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保護者の皆様へ 

 

 

 

コロネルライトガーデンズ小学校への御入学を心より歓迎いたします。本校では

子供達がより良く学べる環境を目指し、教師、職員一同で取り組んでおります。

保護者の皆様にも私達の教育に満足して頂けると確信しております。 

 

 

 

私達は子供達が自尊心を持って、効果的に学べる環境をサポートするには保護者

の皆様の協力も欠かせないと信じております。子供達が楽しく学校生活を送り、

様々な能力を得られるよう、保護者の皆様にも私達のパートナーとして協力して

頂きたく思います。私達は生徒に高い目標を達成できるよう、困難にもチャレン

ジし自信を身に付けることを期待しています。 

 

 

 

本校に対する意見やコメントはいつでも歓迎いたします。私達は保護者の皆様に

どんな形であれ、本校に参加して頂けると嬉しく思います。 

 

 

 

次ページより本校のサービス、施設、その他の情報を説明しております。何か不

明な点がございましたらいつでも質問して下さい。ご家族の皆様といつでもお話

が出来るよう、私達はドアを開けてお待ちしております。 

 

 

 

 

コロネルライトガーデンズ小学校スタッフ一同 



1.1.1.1. はじめにはじめにはじめにはじめに    

   1.1  年間学期日程 
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 2.2  欠席 
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           6.1  図書館 
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1.    はじめにはじめにはじめにはじめに 

  

コロネルライトガーデンズ小学校では子供達が自主的に学ぼうとする環境をサポ

ートしています。私達は子供達が創造力を養い、意義のある議論ができるような

プログラムを提供しています。 

本校では自分の行動に責任を持ち、学校の中、外においても尊敬と受容の気持ち

を大切に行動できるよう生徒に呼びかけています。 

 

コロネルライトガーデンズ小学校では生徒が様々なプログラムに参加することに

よって責任感や意思決定の能力を養えるように、最高の教育環境を提供していま

す。このプロセスは継続して促進しています。 

 

本校では生徒、保護者、ボランティア、スタッフ、リーダーを含むすべての学校

コミュニティメンバーが参加することに価値があると考えています。 

 

コロネルライトガーデンズ小学校で行われるすべての事はこれらのモットーに基

づいています。 

• 尊敬 

• 思いやり 

• 自己改善 

• 正直 

• 責任 

• 助け合い 

• 友情 

 

1.11.11.11.1    年間学期日程年間学期日程年間学期日程年間学期日程    

2008 

  1 学期  2008/01/29  ～  2008/04/11  

  2 学期  2008/04/28  ～  2008/07/04 

  3 学期  2008/07/21  ～  2008/09/26 

  4 学期  2008/10/13  ～  2008/12/12 

 



 

1.21.21.21.2    カリキュラムカリキュラムカリキュラムカリキュラム    

本校のカリキュラムはサウスオーストラリア州政府の基準とポリシーに則ってい

ます。 

 

本校では意義のある学習を提供するために、教科を統合することがあります。

(例:-健康についての題材を使い読み書きの練習をする。) すべての子供達は下

記のカリキュラムを学びます。 

 

英語英語英語英語 : スピーキング、リスニング、 鑑賞、読み、 書き 

 

算数算数算数算数 : 図形、数字、数量、可能性、データ 

 

社会社会社会社会とととと環境環境環境環境 : 継続と変化、文化、資料、自然、社会システム、開発、コミュニ

ケーション、参加 

 

芸術芸術芸術芸術 : ダンス、演劇、メディア、音楽、絵画 

 

 

英語以外英語以外英語以外英語以外のののの言語言語言語言語 : 日本語と日本の文化 

 

保健保健保健保健 : 人間の発達と動き、体育、コミュニティ、人と食べ物、健康と安全、人

間関係 

 

テクノロジーテクノロジーテクノロジーテクノロジー : デザイン、評価、情報調査、コンピューターの使い方、ＩＴ技

術の学習は８項目すべてのカリキュラムに統合されています。 

 

理科理科理科理科 : 地球、エネルギー、生命体、自然、科学的な実験    

 



 

2.2.2.2.    日課日課日課日課、、、、行事行事行事行事    

 

2.12.12.12.1    始業始業始業始業、、、、終業時間終業時間終業時間終業時間    

子供達は 8:45amまでに学校に来て下さい。 

 

スタッフは 8:30amからグラウンドでの見回り、監督を始めます。この時間以前に

グラウンドにいる子供達は管理下にありません。早く学校に到着した子供達はラ

ンチシェッドで 8:30amに担当教師が到着するまで待っていて下さい。学校時間外

ケア(ＯＳＨＣ)は 7:30amより行っています。 

                                                                                                 

チャイム時間 

8:45am        -    授業開始                  

11:00am ～11:20am   -    朝の休み時間 

12:50pm ～1:00pm     -    昼食(生徒、教師) 

1:00pm ～ 1:40pm       -    昼休み    

 3:20pm                            -    授業終了、解散 

 

すべての休み時間においてスタッフが見回り、監督をしています。 

 

放課後はチャイムの鳴る 3:30pmまでスタッフが監督しています。この時間内に迎

えが来なかった子供は、事務所に連絡し事務所内で迎えを待つことになります。 

 

各学期の最終日とイースターホリデイの前日は、2:20pmに学校が終わります。 

 

2.22.22.22.2    欠席欠席欠席欠席    

生徒が欠席をする場合は保護者の方から、学校に報告をして下さい。欠席するに

あたって、生徒は欠席理由を書いたメモを自宅から持ってくる必要があります。

これは法的な書類に記録として残されます。 

 



 

遅刻:- 
学校に遅れてくる場合、生徒は事務所に行き、遅刻表にサインをして遅刻カード

をもらいます。そして、そのカードをクラス担任に渡して下さい。 

早退:- 
早退する場合は、事務所で早退表を記入し、教師に渡して下さい。 

 

学校時間中のアポイントメント:-                 
病院の予約等のアポイントメントがある場合は 

クラス担任に連絡してください。                     

 

グラウンドを出る時の許可:- 
子供達は校長か教頭からの許可なしにグラウンドから出ることはできません。 

 

2.32.32.32.3    暑暑暑暑いいいい日日日日////雨雨雨雨のののの日日日日    

 

暑暑暑暑いいいい日日日日        

すべての教室はエアーコンディショナーによって温度管理がされていますので、

暑い日でも早期終了はありません。 

気温が３６度以上の予報が出ている場合、子供達は昼休みの最初の３０分間は教

室内で過ごします。 

 

雨雨雨雨のののの日日日日    

朝、学校が始まる前、雨が降っている時は、ウェットウェザーベル(雨の日のチャ

イム)が鳴るまで屋根の下で待って下さい。子供達は教師がいる場合に限り教室へ

入ることができます。教師はほとんどの場合８:３０までには教室にいます。短い

サイレンが３回鳴った時は、雨のため外に出ることはできません。教師は室内で

生徒を監督します。 

 

子供達は屋外では特に注意が必要です。保護者の方は駐車エリアに気を付けて下

さい。 

 

 



 

2.42.42.42.4    集金集金集金集金、、、、返金返金返金返金    

遠足やキャンプ等のための集金、あるいは返金で子供達にお金を持たせる場合は

次の手順に従って下さい。 

 

• キャンプ、遠足等の送り状が家に送られます。送り状に必要事項を記入し、

代金と共に学校へ持って来てください。送り状の情報は学校で必要になり

ますので、切り離したりせずにそのまま提出して下さい。 

• キャンプ、遠足等の送り状には承諾書も含まれていますので、これらにサ

インしたことを確認して下さい。 

• 支払いは特別な指摘がない限り出納オフィスで 8:30am～11:00amに取り扱

っています。 

• もし生徒が代金を持ってくる場合は生徒の名前とルームナンバーを封筒に

はっきりと明記し、封をした封筒に入れて持ってきて下さい。お金はクラ

ス担任か出納係りに渡して下さい。 

    

2.52.52.52.5    制服制服制服制服    

ＰＴＡは生徒がいつも学校の制服を着用することを支持しています。これはスタ

ッフが生徒の安全を確保するのに役立ちます。”制服の着用”は私達の学校の誇

りを促進し、イメージを高め、生徒同士での差をなくし、学校でのアクティビテ

ィに適した服装を促し、平等の感性を学ぶことができます。(ＰＴＡ学校制服のポ

リシーより) 

 

生徒はコロネルライトガーデンズ小学校認定の帽子を１、４学期の間のすべての

屋外アクティビティにおいて着用しなければなりません。 

帽子をかぶっていない生徒は校庭の大きな松の木の下の日陰で遊ぶよう指示され

ます。 

    

備考備考備考備考::::デニムデニムデニムデニムはははは学校制服学校制服学校制服学校制服ではありませんではありませんではありませんではありません。。。。    

勉強に適したズボンを履いてください 

(サンダルも許可されていません)。 

学校カバンは購入することができます。 

制服はユニフォームショップで 

注文することができます。開店時間は学校に問い合わせて下さい。 

 

2.62.62.62.6    約束事約束事約束事約束事    

礼儀、良いマナー、きちんとした言葉遣いは常に心がけて下さい。 

子供達は校庭を常にきれいに保ち、片付けるようにして下さい。 

 

2.72.72.72.7    校庭校庭校庭校庭でのでのでのでのルールルールルールルール    

コロネルライトガーデンズ小学校では:- 

• すべての生徒、教師は妨害されることなく、安全で協力し合い、思いやり、

刺激し合える環境の中で勉強し働ける権利を持っています。 

• 大人と生徒が効果的に協力することは、一人一人の成功につながると信じ

ています。 



 

• 学校コミュニティのすべてのメンバーは敬意を持った行動で模範とならな

くてはなりません。 

• 生徒は話し合い、意思決定、交渉に参加するべきだと信じます。 

• 保護者は子供達の、学校での敬意ある行動をサポートする責任があると考

えます。 

 

    

2.82.82.82.8    パフォーマンスパフォーマンスパフォーマンスパフォーマンス、、、、遠足遠足遠足遠足 

これらのアクティビイティは教育プログラムにおいて価値のあるものです。これ

らは子供達が直に経験しクラス全体で分かち合うことができます。これらの経験

はクラスで学ぶアクティビティと関連しています。社会学習と言語力の強化はこ

れらのアクティビティを通して育成されます。 

 

パフォーマンスは様々な機会に学校全体、あるいは学年別のクラス等で予定され

子供達は学校で、音楽や演劇を鑑賞をすることができます。 

 

遠足は一日、半日等で実施され、たいていの場合地元の場所を訪問します。子供

達は経験をより豊かなものにするために、遠足の前後にクラスで遠足についての

アクティビティを行います。 

子供達はでこれらのアクティビティにできるだけ参加するように勧められ、個人

的、健康上の理由から除外されることはありません。何か問題等がある場合は、

保護者の方からクラス担任か運営スタッフに相談して下さい。 

 

集会は定期的に実施され、２週間に１度金曜日の午後に行われます。保護者の方

はいつでも参加することができます。集会は生徒によって組織され執り行われま

す。クラスから生徒の代表が選ばれ集会を取り仕切り、一年を通してすべてのク

ラスが経験します。 

 

2.92.92.92.9    紛失物紛失物紛失物紛失物    

紛失物はモートロック棟の西の端にある階段の下に保管されます。 

所有物所有物所有物所有物にににに名前名前名前名前をををを書書書書くことはおくことはおくことはおくことはお金金金金とととと時間時間時間時間のののの節約節約節約節約になりますになりますになりますになります！！！！    

学期が終わるたびに、名乗り出のなかった品物は地元のチャリティに寄付されま

す。学校では紛失物についての責任は負いかねます。名前のある物については即

座にその生徒に返されます。 

 

2.102.102.102.10    住所変更住所変更住所変更住所変更    

オーストラリアに居住されている間に住所が変わった場合は、学校事務所に知ら

せて下さい。 

    

3.3.3.3.    健康健康健康健康、、、、安全管理安全管理安全管理安全管理    

 
3.13.13.13.1    学校学校学校学校でのでのでのでの病気病気病気病気    

小さなけがや病気の子供は応急手当の設備があるフロントオフィスでケアされま

す。 

 



体調がすぐれず学校に滞在するのが困難な子供は、保護者に連絡できるように教

師、スタッフが最善を尽くします。 

 

緊急時で保護者と連絡が取れない場合は、学校が子供の安全のために適切だと思

われる行動を取ります。 

これらの理由から、保護者の方は、病気/緊急時の最新の連絡先を必ず学校に伝え

ておいて下さい。 



 

3.23.23.23.2    学校学校学校学校でのでのでのでの薬薬薬薬    

健康上の理由で、薬、医薬品が必要な場合はフロントオフィスのスタッフと相談

できますが、責任責任責任責任はははは保護者保護者保護者保護者のののの方方方方にににに任任任任されますされますされますされます。。。。 

 

薬が大人の管理下で処方されるように、生徒の担任教師/あるいはスタッフは取 

り扱い等の説明を受けなければなりません。医薬品はフロントオフィスに保管さ

れますが、保護者の許可のサインなしには取り扱いすることはできません。 

 

医薬品を安全に取り扱うために、子供の名前がはっきりと明記された薬局の容器

に入った薬を持って来てください。 

 

3.33.33.33.3    救命救急救命救急救命救急救命救急    

休み時間とランチタイムはすべてのスタッフメンバーに  

救命救急の義務があります。子供達は、けがをした場合   

初めに教師に知らせてください。そして必要でに応じて 

応急処置のためオフィスに送られます。 

それぞれの建物/クラスのエリアには小さなけが用の 

応急処置の道具が用意してあります。 

                                

3.43.43.43.4    緊急避難緊急避難緊急避難緊急避難のののの手順手順手順手順    

教育省とすべての学校は緊急避難のガイドラインを制作しています。 

 

火災あるいは防火訓練の場合、サイレンが継続的に鳴らされます。学校内にいる

時は、教師の指示に従って下さい。防火訓練防火訓練防火訓練防火訓練あるいはあるいはあるいはあるいは緊急緊急緊急緊急のののの時時時時、、、、すべてのすべてのすべてのすべての保護者保護者保護者保護者、、、、

生徒生徒生徒生徒はははは避難避難避難避難しなければなりませんしなければなりませんしなければなりませんしなければなりません。。。。    

短いサイレンが鳴らされている時は安全確認が 

出されるまで、すべてのすべてのすべてのすべての保護者保護者保護者保護者、、、、生徒生徒生徒生徒はははは 

建物建物建物建物のののの中中中中でででで待機待機待機待機しなければなりますんしなければなりますんしなければなりますんしなければなりますん。。。。        

                                                                                                     

 

 



4.    クラスクラスクラスクラス、、、、評価評価評価評価    

    

4.14.14.14.1    宿題宿題宿題宿題    

宿題は次のことに役立つと考えています:- 

• 勉強する習慣をつける 

• 保護者に学校で何を習っているかを見せる 

• 子供達は時間を有効に使う 

• クラスで学習したことを補強する 

• 学んだことを復習する 

• 小学校から高校への移行 

 

教師は新年度の初めに保護者に宿題のポリシーについて説明する義務があります。 

 

4.24.24.24.2    生徒生徒生徒生徒のののの評価評価評価評価とととと保護者保護者保護者保護者へのへのへのへの通知通知通知通知    

 

生徒生徒生徒生徒のののの向上向上向上向上のののの評価評価評価評価    

生徒は学習の進行を監察するためと潜在能力をサポートするために継続的に評価

されます。 

 

生徒の評価には様々な方法が用いられます:- 

• 定期的なテスト 

• 知識、技術、問題に直面した時の行動の記録 

• 学習の進行具合のチェック 

• 教師による監察 

• 授業の反省 

• 自分自身、クラスメイト、教師による評価 

    

    

保護者保護者保護者保護者へのへのへのへの通知通知通知通知    

保護者はいつでも生徒の進歩状況について、クラス担任や校長と話し合うことが

できます。話し合いをする場合はクラス担任と日時などを前もって決めてくださ

い。 



 

 

生徒は保護者に見せるための記録集あるいはワークブックを作ります。 

これらは授業で行ったこと、内容の詳細、生徒の進行具合に 

ついてのコメントが含まれています。 

 

正式なレポートは２学期の最後に渡され、年間レポートは 

４学期の最後に渡されます。自己評価は１学期の最後に渡されます。 

保護者/教師のインフォメーションイブニング(懇談会)は１学期の初期に実施され、

個人面談は３学期に行われます。また保護者あるいは教師の必要に応じても行わ

れる場合があります。 

要望に応じて、通訳を頼むこともできます。 

 

5.5.5.5.    保護者保護者保護者保護者のののの参加参加参加参加    

 

保護者はアクティビティに様々な形で参加することができます。保護者が参加す

ることによっては学習や学校の効果を主張することができます。 

 

5.15.15.15.1    保護者保護者保護者保護者とのとのとのとのコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーション    

定期的な学校と保護者の相互コミュニケーションは積極的に行われ、正式でない

場合や、日々の中で行われるもの、日誌を通して行われるものがあります。 

 

時には特別な心配事等も話し合う必要があるかもしれません。保護者はまず第一

にクラス担任と話し合うためにアポイントを取ってください。必要に応じて校長/

教頭が話し合いに参加する場合もあります。 

 

バイリンガルサポート(通訳)をするスタッフも定期的に学校に来ています。何か

問題について話し合いをする場合にバイリンガルサポートが必要であれば、学校

に申し出て下さい。 



 

クラスインフォメーシクラスインフォメーシクラスインフォメーシクラスインフォメーションョンョンョン    

毎年最初に教師は保護者に授業内容の予定とクラスの日課についての報告をしま

す。 

年間を通して教師は様々な方法で保護者とのコミュニケーションを持ちます。 

＃  個人的なコンタクト 

＃  生徒の日誌、コミュニケーションブック 

＃  お知らせ 

＃  生徒の記録集、ワークブック 

＃  レポート 

 

一緒一緒一緒一緒にににに学学学学ぶぶぶぶ    

保護者の方々はたくさんの事に参加して頂くことができます。学校への保護者の

参加は、生徒の経験をより豊かなものにします。 

 

保護者は下記の事柄等に参加できます: 

• 図書館 

• クラスのプログラム 

• サポートプログラム           

• 遠足 

• ＰＴＡ 

• 学校管理 

• 低学年のプログラム 

• 校庭管理 

• スポーツクラブ 

• 食堂のサポート 

• 問題発生時の学校への連絡 

• ＬＡＰ(ランゲージ・アシスト・プログラム)、低学年の個人指導 

 

5.25.25.25.2    ニュースレターニュースレターニュースレターニュースレター    

これは学校と保護者の間のコミュニケーションにおいてきわめて重要なものです。

教育の問題、行事、懇談会、学校の業績のインフォメーションが含まれています。

このニュースレターは毎週木曜日に家族の中の最年少の子供に渡されます。 

 



 

5.35.35.35.3    スポーツスポーツスポーツスポーツ    

健康と技術向上のためのレッスンが運動教育プログラムの中で行われます。 

 

また放課後、子供達は多様な種類のスポーツをする機会が与えられます。これら

のスポーツは適したコーチやマネージャーがいる場合にのみ実施することができ

ます。 

コーチや移動(移送)の援助が必要となりますので、保護者の方にサポートして頂

けると有難く思います。 

 

学校でのスポーツの練習のポリシー:- 

• 希望するすべての子供が参加し楽しむことができる  

• 勝つことではなく、技術の向上を重要視する 

• すべての子供に平等にプレイする時間を与える 

 

スポーツアクティビティは下記のものが含まれます: 

クリケット  ネットボール  チェス  フットボール  サッカー 

 

スポーツアクティビティについての情報は事務所で得ることができます。 

 

5.45.45.45.4    スポーツデイスポーツデイスポーツデイスポーツデイ    

スポーツデイは学校で年に１回開催されます。子供達はチームに分けられ学校の

トロフィを賭けて競い合います。すべての生徒は競技に参加することによってチ

ームポイントを増やします。 

スタートスタートスタートスタート        －－－－    青     ライトライトライトライト            －－－－    緑緑緑緑    

ミッチェルミッチェルミッチェルミッチェル    －－－－    黄色黄色黄色黄色                ジャクソンジャクソンジャクソンジャクソン    －－－－    赤赤赤赤    

    

6.6.6.6.    施設施設施設施設    

 

6.16.16.16.1    図書館図書館図書館図書館                                                                            

図書館でのレッスンプログラムは世界の変化やテクノロジーの 

多様化を認識することを基礎とし、生徒は授業でそれを経験 

することができます。 

 

私達は生徒が自立し、生涯学ぶことを続ける必要があると認識しています。これ

を達成できるように、私達は子供達に技術を身に付けさせる役目を担っています。 

生徒は小学校で、将来自立し、自分に適した学習ができる技術の基礎を学んでい

ます。そのためには、その場限りの授業ではなく計画的に考えられたプログラム

を提供することが重要であると確信しています。 

 

期限内に宿題を完成させる重要性を教えるために、時間管理を生徒に教えていま

す。また教師は採点をするためのスケジュール、特別な理由(病気等)のみ考慮さ

れることについても説明します。研究等の課題は、その意図や評価の方法を明確

に説明します。 

 

 

 



生徒は図書館から一度に２冊の本を借りることができます。本の交換のための開

館時間は 8:45～9:30 と 1:40～2:00 です。低学年の子供達には図書館用のかばん

を用意して頂けると有難く思います。クラスごとに本を借りる時間も別に設けて

あります。 

 

6.26.26.26.2    食堂食堂食堂食堂    

食堂はＰＴＡの責任によって運営される食堂委員会によって運営されています。

マネージャーは雇われており、ボランティアのヘルパーが昼食を用意したり給仕

したりしています。 

 

食堂の目的は健康的なメニューを低価格で提供することにあります。メニューは

全国健康食品ガイドラインに沿っています。子供達は休憩時間の 11:00am～

11:20amの間と 1:00pm～1:40pmの間にカウンターで軽食を買うことができます。

校庭で監督をしているスタッフがこれも管理しています。 

 

ランチバッグはクラス担任か食堂にあります。昼食の注文は 9:15amまでにクラス

にある食堂箱の中に入れてください。遅れての注文を受け付ける場合もあります。 

 

どのような形でも保護者のご協力頂けると有難く思います。ボランティアの申し

出はこのフォルダーの中にある用紙を記入して提出して下さい。 



 

6.36.36.36.3    学校時間外学校時間外学校時間外学校時間外ケアケアケアケア((((ＯＳＨＣＯＳＨＣＯＳＨＣＯＳＨＣ))))    

このプログラムは、保護者の要望に応じて子供達に安全と良い環境を提供するた

めのものです。始業前は 7:30～8:30 まで運営されます。放課後は 3:20～6:00 ま

で運営されます。料金が必要となりますが、センターリンクを介して、状況に応

じての料金の軽減が可能な場合もあります。学校時間外ケアについての情報は、

問い合わせによって知ることができます。このプログラムの場所は限定されてお

り、予約が必ず必要です。0402 031 762 の学校時間外ケア(ＯＳＨＣ)に電話して

下さい。 

 

この学校時間外ケア(ＯＳＨＣ)プログラムはＰＴＡによって管理されています。

パンフレットはこのハンドブックと一緒にあります。 

 

休暇中のケアプログラムも近年、学校で運営されています。このプログラムの詳

細については学校に問い合わせて下さい。 

 

6.46.46.46.4    音楽音楽音楽音楽のののの個人個人個人個人レッスンレッスンレッスンレッスン    

ピアノ、ギター、吹奏楽の個人レッスンを受けることができます。保護者は支払

いについて学校時間中に教室を使っている音楽教師と直接話し合うことができま

す。 

 

6.56.56.56.5    スクールバンドスクールバンドスクールバンドスクールバンド                                                                            

学校には吹奏樂と打楽器のバンドがあります。楽器は学校で 

借りることができ、音楽の教師が教えます。 

 

6.6.6.6.6666    スクールコーラススクールコーラススクールコーラススクールコーラス    

生徒は高学年になるとコーラスを練習する機会があります。特別にトレーニング

を受けた教師が上達のためのサポートをします。 

 



 

6.76.76.76.7    情報通信技術情報通信技術情報通信技術情報通信技術((((ＩＴＩＴＩＴＩＴ))))    

このプログラムは学校全体で焦点を当てています。学校はネットワークを繋げ 

生徒は学校の友達に e-mailを送ったり、インターネットや保存されたＣＤを介し

て研究をしたりすることができます。それぞれのクラス 

にはコンピューターがあり、学校のいたる所や図書館に 

何台かのコンピューターが設置してあります。 

コンピューター学習はレセプションから７年生まで 

すべての生徒に提供されます。すべてのスタッフと 

生徒はこのテクノロジーを使うことによって生涯学習の 

技術を身に付けます。すべての生徒と保護者は毎年 

新年度の初めに「ＩＴ使用の許可同意書」にサインしなければなりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


