パーマストンノース女子高校へようこそ
（1902 年設立）

立地：パーマストンノース、ニュージーランド
レベル：9－13（年齢 13－18）女子
校生徒数：1250 人
留学生 : 30 人

ニュージーランドについて：

・ニュージーランドは人口 400 万人の特色溢れる国です。そして、緑豊かな牧場、雪に覆わ
れた 雄大な山々、黄金のビーチなど他国では中々目にすることのできない、世界でも有数の
絶景があります。
・ニュージーランドの人々は友好的で親切なことから、親しみを込めて“Kiwis”（キウイ）と呼
ばれ、安全でリラックスした生活を過ごしています。

パーマストンノースの街について：
・パーマストンノースは“Palmy”（パーミー）と呼ばれ、人
口8 万人のニュージーランドで 7 番 目に大きな街です。
・首都ウエリントンまでは車で約 2 時間の距離です。
・ウォーキングやハイキングコース、ブドウ畑やスキー場も
近くにあります。
・パーマストンノースは世界健康保健機関（WHO）に代
わる the International Safe Community Foundation NZ に
よって ʻSafe Cityʼ（安全都市）として世界からも認められ
ています。
・更にʻKnowledge Cityʼ(学生の街)と
しても広く知られています。
・様々な店、映画館、劇場や運動施設があり、事実これらの施設は、大
都市に住む人々が抱えるストレス発散に大きく役立っています。

充実したサポート：
・少人数制クラスを導入し、留学生の為の特別英語クラスを実施しています。
・様々な科目を選択できるため、それぞれの将来のキャリアに合った科目を学ぶことができま
す。
・読み書きや計算能力を高めるプログラムの実施。
・学生と家族は、常に新しい情報やニュース、お知らせを知ることができます。
・第三施設やリサーチセンターとの結束（Massey University, UCOL,
IPU）
・生徒のケア、養育、ホームステイの環境の質に力を入れているた
め、学生たちは安心して、安全な生活を過ごすことができます。

進路：
・進路の選択:生徒は National Certificate of Educational
Achievement (NCEA)から認められた科目を大学で履修す
るか、職業教育コースを選択することができます。
・2018 年には 91.8％の生徒がレベル 1、91.5％がレベ
ル2、86.2％がレベル 3 を達成し 75.7％の生徒が大学に
入学。

・毎年たくさんの生徒が大学の奨学金を受け取っていま
す。
(2017 年の結果)
Massey 大学 Business School Future Leaders Scholarship $5000 (3 人)
Massey 大学 Academy of Sport Scholarship $3,000 (2 人)
Massey 大学 Business School Scholarship $1,000 (3 人)
Auckland 大学 Top Achiever Scholarships $20,000 (2 人)
Victoria 大学 1 年目 $5,000 の奨学金 (12 人)
Otago 大学 Leaders of Tomorrow Scholarship $10,000 (1 人)
Otago 大学 Vice Chancellor's Scholarship $5,000 (1 人)
Otago 大学 Maori & Pacific Peoples' Scholarship $15,000 (1 人)
Otago 大学 Performance Entrance Scholarships $20,000 (2 人)
Otago 大学 Academic Excellence Entrance Scholarship $40,000 (1 人)
アメリカの Liberty 大学か Virginia 大学のどちらかでバスケットボール選手として
$250,000 の奨学金 (1 人)

スポーツ：
・私たちは生徒の 30 以上の個人、チームプレイのスポーツ競
技をサポートしています。そのほとんどが毎年行われる
ニュージーランドの高校生全国大会に出場しています。
・また、個々人では国際大会においても、ニュージーランド代
表として、様々な競技で活躍しています。

課外活動:
・学生たちは、様々な活動に参加することができます。ディ
ベート、コーラス、アート、ライティング、スピーチ、メ
ディア、Pasifika Fusion、Kapa Haka、the annual Rock da
House talent quest, the International Festival など他にも多
数の活動があります。

リーダーシップ：
・近年、大学へ入学する際に、学生たちが社会貢献の経験
を通して得る、チームワークや根気が重要視されてきて
います。そのため我が校では、学生たちの選択の幅を広
げるべく、スポーツや課外活動に加え、多くの機会を提
供しています。
・The Duke of Edinburgh Hillary Award (DoE)
このプログラムでは、社会貢献、能力、野外活動の成果に
よって、金、銀、銅賞を授与しています。
・Spirit of NZ
海でのセイリングを通して、チームワークとリーダーシッ
プの構築を目指します。
・Semper Sursum Agnitio
我が校独自の賞として、生徒たちの社会貢献への参加、意
欲をもとに、金、銀、銅賞を授与しています。

留学生の声：
ニュージーランドに来て自分で調べて理解するという
良い習慣がつきました。ニュージーランドは自然がた
くさんあって散歩をすると気持ちいいです。ホスト
ファミリーはとても優しくてご飯もとても美味しいの
でとても嬉しいです。私の話もたくさん聞いてくれる
のですごく支えられています。岩原菜月
私はマオリ語を選択しました。マオリ語の授業は挨拶や自己紹介などの基本から教わりま
す。マオリはニュ ージーランド独自の文化なので日本との違いや新しい発見ができます。
ニュージーランドならではの料理を食べたりして毎日を楽しんでいます。最初は殆どが初め
てでわからないこと慣れないことばかりです。ですが貴重な経験なので日々充実させたいと
思っています。山本乙葉
私のホストファザーは学校の先生でホストマザーは本当のお母さんのような存在です。いい
ホストファミリ ーに出会えてすごく嬉しいし私を受け入れてくれて感謝しています。私の
友達はいつも助けてくれたり会ったら声をかけてくれます。英語が理解できなかったり伝わ
らなくてもわかってくれます。私はキャンプがき っかけでクラスメイトとたくさん喋れる
ようになって行事も楽しいです。林真有
日本の学校でニュージーランドの原住民族であるマオリについて事前に学んでいた私は、マ
オリ語の授業とKapa Haka に参加をしています。日本から全く違う環境に飛び込んでいく
ことはとても勇気のいることですし最初のうちはなれないことも多いですが、そういった環
境に身をおくことで自立を身につけることやそれまで気づくことのなかった日本の魅力に気
付けると考えます。鷲尾早紀
私はニュージーランドに来て様々な楽しいことも辛いことも経験しました。家庭科と美術が
選択科目で日本では無いので刺激的です。ホストファミリーはとても優しく、家族の一員の
ように扱ってくれるので日本の家族が恋しくなることもありません。女子校で皆 3 年間一
緒なのでその中に入るのはとても難しいと思います。でもそこで声をかけられるかが自分の
留学をいかによくするかの鍵だと思います。下澤花なん

“Inspiring young women who are successful learners and act with integrity”
Palmerston North Girls’ High School
238 Fitzherbert Avenue, Palmerston North, New Zealand
P: +64 6 357 9194 Extension 870 F: +64 6 357 9193
E: international@pnghs.school.nz W: www.pnghs.school.nz

