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学校案内 

 
 

 
 

“Kia Ora” 
「ノースクロス・インターミディエイトへようこそ」 
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留学生 

 

キウイ体験…  

 

本校留学生からのメッセージ： 
 

「入学した頃はとても心細かったです。遊ぶにも、友達がいなかったので遊べませんで
した。そんな状況でどうやって友達が作れるでしょう。「英語は分からないし、気後れす
るばかりでどうしたらいいんだろう」と悩みました。本当に困っていました。でも、何日か
したら一緒に遊べる友達ができて、何でもできるようになりました。今ではもうそんなこと

でくよくよしません。留学生だって友達はできるし、なんとかなります。 

 

教職員のご紹介 
 

留学生の味方 

 

校長 – Mr Jonathon Tredray（ジョナサン・トレドレイ） 
 

副校長 – Christina England（クリスティナ・イングランド）、Wendy Naidu（ウェン

ディ・ナイドゥ） 
 

事務局長 – Mr Kevin Faulkner（ケビン・フォルクナー） 

 財務 

 募金活動 

 

留学生課：- Mrs Sharon Hines（シャロン・ハインズ）、Mrs Anna Inger（アンナ・イン

ガー） 

 Melanie Yang（メラニー・ヤン） – 中国人留学生担当 

 Grace Kim（グレース・キム） – 韓国人留学生担当（要予約） 

 留学生の生活保障 

 在籍証明の発行 

 入学手続き 

 卒業証明 

 ホームステイ先、教職員、生徒との連絡 

 学校生活に関する相談 

 

校内カウンセラー – Mrs Lizette van Zyl（リゼット・ヴァン・ジル） 

 学校生活の悩み相談  

 困っている時や淋しい時、話しを聞いて一緒に考えます 
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図書室司書 – Mrs Kaye Taylor（ケイ・テイラー） 
 

校内看護師 – Mrs Kelli Dean（ケリ・ディーン）   

 保健室 

 

校長秘書– Mrs Lynne Potts（リン・ポッツ） 

 校長専属秘書 

 音楽プログラム 

 

学生支援課秘書 – Mrs Donne Greentree（ドンヌ・グリーンツリー） 

 在校中の手続き全般 

 

ESOL：    Mrs Fiona Lander（フィオナ・ランダー）、Mrs Annette Thomas（アネ

ッテ・トマス）  
 

 

オリエンテーション 
新学年度開始 （1月 – 2月） 

ニュージーランドに初めて留学し、英語力が基礎レベルの生徒は、入学後 4週間に

渡り、オリエンテーションクラスで学校生活に慣れることから始めます。午前中はモ

ーニングティー（中休み）迄各自のクラスで過ごし、その後はオリエンテーションクラ

スへ移動します。オリエンテーションクラスは月曜日から木曜日までです。オリエン

テーション期間終了後に入学した生徒には個別オリエンテーションを実施し、ピアサ

ポート（生徒同士の助け合い）役の生徒を紹介します。 

 

一般情報： 
本校では、スポーツやレクリエーション、文化、芸術、音楽といった活動への参加を

幅広く奨励しています。これらの活動については、留学生課の Mrs Hines、または

クラス担任、ESOL担当教師にお問い合わせください。 
 

事前に事務室へ許可証申請をしない限り、父兄をはじめ、学校を訪問される方には、

生徒に話しかけたり、教室を見学したりすることをご遠慮いただいています。これは

生徒保護を目的とした安全上の警備対策です。 

 
 
 

生徒は個人のコンピュータまたはノート PC を毎日持参してください。 
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時間割：  

 

8:00am    開校 

8:45am-8:55am  教室内に着席、出席確認とお知らせ 

8:55am-9:50am   1時間目 

9:55am-10:50am   2時間目 

10:50am-11:10am  中休み 

11:10am-12:05pm   3時間目 

12:10am-1:05pm  4時間目 

1:05pm-2:00pm  昼休み 

2:00pm-3:00 pm   5時間目（文化活動、能力開発クラス） 

3:00pm   授業終了 

 
 

購買部営業時間：                      

文房具、制服の販売                  

リソースルーム（図書館隣の資料室）の開室時間： 

月曜 - 木曜  

8:15am-12:30pm（10:50-11:00の中休みは閉室） 1:15pm-4:00pm  

金曜日：8:15am-9:00am、3:00pm-4:00pm  

定規、鉛筆、ペンを毎日持参してください。入学時に文房具を支給します。留学生に

は文房具が無料で支給されます。 

 
 
 
 
 
 
 
 

制服：       

毎日の通学、下校時に必ず正しい制服を着用してください。日中、校内で体操着を

着用することは許可されていますが、下校時には必ず制服に着替えてください。服

装指導は、校長に一任されています。 

 

注意：  

アクセサリー：  

腕時計以外のアクセサリー（ネックレス、指輪、その他）の着用は禁じられています。

但し、シンプルなピアス 1組（スタッドまたはスリーパー）は許可されています。ヘア

ゴムやヘアバンドは青または白のみ。 

化粧は、無色透明のマニキュア以外、禁じられています。 

日焼け止め：家庭で日焼け止め使用を奨励してください。 
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生活態度                 

 

本校の生徒は、自分が相手からされたいように他者に接し、他者の目から見てあ
るべき態度を示すことを期待されています。 

先生に敬意を示し、すべての授業に出席してください。各生徒に支給される生徒手

帳に適切な服装、禁止行為、持ち込み禁止品に関する校則が記載されています。 

 
 

金銭と貴重品  

高額の現金は持参しないでください。 何らかの支払いのために高額の現金を持参

しなければならない場合は、通学用カバンに入れたままにせず、必ず登校直後に

担任または事務室に預けてください。本校は生徒が持参する現金について一切の

責任を負わないため、慎重な判断をしてください。 

 
 

携帯電話   

携帯電話は 8時 45分まで にクラス担任に預けてください。授業終了時（午後 3

時）まで 、安全な場所に保管します。  授業時間中は、校内における携帯電話の使

用が禁止されています。 父兄に連絡する必要がある場合は、必ず事務室まで申し

出てください。 

 
 
 

売店                    

校内売店で各種の食品を販売しています。売店での買い物には 10 ドルあれば十

分です。高額の現金を持参しないでください。昼食の注文受付は 8 時 45 分迄です。

注文時に料金を支払い、領収書を受け取ります。12時 40分に最初のベルが鳴っ

たら学食へ移動し、領収書を職員に手渡してください。 2回目のベルが鳴る 12時

50分に準備された昼食を受け取ることができます。 

 

電話：  

緊急の要件で電話をかけなければならない場合は、事務室に申し出てください。 

 

バッジシステム：  

文化やスポーツ、学習などの課外活動に意欲的に参加した生徒には、アクティビテ

ィーバッジ（黒）が授与されます。これらの分野において、学校代表として競技大会

やコンクールに出場した生徒には、Nx（ノースクロス）代表バッジが授与されます。

さらに、ノースハーバー地区あるいはオークランド全域などの代表に選抜された生

徒には、そのレベルに応じた Nxバッジ（金/銀/銅）が授与されます。 
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今日のお知らせ：                

各クラスの朝礼時にその日のお知らせを伝達します。また、PAC外部の掲示板に

「This Day News（今日のお知らせ）」が貼り出されます。これは学校で何が起きて

いるかを知るための重要なお知らせです。「This Day News（今日のお知らせ）」は

本校ウェブサイトにも掲載され、父兄/保護者 も閲覧できます。
www.northcross.school.nz 
 
 

ヘルスセンター（保健室）：              

       

ヘルスセンターは事務棟付近にあります。Keli Dean 看護師が常勤しています。 

 
 

バス：        

スクールバスの運行に関しては、フロントオフィスの Mrs Greentreeにお問い合わ

せください。 

 
 

図書室：       

開室時間：1:00pm - 1:30pm   

 

IDカード（学生証）： 

全校生徒に IDカードの携帯が義務付けられています。IDカードがなければ図書の

貸出手続きはできません。入学直後に IDカードが発給されます。クラス写真の撮

影日に欠席した生徒は、Mrs Hinesが個別に IDカード用の写真を撮影します。 

 

落とし物：    

制服をなくした、または誰かの制服を拾った場合、リソースルームまで届け出てくだ

さい。現金や貴重品を紛失、盗難した場合は、フロントオフィスまで届け出てください。

現金や電子機器は、できるだけ学校へ持ち込まないようにしてください。 

 
 
 
 
 

http://www.northcross.school.nz/
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悩みごと相談：                 

 

 勉強や先生についての悩み 

 友達関係についての悩み 

 ホームステイについての悩み 

 

Mrs Hines、Mrs Inger、Mrs Yang、Mrs Kimにご相談ください。他言語の通訳も手

配します。また、留学手続きの際に指定した「保護者」と共に三者面談をすることも

可能です。 

 

Mrs Hines：021 252 7465 

Mrs Inger：027 253 4473 

Mrs Yang： 021 163 7792 

Mrs Kim：021 226 2625 

 

緊急通報 

 

警察、消防、救急車：  111 

 

             
 
 
 
 
 

 

本校の職員一同、皆さんが楽しい留学生活を送られることを願ってい
ます。不明な点はお気軽にご相談ください。 どのようなお問い合わせ
にもできる限り対応します。 Mrs Hinesの勤務時間は、月曜から金曜

の午前 8時から午後 3時まで です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8 

よくある質問：                      

 

新しい学校では分からないことばかりです。以下によくある質問をご紹介します。 

 

病欠する時はどうすればいいですか。 

父兄または保護者が学校へ電話（477 0167、内線番号 1）し、生徒の氏名とクラス
番号をお知らせください。 

 

授業時間内に病院などの予約がある場合はどうすればいいですか。 

事前に父兄/保護者からの手紙をフロントオフィスへ提出するか、父兄/保護者から
直接 E メールで事務室またはクラス担任までお知らせください。 

 

遅刻したらどうすればいいですか。 

午前 9時以降の場合、まずフロントオフィスで遅刻報告をしてください。フロントデス
クの電子手帳に生徒氏名と遅刻の理由を入力する必要があります。 

 

校内で気分が悪くなったり、けがをしたりした場合はどうすればいいですか。 

まず先生に申し出てください。先生に渡される「パス（許可証）」を持って、ヘルスセ
ンターへ行きます。その際、別の生徒が付き添います。 

 

中休みや昼休みに教室内に残ってもいいですか。 

雨天でない限り、中休みと昼休みの間、教室は施錠されます。大雨で外に出られな
い時は、それを知らせるベルが鳴ります。 

 

校内カウンセラーと面談するにはどうしたらいいですか。 

Mrs van Zylは、昼休み中、予約がなくても生徒からの相談を受け付けています。

カウンセラー室は PACの裏にあります。父兄/保護者が面談を希望する場合は、予

約申込書を提出してください。予約申込書はフロントオフィスから入手できます。 

 

落とし物をした時はどうすればいいですか。 

衣類の場合はリソースルームへ問い合わせてください。その他の落とし物に関して
は、フロントオフィスへ問い合わせてください。 

 

ホームステイ先で問題があった時にはどうしたらいいですか。 

Mrs Hinesまたは Mrs Inger、あるいは母国語を話す留学生担当者まで申し出てく
ださい。 

 

在籍証明書の発行や、何らかの書類提出が必要になった場合、どうしたらいいで
すか。 

留学生課ディレクターの Mrs Hinesにお問い合わせください。 

 


