
 
Auckland Girls’ Grammar School 
Educated at Auckland Girls’ – Equipped for the World 
オークランド女子高校で学ぶ ―世界で活躍する人材を育てる― 
 
Auckland Girls’ Grammar School, established in 1888, combines a strong tradition of 
academic excellence with a reputation for being in the forefront of educational 
development. 
１８８８年に創立された、ここオークランド女子高校は、優秀な学問の伝統

を兼ね備え、常に教育開発の最前線に立つ学校です。 
 
The school is located close to Auckland’s Central Business District, Auckland City 
Central Library, the University of Auckland, Auckland University of Technology, Art 
Galleries and Theatres. It is also close to all major transport routes. 
 
学校は、オークランドの街の中心や、市立図書館、オークランド大学、オー

クランドテクノロジー大学、そして美術館や映画館などの近くに位置し、非

常に優良な環境に恵まれています。また、主な交通手段であるバス停も学校

付近に多くあります。 
 
Auckland Girls’ Grammar School provides English Language assistance for students 
who need extra help from Beginners to University Preparation (NCEA Literacy) and a 
full range of English classes.  We also offer a wide range of subjects such as 
photography, Media, Drama, and Technology & Music. 
 
オークランド女子高校は、学習者のレベルに応じた英語の授業を展開してい

ます。それぞれのペースで学ぶことができるので、授業を楽しむことが出来

ます。また、写真術やメディア学、演劇、そしてテクノロジーや音楽のよう

な、バラエティーに富んだ授業を受けていただくことが可能です。 
 
We teach a number of languages, including Japanese and Chinese. Our Japanese 
Department is a great support to our Japanese International Students.  
 
日本人や中国人を含む、さまざまな国籍を持った生徒がいます。そして、 

日本語のクラスの教師は、毎年日本人留学生にさまざまなサポートをして 

おります。 
Auckland Girls has a long standing relationship with its Japanese Sister School, 
Ohtani Senior and Junior High School. Regular visits take place between the schools. 
 
 
オークランド女子高校は、大阪にある「大谷中学校・高等学校」と長い間、

姉妹校としての提携を結ばせていただいています。お互いの学校で、交換留

学や短期研修などが行われています。 
 
 
 
 
 



The school focuses on integrating students of diverse nationalities and culture into the 
wider school community. Our 1,400 students (including 30 International students) 
represent more than 60 cultures. They share each other’s cultures in our International 
Week. We also offer school trips to various parts of the world including Europe and 
America. 
私たちは、学校の大きなコミュニティーの中で、多様な国籍や文化を持った

生徒たちが共生することに焦点を置いております。留学生３０人を含んだ約

１４００人の生徒たちは６０以上の特有の文化を有しています。そして彼女

たちはお互いの文化を学内の様々なイベントで共有します。また、私たちは

ヨーロッパやアメリカなどの国への修学旅行を提供しております。 
 
We offer a number of cultural, musical and sporting activities which appeal to 
students wishing to participate in the wider school life. 
 
私たちは、文化的、音楽的な活動やスポーツなど、生徒が参加を望む活動を

行っています。 
 
The Dean of International Students and International Director are available to help 
students with their problems at school or at home. The school also employs two fully 
trained guidance counsellors and a registered nurse. 
 
留学生と留学生の担当教師のリーダーは、学校やホームステイ先で問題があ

った場合、積極的に手助けをいたします。学校には、訓練を受けたカウンセ

ラーが２人、そして看護師がおります。 
 
We require all our students to join our Homestay Programme which is overseen by 
our International Director. Our Head Homestay Mother will organize and supervise 
homestays with caring families. All families are police vetted. For the year of 2014/15 
the homestay fee is NZ$12,820 and the Designated Care pastoral care fee is 
NZ$1,000. 
 
私たちは、すべての留学生に学校の留学関係についての担当の教師が手配す

る、ホームステイプログラムに参加することを強く推奨します。ホストファ

ミリーは、ホームステイに積極的で、警察等の調査をしっかりと受けた上で

適正な家庭に入ることが出来ます。２０１４年と２０１５年のホームステイ

代は１２，８２０ＮＺドルです。その他、メンタルケア等の費用として１,０
００ドルほどかかります。（１ドル８８円換算で約１,１２８,１６０円） 
 
Tuition Fees 

 NZ$14,000 for 2014/5 (subject to annual review) 
 Uniform for Year 9 to Year 12 costs approximately NZ$350 
 Small additional charges for some subjects and class trips may amount to 

approximately NZ$200 
学費 

・２０１４年、２０１５年の学費 

 約１４,０００ドル（１ドル８８円換算で１,２３２,０００円） 

・９年生から１２年生まで使用する制服や靴など一式  



 約３５０ドル（１ドル８８円換算で３０,８００円） 

・その他、授業内でかかる費用  

 約２００ドル（１ドル８８円換算で１７,６００円） 
 
Auckland Girls is happy to host students for shorter visits, both individually and as a 
group.  
オークランド女子高校は、短期の受け入れも大歓迎です。個人でも、団体で

もかまいません。 
 
For more information, contact us:-  
詳しい情報はこちらへ。 
 International Director 
Auckland Girls’ Grammar School 
PO Box 68-053 
Newton, Auckland, 
New Zealand 
Phone: 64 9 307 4180 Ex 864 Fax: 64 9 309 9152 
Email: sporter@aggs.school.nz 
Website: www.aggs.school.nz (international page-including student stories) 
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