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2018年度卒業生のみな
さん、おめでとうござい
ます。
IBDP* およびVCE総合成績 
• ATARの平均点は90.65で、50%の生徒が全国トップ

10%以内に入りました。 

• ATAR90点以上（全国トップ10%以内）の生徒の割合
は53%。 

• ATAR80点以上（全国トップ20%以内）の生徒の割合
は72%。 

• ATAR70点以上（全国トップ30%以内）の生徒の割合
は85%。  

国際バカロレア・ディプロマプログ
ラム（IBDP）成績 
• オスカー・トー（IBDP成績最優秀者）が満点の45/45点

（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。 

• ジョシュア・チェルビーノ（IBDP成績優秀者）は44/45点
（ATAR 99.85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1%に入ります。 

• ルーシー・キャラハンとソニア・クレメンツも、43/45点
（ATAR 99.70）を獲得して、成績優秀者として表彰され
ました。 

• ATARの平均点は95.75で、50%の生徒が全国トップ
4.25%以内に入りました。 

• ATAR90点以上の生徒の割合は85%。 

• ATAR80点以上の生徒の割合は96%。 

• ATAR70点以上の生徒の割合は100%。 

ビクトリア州学校修了資格成績 
• VCE成績最優秀者（VCE Dux）はエミリー・デアー（ATAR

99.70点）でした。 

• VCE成績優秀者はクロエ・チン（ATAR 99.65点）でした。 

• ATARの平均点は83.7で、50%の生徒が全国トップ16.3%
以内に入りました。 

• 全履修科目の20.1%で40点以上。 

*セント・レナーズ・カレッジの生徒は大学進学への道として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。 

このパンフレットに記載されている情報は、出版時のものです。

IBDP成績最優秀者 
オスカー・トー - IBDP 45/45 (ATAR 99.95)

オスカー・トーはセント・レナーズ・カレッジ在学
期間を通じて優秀な成績を修めてきました。メ
ルボルン大学数学コンテストで最優秀賞を受賞
したのを始め、多くの数学・科学コンテストで優
秀賞を受けました。11年生の時には学業最優秀
賞と、化学、経済、数学のIB賞を受賞しました。 

オスカーはセント・レナーズ・カレッジで受験勉強だけやっていた
のではありません。7年生から9年生までの間はストラング・アウト
と室内弦楽合奏の二つのオーケストラでバイオリンを弾きました。
中学生・高校生の期間中、オスカーはACSスポーツでバスケットボ
ールとサッカーの選手であり、長距離走のインタースクールにも
出場しました。 

オスカーは学校生活の思い出を次のように語っています。「私はカ
レッジの全体的な文化と環境が好きです。誰もが、一人一人の興
味や志望を受け入れ、尊重してくれます。先生方は生徒に親身に
なって励ましてくれます。手助けが必要になったときの対応の早さ
とていねいさは驚くほどでした。特に、私のことを常に気にかけ、
親切に指導してくださった担任のフレッチャー先生に感謝してい
ます。」 

オスカーはメルボルン大学の総長奨学金（商科成績優秀者）とモ
ナッシュ大学のエクセレンス奨学金の受給資格を与えられ、メル
ボルン大学の総長奨学金を選択しました。 

IBDP成績優秀者 
ジョシュア・チェルビーノ - IBDP 44/45 
(ATAR 99.85)

ジョシュア・チェルビーノは2年生の時にセント・
レナーズ・カレッジに転入し、在学期間を通じ
て、DAV弁論、中学校ミュージカル、ビッグバン
ド、ランニングクラブ、アドベンチャーレーシン
グ、ACS陸上、長距離走、フットボール、タッチフッ
トボール、水泳など様々な活動に参加しました。  

12年生では、スポーツ貢献賞、12年生Caltexベスト・オールラ
ウンダー賞、IB数学SL課目賞、アレン・ハウス・ゴールドメダル、 
Generations in Jazzディヴィジョン1第三位を受賞しました。その
他にも、カレッジ・フルカラー、学業フルカラー、音楽フルカラー、ハ
ウス・フルカラー、長距離走フルカラー、タッチフットボール・フルカ
ラー、ACS長距離走ハーフカラー、フットボール・ハーフカラーを受
賞しています。 

また、ピアサポート・リーダーやスコープ・リーダー、12年生アレ
ン・スポーツリーダーを務めるなど、リーダーとしても活躍しま 
した。 

ジョシュアは、セント・レナーズ・カレッジ在学中の先生方や図書
館チューターの献身的な指導とサポートに感謝しています。ジョ
シュアはモナッシュ大学工学部エクセレンス奨学金の受給資格を
得ています。
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IBDP 
ルーシー・キャラハン - IBDP 43/45 
(ATAR 99.70)

ルーシー・キャラハンは、7年生でセント・レナ
ーズに入学しました。在学中を通じてスコー
プリーダー、ピアサポート・リーダー、国際女
性デー朝食会組織委員長など、様々なリーダ
ーシップ活動によりカレッジコミュニティに貢
献しました。 

リーダーシップ活動だけではなく、ACSネットボールやバレー
ボールといったスポーツの分野でも活躍しました。 

授業で一番得意だったのは地理です。「地理は地図を学ぶだけ
の学科ではありません。自分を取り巻く環境、文化、政治がどの
ようになっているかを学ぶ学問です。地理を勉強して、私は世界
的課題の原因と対応策を理解することができました。それは人
との対話にも役立っています」と彼女は語っています。

ルーシーはセント・レナーズで、演劇の裏方を務めたり、ACSに
参加したりといった課外活動を通じて学年を超えた友情を育
てられたことがとても良かったと話しています。 

セント・レナーズ・カレッジで学んだことで、学業だけでなく、将
来的にも役立つ社会性や専門的技能を身につけることができ
たといいます。ルーシーはスインバン大学学長奨学金を得て、
同大学で工業デザインを専攻します。 

ソニア・クレメンツ - IBDP 43/45 (ATAR 99.70)
ソニア・クレメンツは7年生からセント・レナー
ズに在学し、常に優秀な成績を修めてきまし
た。さらに、中高生合唱団、ステージバンド、ビ
ッグバンド、火曜ジャズアンサンブル、演劇やミ
ュージカルなど、豊富な課外活動の機会を存
分に楽しみました。また、モナッシュ大学スカ
ラープログラム、ダ・ビンチ十種競技、未来問

題解決といった才能開発プログラムにも参加しました。 

カレッジコミュニティへの貢献では、カレッジリーダーを始
め、12年生アレン・ハウス・キャプテン、12年生ジャズ・リーダ
ー、9年生ハウス音楽キャプテンなどで活躍しました。表彰は数
え切れないほどであり、学業と音楽のフルカラー、12年生IB英
文学最優秀賞、11年生エルスペス・ベネット芸術賞、9年生イン
ヴァーゴウリー科学賞、Generations in Jazzディヴィジョン1ビ
ッグバンド第三位、10年生登山デイヴィッド・ワイサム賞、アレ
ン・ハウス賞（7～10年生）、同ハウスへの顕著な貢献に対する
銀賞などを受賞しています。またIB芸術展覧会（ビクトリア＆タ
スマニア州）とベイサイド卒業生芸術デザイン展覧会では、ソニ
アの絵画が展示されました。 

ソニアは、“education for life”とは、「一生を通じて好奇心と探
究心を持ち、開かれた心を保つよう教えること」だと受け取っ
ています。セント・レナーズでの一年一年は、キャンプや登山な
どそれぞれに思い出に満ちたものであり、特に9年生の「Big 
Experience（修学旅行）」や「Generations in Jazz」が印象に残っ
ていると言います。ソニアはボンド大学の学長奨学金を得て商
学／法学を専攻します。 

VCE成績最優秀者
エミリー・デアー - ATAR 99.70

エミリー・デアーは7年生からセント・レナー
ズに在学し、カレッジコミュニティの様々な
活動に熱心に取り組みました。アドベンチ
ャーレーシング、ACS陸上、長距離走、水
泳、バレーボール、ネットボール、タッチフッ
トボール、ディベート、ハウスの少人数合
唱・合奏団など、様々な課外活動を楽しみ

ました。また、未来問題解決やダ・ビンチ十種競技といった才
能開発プログラムにも参加しました。 

エミリーはセント・レナーズ在学中を通じて卓越したリーダ
ーシップを発揮し、長距離走キャプテン、タッチフットボール・
キャプテン、陸上副キャプテン、フォースター・スポーツ・キャ
プテンを務めました。生物、化学、地理、体育の科目賞を受賞
するなど、学業での表彰も数多く受けました。 

エミリーはセント・レナーズ・カレッジでの学びを振り返って、
次のように語っています。「セント・レナーズ・カレッジはとて
も積極的な学習環境であり、精一杯の勉強が称賛されるだ
けでなく、課外活動や学外における貢献も推奨されます。私
たちを励まし、親身に教え導いてくださった先生方に感謝し
ます。セント・レナーズ・カレッジは私に、思い通りの人生を追
求するために役立つ知識と技能、そして意気込みを与えてく
れました。セント・レナーズの積極的な環境と、それを取り巻
くみんなが大好きです。」　エミリーは2019年に生物科学か
環境科学を学ぶために米国に留学する予定です。 

VCE成績優秀者 
クロエ・チン - ATAR 99.65

クロエ・チンは、9年生でセント・レナーズ・
カレッジに編入して以来、活動的なカレッ
ジコミュニティのメンバーとして過ごしてき
ました。幅広い課外活動にいそしみ、弁論、
ディベート、チェス、サイエンス・シスターズ、

「Unite Us」などで活躍しました。  

クロエは在学期間を通じて、特に2018年
度はカレッジキャプテンとして、セント・レナーズ・カレッジの
模範生でリーダーでした。10年生・11年生では生徒会に所
属し、2017年度はニューマン・ハウスのチェスキャプテンと
してチームを優勝に導き、ダンス・オフのキャプテンも務め
ました。また、2018年度はチャリティーイベントの「Bald for 
Bowel Shave」を組織し、大腸がん治療・予防研究のために
何千ドルもの寄付を集めました。 

クロエは、セント・レナーズ・カレッジについて次のように語
っています。「セント・レナーズ・カレッジの生徒には様々な
分野でたくさんの機会が与えられています。9年生の「Big 
Experience（修学旅行）」から国際コンクール出場まで、セン
ト・レナーズは生徒が様々な道を追求するのを後押しし、成
長を促します。」クロエにとって、セント・レナーズ・カレッジ
の“education for life”とは、「大人になっても、一生変わるこ
とのない、学ぶ喜びと学習意欲」を意味します。クロエは、モ
ナッシュ大学情報技術奨学金を得て、将来はメディアコミュ
ニケーションや実業界でキャリアを積みたいと考えています。
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本校の学業課程
セント・レナーズ・カレッジには、大学進学や就職への道として、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履修生は、修了資格を得るために別々の分野から6科目を選択し、履修しなければなりません。該当分野は、二つの言語（生
徒の母語および外国語）、社会科学、経験科学、数学に加えて、人文科目を選択するか、上記5分野のいずれかからもう1科目選択す
るかを選べます。

さらに、IBDP履修生は全員、3つの基礎研究をする必要があります。それらは、任意の主題に関して掘り下げて研究し4000語の論
文を執筆する「長論文」、批判的思考や「学び方」について学び、あらゆる履修分野で役に立つ学習過程に関する包括的知識を獲得
する「知識理論」、そして「創造性、行動、奉仕（CAS）」とよばれる、教室の外で行う身体的活動や社会奉仕活動の3つです。

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。37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。IBDPは、現在、オーストラリアの
主要大学を始め、世界の140カ国における大学の入学資格として認められています。

大学進学
VTACを通じて願書提出した2018年度卒業生の99.3%が第一志望の大
学に合格しました。

当校のVCEおよびIBDP卒業生が最も多く進学したのはモナッシュ大学
で、47%が同大学に合格しました。それに次いで多い進学先は、メルボル
ン大学（16%）とRMIT大学（11%）です。

人気の高い学部は商学部（33%）、理学部（20%）、工学部（11%）、人文学
部（10%）、医学・健康科学部（9%）、法学部（7%）、デザイン学部（7%）と
なっています。オーストラリアの他の州（ニューサウスウェールズ州、キャ
ンベラ、クイーンズランド州など）や、英米など海外に進学する卒業生も
います。

奨学金*
2019年度奨学金を受ける卒業生は以下の通りです。

• エイデン・チャ – 工学部優等生 – 修士課程促進、モナッシュ大学

• ルーシー・キャラハン – 学長奨学金（工業デザイン）、スインバン大学

• ジョシュア・チェルビーノ – 工学エクセレンス奨学金、モナッシュ大学

• クロエ・チン – 奨学金（情報技術）、モナッシュ大学

• ソニア・クレメンツ – 学長奨学金（商学／法学）、ボンド大学

• レイチェル・ヒース – 学長奨学金（健康科学、メディア＆コミュニケーション）、スインバン大学

• マシュー・ヒンデ – エクセレンス奨学金（商学／法学）、ボンド大学

• ジョシュア・セッドン – モナッシュ・スカラープログラム（生物医学）、モナッシュ大学

• オスカー・トー – モナッシュ大学エクセレンス奨学金および総長奨学金（商科成績優秀者）、メルボルン大学 

• ハリー・ワーナー – 奨学金（情報技術）、スインバン大学

*上記は、生徒から当校に提供された情報に基づいています。上記以外にも奨学金の授受の可能性があります。 
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モナッシュ大学 
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