カーナイカレッジ
オーストラリア
ビクトリア州
成功への通り道

校長先生からの
挨拶
留学に興味のある生徒さんへ！まずは私の自己紹介をさせて
ください。私はカーナイカレッジの3つのキャンパスの校長
でアンソニー・ロドハン（Anthony Rodaughan）と申しま
す。私はここで10年間校長を務めています。そしてあなたが
この学校にいらして勉強することを歓迎します。私の家族構
成は妻のジェナと3人の子供。大学生のアレキサンドラ、大工
を目指して修行中のルイス、そして中学3年生のアンナです。
私たちはカーナイカレッジから車で30分ほどのヤラムという
ところに犬のフーゴと猫のラベンダーと一緒に暮らしていま
す。もしあなたがカーナイカレッジに留学された際にはほか
の留学生たちと一緒に我が家でのランチに招待し、ビーチな
ど近くを案内します！私たちはとてもきれいな美しい環境に
住んでいるので、あなたにお会いしてこのすばらしい田舎の
景色を見てもらい、あなたの将来の夢をかなえるための手助
けができたらと思っています。今まで多くの留学生が我が校
を卒業しすばらしい成功を成し遂げています。私はあなたが
その中の一人になることを願っています。

カーナイカレッジの生徒は将来の夢実
現のために頑張っています。そしてこ
こがフェデレーション大学の隣に位置
しているということはとてもラッキー
です。私はしばしば大学の図書館で大
学生たちといっしょに勉強をしていま
す。そのとき私は自分も大学生になっ
た気分になります。留学生はここでは
とてもよく面倒をみてもらえます。私
たちはいろいろな国の伝統的なお祭り
も祝います。そしてそれに加え毎週木
曜日には学校がランチに中華料理を用
意してくれます。私はこれからもカー
ナイカレッジでの時間を大切に過ごし
たいです。
(Pengzou Jiang

11年生

中国）

学校紹介
カーナイカレッジはビクトリア州で緑の豊富なギップスランド
地域の中心に位置しており、3つのキャンパスで1250人の生徒
が学んでいる州立校です。メルボルンのシティーから車で約90
分。そしてメルボルンのフリンダーストリート駅からＶライン
の電車でも乗り換えなしでお越しいただけます。
カーナイカレッジには7-12年生のコースがあります。この学校
はとても高いレベルの教育システム、生徒の管理、そして洗練
された施設でよく知られています。カーナイカレッジはオース
トラリア政府から学校の建物そして施設を建て直すために二千
百万ドルの基金を受け取り、現在はビクトリア州でもっともモ
ダンな学校のひとつとなっています。現在われわれのモーエル
キャンパスは800万ドルをかけての改装プロジェクト中で2018
年に完成する予定です。
ギップスランドは過しやすい気候そして美しく変化に富んだ景
色でオーストラリアの中でもとても魅力のある地域です。夏に
は果てしなくつながっているゴールデンビーチや点在している
湖で多くの人が日光浴やウォータースポーツを楽しみます。そ
して冬にはギップスランド地域にあるスキー場でスキーを楽し
むこともできます。
学校のシニアキャンパス（11―12年生）はフェデレーション大
学に隣接しています。カーナイカレッジはこの大学と教育面、
リサーチ面、施設の共用面などで協力しあっています。なので
カーナイの生徒は日々大学の生徒たちと情報を交換したり、図
書館やジム、カフェテリアなどフェデレーション大学のほかの
施設を使うこともできます。
カーナイカレッジで学ぶことは都会でのいろいろな誘惑に惑わ
されることなく、日本人のほとんどいない英語のみの環境で勉
強できるという、留学生にとって英語を学ぶには申し分のない
学校なのです。そしてメルボルンのシティーには便利な公共機
関で簡単に行け、留学生たちは親戚や友達を訪ねたり、週末や
スクールホリデーには他の生徒たちと一緒に都会の生活も味わ
うことが可能です。
カーナイカレッジの校長アンソニー・ロドハン（Anthony
Rodaughan)、シニアキャンパスの校長ジェフ・ブロック
（Geoff Block）をはじめ、留学生コーディネーター、異国か
ら来た生徒のためのエイド、そして家庭教師などの留学生サポ
ートチームが常に留学生たちを見守っています。彼らは留学生
の生活面・学習面はもちろんのこと、オーストラリアの生徒た
ちとの交流や地元のコミュニティーとの関わりなどすべての面
でのサポートを留学生たちに提供するためにいつも連絡を取り
合っています。カーナイカレッジは留学生の人数を30人から
40人に保っています。なので常にベストなサポートを提供でき
ます。カーナイカレッジでは今までにアメリカ、イギリス、中
国、ドイツ、日本、韓国、インドネシア、マルタ、マレーシア
そしてパプアニューギニアからの留学生を受け入れました。そ
してすべての留学生がカーナイカレッジで学んだ間に楽しく忘
れられない経験をしました。

カーナイカレッジは私にとって家族の
ようなものです。先生と生徒、そして
学校を含む環境もすべて私たちをサポ
ートしてくれます。ここでは科目の選
択等とても融通が利いて中国の教育シ
ステムとは全く違います。なので私は
自分の将来のために法律など自分が学
んでみたい科目を選択することができ
ました。私はあなたが私たちの仲間に
なることを歓迎します。
(Yuxin Li オックスフォード大法学部
を目指している12年生 中国）

留学生に対するサ
ポートとケア
私たちの留学生たちが留学に成功しているのは、クオリティーの
高い教育システムからだけではなく、カーナイカレッジが提供し
ているすべての面におけるきめ細かなサポートがあるからです。
以下サポートの内容をご紹介します。
•	留学生が最初にオーストラリアに到着の際には、学校の校長
もしくは留学生コーディネーターが空港までお迎えに上がりま
す。
•	注意深くホームステイファミリーを選択しています。（各ホー
ムステイに2人までの留学生。そして必ず各自の個室をご用意
します。）
•	到着時には留学生のコーディネーターがホームステイファミリ
ー宅の近辺をご案内します。
•	カーナイカレッジもしくはホームステイファミリーが銀行口座
開設、公共機関の利用方法、携帯電話購入、入学手続きその他
のお手伝いをします。
•	新しい制服一式を無料でご用意します。
•	カーナイカレッジは留学生のＶＣＡＡ管理費（ビクトリア州に
支払うカリキュラム管理費）をお支払いします。この金額は生
徒が選択する科目によって異なりますが大体200ドル～400ド
ルぐらいです。
•	留学生が留学生活を始める際には、新しい環境に早くなれるよ
うに学校のスタッフをはじめ地元の生徒も協力して手助けをし
ます。

英語集中コース
カーナイカレッジはビクトリア州で独自の英語センターを持って
いる10校の中の1校です。このことは留学生が英語の集中クラス
を終了したあと、学校やホストファミリーを変わることなく直接
高校のクラスに入ることができるということです。なので留学生
はホームステイ先や学校を変わる必要がなく、ホームステイや地
元の生徒と安定した仲の良い関係を築き、カルチャーショックを
減らし、オーストラリアでの生活をより楽に楽しいものにするこ
とができます。
英語の集中コースは第2言語としての英語（EAL）を教える資格
を持った教師によって行われます。このクラスは留学生が最初に
オーストラリアに到着してからの英語のスキルを高めるために作
られています。先生たちは留学生たちが第2の言語として英語を
学ぶことがいかに難しいことかを理解しています。それと共に新
しい言語での環境で文化の違いなどから受ける衝撃も理解してい
ます。元気にそして興味を持ってクラスに参加し、いろいろなカ
リキュラムのアクティビティー、目的を持って企画された遠足な
どを通して、留学生は高校で学ばなければいけないレベルの英語
を達成し、オーストラリアの文化と環境も理解することができる
でしょう。
同時にカーナイカレッジの英語センターは「追求する英語のプロ
グラム」を行っています。これは言語センターの教師と生徒そし
て高校の科目の教師の間で蜜にコミュニケーションをとり、留学
生の勉強の様子を追求することです。もし生徒の英語の力が不十
分であれば英語センターによって特別のＥＡＬレッスンやマンツ
ーマンの家庭教師など追加のサポートがアレンジされます。

•	カーナイカレッジは留学生の勉強だけではなく、ホームステイ
での毎日の生活、交友関係なども含めてお世話をします。

刚下飞机踏上这片国土的那一刹那，一
想到我将面临语言、文化、饮食等种种
问题，我就有种想退缩和放弃的感觉。
但到达科耐中学以后，同学的友好、老
师的热情，把我之前的顾虑都抛到了脑
后。我的澳大利亚寄宿家庭常常和我探
讨各种问题，帮我提高英语能力，为了
怕我吃不惯西餐，甚至有时还给我做中
餐吃。科耐中学远离嘈杂的闹市区，给
我提供了安静的学习环境。同时学校的
硬件设施非常齐备。这些都帮助我顺利
拿到了大学的录取通知书。

•	各科目の教師たちは留学生のために必要であれば放課後そして
スクールホリデーに補講や追加のサポートをします。
•	カーナイカレッジは留学生が効率よく勉強できるようにいろい
ろな国の教師を雇用しています。
•	留学生のためにランチタイムや放課後に「宿題勉強グループ」
をアレンジしています。
•	留学生のための少人数クラス（10人以下）
•	学校と保護者とのきめ細かい連絡。電話やＥメールはもちろん
のこと、時には留学生の母国を学校の代表が訪ねたりします。
•	年に2度の成績表を翻訳して保護者の方にご送付いたします。
•	カーナイカレッジは留学生のために大学のコース選択、アルバ
イトの申し込みなどの手助けをいたします。そして必要であれ
ば生徒に代わってその大学や団体と話します。
•	留学生が地元のスポーツグループや遠足、コンサートやイベン
トに参加できるように計らいます。
•	緊急時の際には、校長と留学生コーディネーターに携帯で24時
間連絡が取れます。
カーナイカレッジは留学生の異国での生活における楽しさとスト
レス、そして保護者の方の生徒に対する期待と不安を十分理解し
ています。留学生のサポートチームをはじめ、すべての教師そし
て学校のスタッフメンバーも留学生がカーナイカレッジにおいて
人生で忘れられないすばらしい経験ができるように全力でサポー
トします。

ホームステイ
カーナイカレッジは留学生がホームステイ先において親元で生活してい
るのと同じように快適に過せることが大事だと考えています。ホームス
テイファミリーは留学生がオーストラリアの文化を理解するため、新し
い友達を作るため、そして英語の上達のための手助けをします。ホーム
ステイファミリーは責任を持って留学生の勉強姿勢、態度、そして放課
後の行動を監視します。学校ときめ細かく連絡を取り合い、問題があれ
ばすぐに対処します。ホームステイ代金は週240ドル（2017-2018）
で3食（朝昼晩）を含みます。多くの留学生がカーナイカレッジを卒業
したあともホームステイファミリーと連絡を取り合っています。
カーナイカレッジは留学生の家族構成、経歴などを考慮してホームステ
イを選択するように努めています。それと共にホームステイの登録に
は教育省の規約に基づいて、家の中の視察を始め警察の無犯罪証明確
認など厳しくチェックをしています。留学生が快適に過せるために同じ
家庭に留学生は最高２人まで。そしてほとんどの場合、違う国からの生
徒となります。なのでホームステイ先で母国語を話すということはあ
りません。
留学生がホームステイ先で落ち着いたあとも、学校の留学生コーディネ
ーターがホストファミリーと連絡を取り合い、生徒の状況を常にモニタ
ーします。

カーナイカレッジの先生や生徒は日本
とは違ってものすごくフレンドリーで
す。なので僕たちはすばらしい先生方
と生徒、そして環境の中で勉強するこ
とができます。その上、留学生には放
課後に無料の補講システムもありま
す。
(真田優斗

12年生

日本)

卒業生の進
選択科目
学习成就

カーナイカレッジの高校部門は数学、言語、人文学、経済、科学、
健康、美術、テクノロジーなどを含む広い範囲のＶＣＥ（Victoria
Certificate of Education の略）の科目を教えています。留学生たち
は彼らの将来の目標に沿って興味のある科目、得意な科目を選択するこ
とができます。

ここ数年、カーナイカレッジの留学生はＡＴＡＲスコア（Australian
Territory Admission Rank の略）が平均85以上（最高点は99.95）
とＶＣＥの試験で顕著な結果を収めています。2009年から2015年の
間に31人の留学生がカーナイカレッジを卒業しました。すべての卒業
生がオーストラリアそして他の国の有名大学に100％の確立で進学して
います。下記のグラフをご参照ください。

2009-2015年カーナイカレッジ留学生の進学先と割合

科耐中学国际学生在近年的VCE高中升大学考试中取得了优异的成绩，平均成绩保
持在85分以上（最高分为99.95分)，大部分国际学生进入了名牌大学深造。学校老
师时刻把握澳大利亚的高考动向，给国际学生提供及时、准确的专业选择信息，并
2017年から2018年の選択可能ＶＣＥ科目
随之调整教学策略以帮助他们顺利地过渡到大学。
在2009至2012年四年里科耐中学共计18名国际学生高中毕业，全部顺利考入大
学，实现了100%大学升学率，
其中大部分进入了澳洲或美国的名校学习（详见下
学習領域
選択可能科目
表）。

美術

美術
ビジュアルコミュ
ニケーション
音楽

演劇
音楽（演奏）

メディア
スタジオアート

言語

英語（母国語）
ドイツ語

英語文学
中国語(マンダ
リン)

英語(第2外国語)

人文学

会計学
歴史
社会学

経済学
法律学
政治学

ビジネスマネー
ジメント
地理

数学

一般数学 (GM)
方法論数学 (MM)

一般数学Ⅱ
（ＦＭ）

専門数学
（ＳＭ）

健康

健康と人間の体に
ついて

体育

環境学

科学

生物学
環境科学

物理
心理学

化学

テクノロ
ジー

食品学

デザイン学

情報学

教育省、フェデレーション大学との協力でカーナイカレッジは「大学促
進プログラム」に認定されています。特定の科目に秀でている生徒は大
学1年での科目を受講することが許されるのです。このことは生徒たち
のATARスコアを上げ、将来大学でその科目を学ぶ際の単位とすること
ができます。

3%

3%

3%
20%

3%
3%
3%
3%

10%
16%

3%
3%

23%

4%

モナッシュ大学７人

ＲＭＩＴ５人

ディーカン大学６人

メルボルン大学３人

アデレード大学(南オーストラリア)

１人

グリフィス大学（クイーンズランド）１人

ミシガン大学（ＵＳＡ）１人

ラトローブ大学１人

ケンタッキー大学（ＵＳＡ）１人

上智大学（日本）１人

カーティン大学（西オーストラリア）１人

宮崎国際大学（日本）１人

オーストラリアカトリック大学１人

横浜市立大学（日本）１人

この学校は私が今まで通った学校とは全
く違います。ここで勉強するということ
はチャレンジです。でもここにはとても
よい先生方がいるので大丈夫です。先生
方は私たちを信頼してくれ、私たちが目
的を達成するためにベストを尽くしてく
れます。地元の生徒たちはとても親切で
私は彼らと一緒にいることが好きです。
カーナイカレッジを一言で表現すると「
すばらしい！」この一言に尽きます。
(Francois Zerafa 2015年卒業
RMITで勉強中 マルタ)

現在
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美由紀・ヴォダン (Miyuki Vodden)
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