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Chatswood 校区
保護者、生徒、職員、住民向けの情報
2019年5月

新たに開校する各学校では、現在プ
ライマリースクールの生徒に割り当
てられているプレイスペースの約3倍
の広さが確保されます。

新築・改装される近代的学習・教育施設■
の収容人数： 
プライマリースクール – 最大1200人 
中等学校 – 最大2000人

パフォーミングアーツ用
の専用スペース

新しい図書室

サイエンスルーム、アートルーム、ミュージ
ックルームなどの専門教育施設

NSW州政府は、Chatswood Public School、Chatswood High School、Chatswood 集中
英語センター（IEC）の再開発、再配置、拡張を通じた画期的校区の整備を Chatswood で計画して
います。

写真はNSW州全域で建設を進めている学習施設の一例です

屋内スポーツ施設

ハイスクールの生徒用の体育
館、レクリエーション・エリアの
新築・整備

Japanese
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Chatswood 校区

この画期的な校区は、生徒と地域コミュニティのニーズを満た
す、新築・改装した近代的な学習・教育施設を提供するもの■
です。

同パブリックスクールにおけるオポチュニティー・クラスの提
供、同ハイスクールにおける選抜クラスの設置など、両校は卓
越した教育で知られており、その結果として両校の生徒数が急
増しており、既存のスペースや施設への負担が増しています。

Chatswood 校区では、両校の建物を新築・更新し、■
Centennial Avenue 側にある既存のハイスクールに「幼
稚部～イヤー6」と「イヤー7～9」を配置します。これに加え
て、Pacific Highway 側のパブリックスクールをイヤー■
10～12用のシニア・■キャンパスに更新・目的変更します。

この統合校区では、新しい教室、協調学習用スペース、オー
プンスペース、運動場、その他の関連施設を整備すること
で、Centennial Avenue キャンパスではパブリックスクール
生1200人、そして Centennial Avenue キャンパスと Pacific 
Highway キャンパスとを合わせて中等学校生2000人（各キ
ャンパス1000人ずつ）を受け入れます。

プロジェクトの最新情報 
スクール・インフラストラクチャーNSWは校長やスタッフと密
接に協力して学校要件や教育原則の明確化に取り組んでおり、
これらは全体デザインに組み込まれています。

建築家、プランナー、デザインのプロ、そして学校の首脳陣、■
P&Cの代表者から構成されるプロジェクト・レファレンス・グル
ープ（RPG）が定期的に会合を開き、全体デザインに盛り込ま
れる学校要件や教育原則について話し合っています。

学校関係者、学校職員、NSW州政府建築家オフィス、そし■
て道路海運サービス（Roads and Maritime Services）、■
Transport for NSW、Willoughby カウンシルを含む政府機
関が参加して、初期デザイン及びプロジェクトステージングに
関する協議が行われています。

州政府建築家オフィスからのフィードバックを基に 
Centennial Avenue キャンパスの計画が大きく変更され、■
プライマリースクールとイヤー7～9のロケーションが入れ替え
になりました。これは学校と生徒の双方にとってより良い結果
です。

州教育省は、IEC の首脳陣やスタッフ代表者と IEC の移転の
可能性について話し合いを持ってきました。

IEC は今年の末に St Ives High School に移転します。IEC 
の移転は、ノーザンシドニーにおけるハイスクールとの共同設
置、そして IEC の生徒の現在及び将来のニーズに応えるため
の長期的ソリューション確保への強い希望により決定されま
した。

今後の予定
州重要開発申請（SSDA）がまもなく州計画環境省（DPE）に提
出され、この申請内容は最低28日間公開されます。公開に際し
ては、地域住民に通知が行われます。

プロジェクトのスケジュール

新規施設の初期準備工事は2019年中頃に開始され、プロジェク
トの完了は2023年終わりを予定しています。*

生徒、職員、地域住民への影響を最小限に抑えるため、プロジェ
クトは段階的に行われます。

IEC の Chatswood High School から St Ives High School 
への移転は2019年の終わりに行われます。

進行中 プロジェクト・レファレンス・グループ（PRG）

2019年5月/ 
6月下旬

■■ 州重要開発申請（SSDA）の 提出、公開
■■ 説明会
■■ 郵便受けへの資料配付
■■ プロジェクト・ウェブサイトの更新

2019年8月/ 
9月

■■ 予約を必要としない説明会
■■ 職員との詳細デザイン協議を継続

2019年終わり
■■ 準備工事の開始
■■ 近隣住民への挨拶
■■ ニュースレター、ファクトシート

2020年  ■ Chatswood Public School の建設

2021年終わり
■■ パブリックスクール開校
 ■ Chatswood High School の建設開始
■■ 住民への通知

2022年始め ■■ ハイスクールのシニア・キャンパスの開校

2023年終わり ■■ ハイスクール（イヤー7～9）キャンパスの開校

*計画承認待ち



Centennial Avenue キャンパス

プライマリースクール（幼稚部～イヤー6）

建物2棟（3階建＋4階建）の新築により以下を提供：

■■ ■ホームルーム
■■ 協調学習用スペース
■■ 特定目的用ホームルーム

ハイスクール（イヤー7～9）

建物（4階建）の新築、M棟・H棟・K棟の改装により以下を提供：

■■ 一般学習エリア
■■ 科学・技術・技術・数学 (STEM科目）の学習エリア及び実
験室

共同設置施設

多層建物の新築により以下を提供：

■■ ■プライマリースクールとハイスクール（イヤー7～9）の図書室
■■ 多目的ホール
■■ 売店
■■ ■プライマリースクールとハイスクールの事務室

Pacific Highway キャンパス

シニア・キャンパス（イヤー10～12）

A棟、B棟、I棟の改装により以下を提供：

■■ 一般学習エリア
■■ シニア・キャンパスの事務室及び職員施設
■■ 図書室

建物2棟（共に4階建）の新築により以下を提供：

■■ 学習エリア、実験室
■■ ■ホール、売店

両キャンパス―初期構想
■■ 屋根付き＆屋根無しの屋外プレイ・エリアの新設
■■ 既存の解体可能指導スペースの撤去　

Centennial Avenue キャンパス

Pacific Highway キャンパス – ザ・ローワーズ
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最新情報を入手する

学校関係者との協議

計画当初から主たるステークホルダーが関与しています。

■■ ■プライマリースクール、ハイスクールの保護者市民組織（P&C）
代表者を含むプロジェクト・レファレンス・グループを設置しま
した。

■■ デザイン・ユーザー・グループ会議において教師、生徒から意
見を聞きました。

■■ 学校関係者を対象とした説明会を開催しました。

■■ ■これらの協議で特定された優先事項を、デザインを決定する
にあたっての参考にしました。

質問やフィードバックを基に、以下を引き続き行っていきます。

■■ ■デザインに関して教師と協議する。

■■ ■「デュアル・ハイスクール・キャンパス」がどのように機能するか
に関して議論する。

■■ ■プライマリースクールの生徒数問題に取り組む計画に関して
学校関係者に逐次報告する。

■■ 集中英語センターを St Ives High School に移転することに
関してステークホルダーと連携する。

■■ 学習環境のそばで行われる建設工事をどのように管理するか
に関してステークホルダーと意思疎通を図る。

写真はNSW州全域で建設を進めている学習施設の例です

フィードバック募集

最高の学習施設を生徒に提供するため、私達は学校関係者やそ
の他のステークホルダーと協力して参ります。Chatswood 校区
に関する学校関係者や地域の皆様のご意見をお寄せください。

ホームページ
School Infrastructure NSW サイトにアクセス
して最新情報を入手しましょう：■
schoolinfrastructure.nsw.gov.au

Eメール
コミュニティ・エンゲージメント・チームへのお問■
い合わせは以下のアドレスからお願いします：■
schoolinfrastructure@det.nsw.edu.au

Tel
電話でのお問い合わせは以下の番号でお受け付
けしております（月～金、9am～5pm）：■
1300 482 651
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