を過ごしています。ここでの生活
は比較しようのない貴重な体験であり、こんな冒
険ができたことを喜ばしく思います。

シラティカ（タイ出身）
この学校の一番いいところは先生たちです。い
つも親切で分からないことに笑顔で答えてくれ
ます。

多くのことを学び、素晴らしい体験をしました。
実家を離れたことで、責任感がわき、自発的に
行動するようになりました。

2年間の留学生活を通じて、楽しい思い出をたく
さん作りました。ニュージーランドの自然は世界
で最も美しく、国内各地を旅行して回ることが大
好きでした。異文化体験について多くを学び、多
くの人に親切にしてもらいました。でも、先生と
友達に恵まれたことが一番の思い出です。祖国
へ帰っても忘れません。

イーマン（中国出身）
留学3年目です。ここでは好きな科目を選べる
ため、興味を失わずにいられることが一番大切
だと思います。

初めて来た頃はすべてがあまりにも違って、緊
張しました。空港に到着した時は、早朝6時だっ
たにもかかわらず、ネームカードを持った先生
が出迎えてくれ、ほっとしました。私のつたない
英語に耳を傾けてくれ、緊張感がほどけました。

最初は引っ込み思案でしたが、今ではたくさんの
友達ができました。クラスメートや先生がとても
親切なので、楽しく安心して過ごせます。

ニュージーランドでの生活が大好きです。終業
時間が中国の学校よりも早いので、スポーツや
趣味の課外活動に参加できます。ニュージーラ
ンドは空気も海もきれいで、汚染のない美しい
国です。友達と一緒に海岸までよく散歩します。
この国の人たちはとても親切で、何か問題があ
れば助けの手を差し伸べてくれます。例えば、ス
ーパーマーケットへの道順が分からなかった時
は、行きすがりのランナーが立ち止まって行き方
を教えてくれました。大好きなニュージーランド
で留学生活を楽しんでいます。



入学申し込み
1. オンライン手続きが最も簡単です。

 www.wghs.enrol.school.nz をご覧ください。

または

2. 入学申込書、授業料支払い契約/書類に必要事項を
記入し、署名したうえで本校までご提出ください。そ
の際、最新の成績表と旅券の身分証明ページのコ
ピーを1通ずつ同封してください。

3. 入学が許可された場合、入学日、留学期間、学費、振
込期限などの詳細を記した入学許可書を返送します。

4. 学費の振込期限は必ず厳守してください。

5. 在日本ニュージーランド大使館において学生ビザを
申請する際は、本校が発行する学費受領書と入学許
可書を提示してください。

6. 滞在先に関するご要望については、ホームステイコ
ーディネーターからご連絡申し上げます。留学期間中
にご両親と同居しない生徒は、学校認可の滞在先に
ホームステイすることが義務付けられています。その
詳細については、本校から入学希望者あるいはその
ご両親にご説明申し上げます。

7. 留学生には、医療旅行保険の加入が義務付けられて
います。ご希望に応じ、ニュージーランド国内の保険
会社を通じた加入手続きを本校にて代行致します。

8. 空港出迎えおよびホストファミリー宅への移動も手
配致します。ご希望の方は、空港到着日時をあらか
じめご連絡ください。
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