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おめでとう
2017年度卒業生

国際バカロレア
ディプロマプログラム（IBDP）成績
•

•
•
•
•

レナ・スカリー＝レプレヴォストが満点の45/45点（オー
ストラリア大学入学ランク
（ATAR）99.95*点に相当）
を達成しました。
これは世界中のIBDP卒業生のトップ
0.02%に入ります。

ジャック・ドーティーとシャーロット・レイバーガーが
IBDP成績優秀者となる44/45点（オーストラリア大学入
学ランク
（ATAR）99.85*点に相当）を達成しました。
ATARの平均点は95.90で、50%の生徒が全国トップ
4.1%以内に入りました。
ATAR90点以上の生徒の割合は82%。

ATAR80点以上の生徒の割合は100%。

ビクトリア州学校修了資格（VCE）成績
•
•
•

VCE成績最優秀者はリアム・ベイカーで、ATARは98.80
点でした。

VCE成績優秀者はエマ・ピアソンで、ATARは97.60点で
した。
ATARの平均点は81.50で、50%の生徒が全国トップ
18.5%以内に入りました。

VCE、IBDP総合成績
•

ATARの平均点は87.40点。

•

ATAR80点以上（州のトップ20%以内）の生徒の割合は
70%。

•
•

ATAR90点以上の生徒の割合は42%。

全スタディースコアの35%が40点以上でした。

*セント・レナーズ・カレッジの生徒は大学進学の門として
VCEとIBDPのいずれかを選択できます。どちらを選択して
も、オーストラリア大学入学ランク（ATAR）の点数がつき
ます。
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IBDP成績最優秀者

レナ・スカリー＝レプレヴォスト

IBDP成績 45/45 (ATAR 99.95)

レナは、
セント・レナーズが提供する様々な
機会を最大限に活用し、
幅広い課外活動に
参加しました。
7年生からセント・レナーズに
入学し、
ディベート、
音楽、
ハウス活動で活
躍、
2017年度エジンバラ公爵賞の銀賞に輝
きました。
最終学年では、
カレッジのU11ネッ
トボールチームのコーチもつとめました。

学業成績も優秀で、
10年生、
11年生、
12年生で学業のフル
カラーズを受賞しました。
2017年度科目別最優秀賞も生
物学と数学の二冠を達成。
全科目で好成績を挙げたため
IBDPスコアは満点の45/45点（オーストラリア大学入学ランク
（ATAR）99.95*点に相当）を達成しました。
これは世界中の
IBDP卒業生のトップ0.02%に入ります。
レナはカレッジ在学中を通じての先生方の支援と指導に感
謝し、
在校生に対しては、
「常に目標を意識していること、
でき
るだけ早くから長論文の構想を練ること、
11年生と12年生の
どちらの成績も考査対象となるので、
11年生の勉強をおろそ
かにしないこと」
をアドバイスしています。
レナはモナッシュ大学の奨学金を受けて、
医学を学びます。

VCE成績最優秀者

リアム・ベイカー

ATAR 98.80

リアムは、
7年生からセント・レナーズに入学
しました。
在学中は学業のみならず課外活
動でも活躍しました。

在学期間中を通じてディベート・チームの中
心メンバーだった他、
ホッケーとバレーボー
ルでもカレッジ代表チームの一員でした。
ま
た、
ICAS科学コンクール、
リオ・ティント・ビッグサイエンス・コ
ンペティション、
トーナメント・オブ・マインド、
将来問題解決な
ど、
幅広い分野の学業拡張プログラムで活躍しました。

課外活動での成功だけでなく、
学業成績も優秀で、
10年
生、
11年生、
12年生で学業のフルカラーズを受賞、
さらに12
年生では文学、
物理学、
数学理論の科目別最優秀賞も獲得し
ました。

ATARスコア98.80点は、
全国卒業生のトップ1.2%に入り、
リ
アムが在学中いかに真剣に勉学に取り組んできたかを示す
ものです。

リアムはモナッシュ大学で工学を専攻します。

IBDP成績優秀者

シャーロット・レイバーガーとジャック・ドーティー
シャーロット・レイバーガー
-IBDP成績 44/45 (ATAR 99.85)

シャーロットはセント・レナーズ在学中を通じ
て非常に優秀な生徒であり、
学業にも課外活
動にも全力を挙げて取り組み、
優秀な成績を
残しました。
高等部のミュージカルと演劇公
演では裏方を務めたほか、
ネットボール、
サッ
カー、
タッチラグビー、
ディベートのカレッジ代
表チームに選ばれました。

生徒自治活動にも積極的で、
10年生で生徒委員、
11年生では
生徒代表を務め、
12年生でもハウスのスポーツリーダーの一
人に選ばれました。
2015年にはエジンバラ公爵賞の銅賞を受
賞しました。
2016年にはメルボルン大学のクォン・リー・ダウ・ヤ
ングスカラー賞、
2017年にはエルスペス・ベネット芸術賞を受
賞しました。
学業も好成績で、
10年生、
11年生、
12年生で学業のフルカラー
ズを受賞しただけでなく、
英語・英文学、
数学、
心理学、
視覚芸
術の科目別最優秀賞を受賞。
全科目にわたって優秀な成績を
収め、
IBDPスコア44点 (ATAR 99.85) を獲得。
これは全世界の
IBDP卒業生のトップ1%に入る成績です。

VCE成績優秀者

エマ・ピアソン

ATAR 97.60

エマは、
ハート・シアター・カンパニーのプ
ロダクションに参加したり、
カレッジの音楽
プログラムで中心的な役割を果たしたり、
アレン・ハウスの活動を熱心に行ったりし
て、
カレッジ・ライフに積極的に関わりまし
た。
課外活動でも活躍し、
テニスと卓球でカ
レッジ代表を務めたほか、
音楽でフルカラ
ーズ、
演劇でハーフカラーズを受賞しました。
最終学年では
交響楽団のリーダーを務め、
アレン・ハウスにおける目覚ま
しい貢献と活躍に対して金メダルが送られました。
課外活動だけでなく、
学業成績も優秀でした。
化学、
英語、
数
学理論、
特殊数学、
体育、
生物学（11年生で修了）を履修しま
したが、
10年生では学業優秀賞、
11年生と12年生の学業フ
ルカラーズを受賞、
さらに2017年度のブルース・ハンフリーズ
科学賞も受賞しました。
いちばん好きな科目は化学で、
モナッシュ大学生医学（成績
優秀者課程）
コースに進学します。

シャーロットはモナッシュ大学の奨学金を受けて、
医学を学び
ます。
ジャック・ドーティー
-IBDP成績 44/45 (ATAR 99.85)

ジャックはセント・レナーズ在学中を通じてカ
レッジに大きな貢献をしてきました。
8年生か
らカレッジに在学した彼は、
多くの活動に参加
してリーダーシップを発揮し、
12年生ではニュ
ーマン・ハウスのキャプテンに選ばれました。

10年生、
11年生、
12年生で学業のフルカラーズを受賞したほ
か、
12年生で経済学（HL）、
地理（HL)、
数学、
フランス語、
化学を
履修。
IB英語・英文学（HL）
では科目別最優秀賞を受賞しまし
た。

ジャックは全ての先生方に感謝し、
IB履修生に対しては、
「自分
にいちばんあった勉強習慣を確立すること、
できるだけ早く長論
文を書き上げること」
をアドバイスしています。

忙しい学業の傍ら、
課外活動にも積極的に取り組み、
陸上競技
でフルカラーズ、
フットサルとクロスカントリーでハーフカラーズ
を受賞。
「ヒラリー・チャレンジ」
で全国優勝を達成したセント・レ
ナーズ・チームの一員でした。
ジャックはナショナルメリット奨学金を受け、
メルボルン大学で
商業を学びます。
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本校の学業課程

セント・レナーズ・カレッジには、
大学進学の門として、
VCEと国際バカロレア・ディプロマプログラム
（IBDP）の二つの課程がありま
す。

VCEは、
必修科目が英語だけで、
選択の自由度が高い課程です。
生徒は自分の興味や将来の目標に沿って、
一つの分野を追求した
り、
幅広く学んだりと、
自分に合った科目選びができます。

IBDPは幅広い学業を目指しており、
科学、
数学、
人文などの分野に必修科目があり、
少なくとも一つの外国語を学ばなければなり
ません。
さらに、
創造的で活動的、
そして社会貢献になる活動を行う三つの中核科目の修了が必須となっています。
世界的な相互連
絡がますます日常化している現在、
高校卒業生は州内や国内に限らず、
世界中の生徒たちと競争することになります。
世界の主要
大学は、
IBDPの学業的厳格さを認識し、
IBDP卒業生には優先待遇や単位認可を提供することが多いです。
英国高等教育統計局（HESA）が約6500人のIBDP卒業生とAレベルをはじめとする同等の課程を卒業した生徒たちの大学での成
績を調査した研究では、
IBDP卒業生はトップ20の大学に在籍、
優等学位取得、
大学院進学、
院卒資格や高い給与水準で就職する
割合が高いことが明らかになりました。
（HESA 2011）

セント・レナーズ・カレッジでは、
1982年からIBDP課程を導入しています。
35年以上に及ぶ経験を持ち、
国際バカロレア機関とも密
接な関係を継続している本校は、
IBDP在学生に最良のサポートと教育を提供することができます。

大学進学

14% - 州外その他

VTACを通じて願書提出した2017年度卒業生の99.3%が第
一志望の大学に合格しました。
当校卒業生の進学先として最も人気が高いのはモナッシ
ュ大学で、
卒業生の36%がモナッシュ大学のいずれかの課
程に進学しています。
それに次いで多い進学先は、
メルボル
ン大学（24%）
とRMIT大学（14%）
です。

3% - ラトローブ大学

4% - ディーキン大学

36% - モナッシュ大学

5% スインバン大学

人気の高かった学部は、
商学部（26%）、
理学部（18%）、
人文学部（12%）、
デザイン学部（10%）
でした。
オーストラリ
アの他の州（ニューサウスウェールズ州、
西オーストラリア
州、
南オーストラリア州、
クイーンズランド州など）
や海外に
進学する卒業生もいます。

14% - RMIT
24% - メルボルン大学

奨学金

2018年度奨学金を受ける卒業生は以下の通りです。
•

フィリッパ・ヒューズ – 女性工学生奨学金（工学／商学）、
モナッシュ大学

•

シャーロット・レイバーガー – 医学エクセレンス奨学金、
モナッシュ大学

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ニアブ・ノラン – ボンド大学学長奨学金（法学／国際関係学）

レナ・スカリー＝レプレヴォスト – 特別成績優秀者奨学金（医学）、
モナッシュ大学
マルコ・ムタフィス – 工学エクセレンス奨学金、
モナッシュ大学

モリッツ・ヘーゼ – メルボルン大学ナショナルメリット奨学金（商学）、
メルボルン大学
マディソン・グリフィス – 科学スタートアップ奨学金、
メルボルン大学

インガ・ステーンブロック – メルボルン大学ナショナルメリット奨学金（人文学）、
メルボルン大学
ジャック・ドーティー – メルボルン大学ナショナルメリット奨学金（商学）、
メルボルン大学
ソフィー・シューストロム – 科学スタートアップ奨学金、
メルボルン大学
オスカー・トリイ – 科学スタートアップ奨学金、
メルボルン大学

クリストファー・ボウマン – 科学スタートアップ奨学金、
メルボルン大学

ジェシカ・マーティン – マードック大学ファースト奨学金（科学）、
マードック大学
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