
あなたを飛躍させる学びの場

学校案内



ワイメアカレッジへようこそ
Nau mai ki tō kāinga ako

E ngā reo, e ngā mana, rau Rangatira mā, 
ngā mātāwaka, tēnei te mihi nui atu ki ā 
koutou katoa.

Ko te wawata me te tūmanako ka noho ora 
mai koutou katoa.

ワイメアカレッジへようこそ。心から歓迎し
ます。

ワイメアカレッジでは、生徒一人一人を主体にした育
成に取り組んでいます。

本校を特徴づける三つの基本的価値観を誇りにして
おり、それは日々の行動を通して活かされています。
三つの価値観とは:

配慮 – Manaakitanga – 自分自身、他者、そして環境
を大切にするよう、常に努めます。

帰属意識 – Whanaungatanga – ワイメアカレッジの
一員であることに誇りを持ち、それぞれの違いを尊重
し、称え合います。

学習 – Akoranga – 学び、成長することを目指して常
に努力します。

共学高校である本校は、南島最大規模の高等学校と
しての利点をすべて備えながら、小規模校のような温
かさと励ましを提供します。

本校は、変化の激しい現代社会に対応できる、自信に
満ちてバランスの取れた若者の育成を目指していま
す。教育審査室 (ERO)から最近受けた「優れている」と
いう評価は、本校が目標に向けて正しい道を進んで
いることの証明であると誇りに思います。

本校は、すべての生徒が熱心に取り組み、成果を上げ
るまで、たゆまぬ努力を続けます。全ての生徒が、毎
日、全ての授業で、最高の教育を受ける価値があると
信じ、その期待に応えられるよう努力しています。生
徒、スタッフ、施設を誇りに思います。また、テクノロジ
ーを駆使し、生徒のニーズに応えることのできる生徒
主体の近代的カリキュラムにも誇りを持っています。

ワイメアカレッジは、活気に満ちた学校です。成功に
は様々なかたちがあり、そのすべてに価値がありま
す。教室で輝く人もいれば、スポーツや芸術の分野で
輝く人もいます。本校は、幅広くバランスの取れた教
育を提供することを重視しており、様々な機会を得た
なかで自分が夢中になれることを発見し、あらゆる
分野での成功を収めることができるよう取り組んで
います。

優れた学術的教育を提供することが本校の中核事業
でありますが、同時に、本校の価値観に基づく教育に
より、地域社会と国際社会の両方で活躍できる優能
な地球市民を育成することに力を入れています。ワイ
メアカレッジの卒業生は、社会や奉仕に対する意識
を持ち、社会的・文化的に多様な人々と関わり、共に
働く能力を身につけています。

本校は、地域や世界中の保護者から、1,500名以上の
子ども達の教育を毎日任されていることを誇りに思っ
ています。地域のすべての家庭から選ばれる学校に
なることを、本校は目指しており、皆様の期待と要望
に応えることができるよう努力しています。

本校は、家庭と学校の強固な連携が生徒の成功に大
きな利益をもたらすと信じています。そして、ワイメア
カレッジが生徒を飛躍させる場所となるよう、家庭と
連携できることを心待ちにしております。

Scott Haines 
校長
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グローバルにつながる
Te whakawhanaunga ki ngā 
iwi o te ao

ワイメアカレッジでは、生徒の多様性を
誇りに思い、世界中の留学生を温かく迎
え入れています。

本校の留学生は、オーストリア、ブラジル、チリ、中
国、チェコ共和国、デンマーク、フランス、ドイツ、香
港、日本、マカオ、ノルウェー、スイス、タイ、台湾、ベ
トナムなど様々な国から学びに来ています。

ワイメアカレッジは、教育のみならず、全く新しい
ライフスタイルを留学生に提供しています。留学生
は、地元の生徒と共に本科の授業を受けることにな
ります。幅広い科目から選択することができ、様々
な生徒と共に学ぶことができます。

本校が提供する留学生プログラム：

• 経験豊富で献身的なスタッフがサポート

• 素晴らしい野外教育体験を含む、国際的レベルの教
育を受ける機会

• 専門家による初級から中級上までのESOL（英語を 
母語としない人のための英語）クラス

• 可能性を最大限に引き出すことができる安全な環境

• スポーツ、文化、レクリエーションなどの幅広い活動

• 学業に励み、自分自身について学びながら、海外で
素晴らしい体験をするためのサポート

留学生は、ワイメアカレッジ学区内の家庭で生活しま
す。これらの家庭は、献身的で経験豊富なホームステ
イ・スタッフによって厳選されており、本校は生徒や生
徒の家族と定期的に連絡を取り合います。

また、国内の生徒にも国際交流プログラムを体験する
機会を提供することで、豊かな国際人の育成に取り組ん
でいます。

生徒はそれぞれ、文化や背景、性格、
興味や情熱を持つ分野などに違いが
あります。私たちは、それぞれが自分
自身の存在とありのままの自分に誇
りを持つよう励まされています。 
ワイメアカレッジのことをもっとよく
知り、自分と同じように、何かを楽しん
だり、学んだり、共有したりできる人々
と出会い、共に参加できる場所や機
会を見つけることは素晴らしいことだ
と思います。そうすることで私は、言
語を超えた人とのつながりを感じるこ
とができました。」
— Riho, 12 年生
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あなたが飛躍する学びの場
Tōu papa whakaangitū

成功には様々なかたちがあることを理解し
た上で、それぞれの生徒が、それぞれの最
も重要な分野で卓越した成果を上げること
ができるよう支援します。本校は生徒を誇り
に思い、様々なかたちで成し遂げられた成
果を讃えます。

多岐にわたる科目を履修することができ、アカ
デミックなものから課外活動まで、優れた能力
を発揮できる機会を数多く提供します。本校の
力強い校風は、生徒が自分の夢中になれること
を発見し、それに従って有意義な成功を収める
ことができるよう、奨励して支援します。

ワイメアカレッジの生徒は、学業、スポーツ、音
楽、舞台芸術の分野で特に優れた実績を上げ
ています。ニュージーランド代表として活躍して
いる生徒や、世界の名門高等教育機関に進学
する生徒も数多くいます。効果的なカリキュラムレヴューの

設計と策定プロセスにより、生徒
のニーズと希望に対応できる幅と
深みを備えた独自のカリキュラム
が提供されています。」
— ERO （教育審査室）レポート

76 Waimea College — 学校案内Waimea College — 学校案内



履修科目
Huarahi ako

9 年生 10 年生 レベル1 レベル2 レベル3

商業 会計 会計 会計  

ビジネス ビジネス 

経済 経済 経済  

デジタル・
テクノロジー基礎

デジタル・テクノロジー
コミュニケーション

デジタル・テクノロジー
コミュニケーション

デジタル・テクノロジー
コミュニケーション  

デジタル・
テクノロジー上級

デジタル・
テクノロジー上級

デジタル・テクノロジー
デベロップメント＆
コーディング

デジタル・テクノロジー
デベロップメント＆
コーディング

デジタル・テクノロジー
デベロップメント＆
コーディング  

上級英語 上級英語  

英語 英語 英語 英語 英語  

英語 リテラシー 英語リテラシー

リーディング メディア メディア  

古典 古典  

フードテクノロジー フードテクノロジー フードテクノロジー フードテクノロジー フードテクノロジー 

ホスピタリティー ホスピタリティー ホスピタリティー

保健 保健 保健 

保健体育 保健体育 保健体育 保健体育 保健体育  

プロフェッショナル
スポーツ

プロフェッショナル
スポーツ

体育 体育 体育  

体育実技 体育実技 体育実技
屋外教育 屋外教育 屋外教育

ESOL ESOL ESOL ESOL
フランス語 フランス語 フランス語 フランス語 フランス語    

日本語 日本語 日本語 日本語 日本語   

マオリ語 マオリ語 マオリ語 マオリ語 マオリ語   

微積分  

数学 数学 数学 数学 数学 

数学 ︲
純粋数学

数学 ︲
純粋数学

数学 ︲ 計算 統計  

数
学
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9 年生 10 年生 レベル1 レベル2 レベル3

音楽または
音楽上級 音楽 音楽 音楽 音楽  

ダンス ダンス ダンス ダンス  
舞台芸術 
ダンスまたは演劇 演劇 演劇 演劇 演劇  

舞台芸術
技術＆制作

舞台芸術
技術＆制作

舞台芸術
技術＆制作

舞台芸術
技術＆制作

生物 農学／園芸 農学／園芸 農学／園芸 農学／園芸  
アグリビジネス

科学 – 日常 生物 生物  
化学 化学
物理 物理  

科学 科学 科学 科学 科学 
科学 – 上級

職業技能 職業技能

職業体験 職業体験
トレードアカデミー トレードアカデミー

社会 社会 地理 地理 地理  
歴史 歴史 歴史  

心理学 心理学 
観光 観光

デザイン＆ビジュアル・
コミュニケーション

デザイン＆ビジュアル・
コミュニケーション

デザイン＆ビジュアル・
コミュニケーション

デザイン＆ビジュアル・
コミュニケーション  

電子工学 電子工学
テクノロジー 材料技術：家具 材料技術：家具 材料技術：家具 材料技術：家具  

材料技術：繊維 材料技術：繊維 材料技術：繊維 材料技術：繊維  

機械工学 機械工学 機械工学 機械工学  
テクノロジー テクノロジー テクノロジー テクノロジー  

視覚芸術 視覚芸術 視覚芸術 視覚芸術－デザイン 視覚芸術－デザイン  

視覚芸術－絵画 視覚芸術－絵画  
視覚芸術－写真 視覚芸術－写真  視

覚
芸

術
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クノ
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ー
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9年生と10年生の強化コースでは、キーコンピテンシー
（核となる能力）や教科横断的な教育と学習に焦点を

当てており、すべてのジュニア（低学年）プログラムに
含まれています。

注：すべてのコースは、十分な履修者数があることを
条件に提供されます。

注釈:　 

 大学入学要項科目
 奨学金要項科目
 通信教育での提供の場合が

あります。
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選択肢の多いスポーツに参加して、
自分の選んだスポーツで優秀な成績
を収めることのできる機会がたくさ
んあります。ワイメアカレッジでは、
幅広いスポーツ、課外活動、または他
に興味のある分野から好きなことを
選ぶことができます。」 
— Hayden, 10年生

豊富な学びの機会
He nui ngā āheinga ki te ako

ワイメアカレッジは、他校とは一線を画
す、非常に幅広い学習機会を提供してい
ます。国内で最も多くの科目を提供する学
校の一つで、幅広いカリキュラムを提供し
ています。このため、生徒は自分に合った
学習方法を見つけることができます。

本校のスタッフは、高度な資格を持つ厳選された専
門家です。すべてのカリキュラムにおいて、生徒の達
成と成功を支援することを約束します。

ジュニアレベルでは、ニュージーランドのカリキュラ
ムの8つの学習分野において、いくつかの必修科目が
あります。また、選択科目や強化科目も用意されてい
ます。強化科目では、現代のニーズに対応したキー・
コンピテンシーに焦点を当てた21世紀型の学習を特
徴とする横断的カリキュラムを提供します。

本校が提供する学習の機会：

• NCEA（全国統一高校教育認定資格）レベル1、2、3
の取得に関わる9年生から13年生までの多岐に渡
る科目

• トレードアカデミーや職業学習などの選択科目を
含む総合的で充実した上級生向け科目

• マオリ文化とマオリ語の教育

• テクノロジーを駆使したカリキュラム（学習用デバ
イス持参）

• 様々なカリキュラム分野で、学習を加速し、特別な
能力を伸ばすための追加的な機会

•  学習上の支援が必要な場合の生徒支援ネットワ
ークなどを通じた専門的なサポート

本校の価値観に基づいた教育に重点を置き、生徒の
行動に対する本校の一貫した高い期待が、生徒の成
果と成功を支えています。
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本校の価値観
Ō mātou uara

本校の価値観に基づいて、優れた人間を
育成することに焦点を置いています。すべ
ての行動において、「配慮」、「帰属意識」、 

「学習」という本校の価値観が中核となっ
ていることを確認します。これらの価値観
が生徒とスタッフを導き、本校のコミュニ
ティに属するすべての人が、前向きで活気
に満ちた体験ができると信じています。 

帰属意識
Whanaungatanga

配慮
Manaakitanga

学習
Akoranga

スクールリーダーは、公平性と卓越
性のための学校の展望と目標を共
同で策定し、追求し、実行します。彼
らが熟考した戦略的アプローチは、
協議的かつ開放的です。」
— EROレポート

本校は、修復的実践と学習のための前向きな行動
（PB4L）の枠組みの中で、本校の価値観を指針として、

毅然とした、公正で一貫したアプローチを採用してい
ます。

生徒が最高の状態でいるために、 
ワイメアカレッジが奨励していること

• 自分自身、他者、環境を大切にする

• ワイメアカレッジの一員であることを誇りに思う

• お互いの違いを尊重し、称え合う

• 学び、成長するための一貫した努力
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夢中になれるものを見つける
Rapuhia te ngākau whitawhita

大規模校である本校は、全ての生徒が夢中になれることを発見できるよう、 
幅広い課外活動を提供していることに誇りを持っています。

数多くの選択肢：

• 陸上競技

• バドミントン

• バスケットボール

• 読書クラブ

• チェスクラブ

• 合唱

• 創作文

• クリケット

• クロスカントリー

• ダンス

• ディベート

• 演劇

• エジンバラ公アウォード

• 環境委員会

• サッカー

• フットサル

• Get2Go

• ゴルフ

• ヒラリーチャレンジ

• ホッケー

• ICAS英語コンテスト

• 楽器のレッスン

• 留学生バディ

• ジャズバンド

• ジュニアリーダープログラム

• カパ・ハカ（マオリの歌と踊り）

• ローンボーリング

• マウンテンバイク

• マルチスポーツ

• ネットボール

• マオリ語弁論大会

• オーケストラ

• ロードサイクリング

• ロックバンド

• ロッククライミング

• ラグビー

• セイリング

• スクールプロダクション

• シェイクスピア・フェスティバル

• スキーチーム

• ソフトボール

• 弁論大会

• スペリング・ビー

• スカッシュ

• 水泳

• タマ・トゥ・タマ・オラ（男子リー
ダークラブ）

• テニス

• シアタースポーツ

• タッチラグビー

• トライアスロン

• バレーボール

• ワールドビジョン

• ...等他多数
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ワイメアカレッジには活気があふ
れ、私を歓迎してくれたので、自分
の居場所だと感じています。」
— David, 10年生

広範なパストラルネットワークと複
数の学習経路がよく管理されてお
り、生徒の幸福を支えています。
— EROレポート

自分の居場所
Tōu tūrangawaewae

ワイメアカレッジの一員であるということ
は、学校のより広範なコミュニティの一員
であるということを意味します。それは、あ
りのままの自分であることや、自分ならで
はできる貢献が、歓迎され受け入れられ
る、自分が帰属すべきコミュニティーです。

ワイメアカレッジの生徒は、ジュニアレベル、シニア
レベル共に、社会奉仕活動に参加することで得られ
る誇り、忠誠心、尊敬の念を大切にしており、学校のコ
ミュニティもそれを非常に重視しています。

本校のコミュニティの特徴:

• 強い帰属意識

• アクティビティに参加する数多くの機会

• 地域の小中学校との強い結びつき

• 卒業生とのつながり

• マオリ・コミュニティとの強い結びつきとサポ
ート

• PTAやルナンガ・マトゥアなど、保護者による積
極的なサポートグループ
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本校のキャンパス
Tō tātou Marae Ako

地域の小中学校に隣接した、魅力的な公園
のような広大な敷地でくつろぐことができ
ます。ここは生徒のための学校のコミュニ
ティであり、生徒のすべてのニーズをサポ
ートする素晴らしい施設が整っています。

優れた教師の仕事と幅広い科目の提供をサポートす
るために、管理の行き届いた環境と良い刺激のある教
室を確保することに重点が置かれています。

本校の施設：

• 球技用の広大なハードコートエリア

• 広々とした屋外運動場

• キャンパス内で自由に使えるWiFi

• 充実した設備を備えた科学実験室

• 近代的な学習環境

• 改装されたばかりの素晴らしい音楽と舞台芸術
環境

• 広々とした近代的な図書館とインフォメーション
センター

• 新しく近代化されたテクノロジーセンター

• 充実した設備の体育館2棟とウェイトトレーニング
ルーム

• 太陽光熱の温水スイミングプール

• 充実したガイダンスおよびラーニングサポートセ
ンター

• 専用のインターナショナルセンター

• 広々として近代的な図書館とインフォメーションセ
ンター

私たちの教育施設を囲む美しい敷地では、
その土地への配慮と愛情に浸ることがで 
きます。」
— Katie, 12年生
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