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サンデー・タイムズにこの時代のイングランドを代表する学校として

取り上げられたことを大変光栄に思います。当校に関して以下のよ

うな賞賛をいただいています。

ブライトン・カレッジはリチャード・ケアンズ校長の指導の下に英国最高の教育機

関の1つとして頭角を現し、サンデー・タイムスにて「この10年におけるイギリスの

最優秀校」との評価を受けました。

2006年にケアンズ校長が赴任した当時、ブライトン・カレッジの学校ランキング

は147番目でした。 2010年までにはイギリスで41番目までランクアップし、継続

的な改善により常にトップ10に位置づけするようになりました。2019年には男女

共学校として史上最高の3位に輝いています。2010年から2019年までに Aレベ

ルの試験で最高得点のAスターの獲得率が28.4%から44.2%に伸び、2011年

と2018年には年間最優秀の私立学校に選ばれました。



「   ブライトン・カレッジは、 
単に成績優秀なだけで
なく、優れた人間性を持
つ学生を育てます」

  

本校の学生はトップクラスのラッセルグ

ループの大学への進学を希望し、2016
年以降は毎年30名以上がオックスフォ

ード大学およびケンブリッジ大学に入

学しています（最高37名）。2006年時点

ではオックスブリッジ（オックスフォード

大学またはケンブリッジ大学）に入学し

たのはわずか4名でした。米国のコロン

ビア大学やニューヨーク大学などの著

名な教育機関への進学を選ぶ学生も

増えています。

学習意欲を起こさせる指導、および人と

しての優しさと寛容さに重点を置いた教

育が、本校の素晴らしい学業成績につ

ながっています。

「学習意欲を起こさせる
指導、および人としての
優しさと寛容さに重点を
置いた教育が、ブライト
ン・カレッジを成功へと導
きました」

当ブライトン・カレッジは、単に成績優秀

なだけでなく、優れた人間性を持つ学

生を育てます。それに向けた取り組み

により高い評価を得たケアンズ校長

は、「人が人生の終焉を迎える時、私た

ちは、所有する車や家、仕事によってで

はなく、他の人たちにどのように接して

きたかによって判断されるのです」と話

しています。

2006年、ブライトン・カレッジは私立校

として初めて7年生（11歳～12歳）のカ

リキュラムに中国語を加え、ローワー・

シックス・フォームの学生全員を毎年ア

ウシュビッツに連れて行く方針を取り入

れました。16歳以上の学生の授業には

起業家精神を育てるカリキュラムを取り

入れ、各チームは1万ポンドの賞金獲

得を目指して様々なアイデアを競い合

います。



ブライトン・カレッジは過去10年におい

て、多くの様々な課題に取り組んでき

ました。学生達は単に GCSEやAレベ

ルで優れた成績を収めるだけでなく、

現在世界が直面している課題を理解

し、自らの役割を果たす準備をしてい

きます。

「学習意欲を起こさせる
ケアンズ校長の指導の
下、学生たちはお互いを
尊敬する心を学んでい
ます」

ありのままの自分に満足し、その姿を

周りの人や仲間たちに評価される学生

は、保護者の期待をはるかに超えた可

能性を実現します。それがまさにブライ

トン・カレッジが生み出すストーリーな

のです」

教師を始めとする全員に大きな期待

が寄せられています。外務・英連邦省

への入省を希望していたケアンズ校長

は、まず母校で教職に就き、そこで教

育に心を奪われました。「その気持ち

はその後も衰えていません。校長の職

に就いてすぐ、学生はあらゆる授業に

おいてすべての教師から刺激を受ける

べきだと思うようになりました。教師の

質が高ければ高いほど、すぐれた学校

であると言えるのです」

2020年11月に創立175年を迎えたブ

ライトン・カレッジには現在1,175名の

学生が在籍しており、寄宿生450名の

うち約4分の1が留学生です。

主な入学年齢である13歳での競争率

は3倍ですが、11歳、またシックス・フォ

ームの学生の入学も受け入れていま

す。 本校の付属小学校に加えてトーマ

ス・クラッパムおよびトーマスズ・バタシ

ー小学校からの生徒が多く入学してお

り、トーマスズ・バタシーにはジョージ王

子とシャーロット王女が通っています。

週日のみの寄宿制度は、ロンドンに住

む保護者の間で人気を集めています。

学生は週4日寄宿舎で生活し、週3日

を自宅で過ごします。寮生活のメリット

を得ながら週末は家族と一緒に過ご

すことができ、特に共働きの家庭では

希望者が増えています。

「ラグビー、クリケット、ネッ
トボールではイングランド
でもトップクラスの成績を
収めています」

ブライトン・カレッジはラグビー、クリケ

ット、ネットボールにおいてイングランド

でもトップクラスの成績を収めており、

ビーチバレーボールなども盛んです。

過去10年間、イングランド代表として活

躍した本校卒業生は30名を超え、



Alumni（本校卒業生のネットワーク）に

はクリケットのイングランド代表であるマ

ット・プライアー選手やクレア・コナー選

手も参加しています。ラグビー界のスタ

ーであるマーカス・スミス選手や陸上の

トビー・ハリース選手も当校で学びまし

た。

本校はエリートスポーツのみに力を入

れているわけではありません。ケアンズ

校長は在職中に体育の授業を週2回

から6回に増やし、様々なスポーツを取

り入れ、スター選手だけでなく学生全員

がトップコーチからの指導を受けられる

よう改善しました。

ここでもスポーツを固定的観念でとらえ

ることはありません。多くの学生がダン

スに積極的に取り組み、ダンスレッスン

やダンスグループには男子学生も100
名以上参加しています。来年はパフォー

マンスシアターの建設が始まり、ケンプ

タウンのシーサイドに建設中のキャン

パスが完成予定です。また2015年に

は、ピンクフロイドのデビッド・ギルモア

が参加して、ミュージックスクールがオ

ープンしました。

ブライトン・カレッジは、恵まれない家庭

環境にある若者の一流大学への進学

をサポートするロンドン・アカデミー・オ

ブ・エクセレンス・ストラットフォードを創

立しました。 また難民を含む地元の恵

まれない若者20名にシックス・フォー

ムへの奨学金を提供するプログラムも

運営しています。

ブライトン・カレッジは、学生の社会的

意識の育成にも力を注いでいます。 

学生たちは、年1回の「 Make a 
Difference Day」にはサセックス州

全域で様々なプロジェクトに参加し、

慈善事業のボランティアも毎週行って

います。

「私はこの学校を愛しています。学生時

代をここで過ごせればよかったと心か

ら思います」とケアンズ校長は語りま

す。 「私は男女共学校でのみ見られる

多面性が好きです。様々な個性が集ま

る環境が好きなのです」。男子学生と

女子学生は、お互いの最も良いところ

を引き出すとケアンズ校長は信じてい

ます。「共学校では異性の行動を学び、

それを吸収してお互いを見習うように

なります。そのおかげで大学に進んだ

際に同じクラスに異性の学生がいても

気になりません。これは大きなプラスな

のです」

ブライトン・カレッジは、共学の環境に

おいて、学生に学習意欲を起こさせ素

晴らしい教育が受けられることを保護

者に実証しています。



順位	 学校名

1 セントポール・ガールズスクール

2 ゴドルフィン・ラタイマー・スクール

3	 ブライトン・カレッジブライトン・カレッジ

4 キングス・カレッジ・スクール、ウインブルドン校

5 ワイコム・アビー・スクール

6 マグラデン・カレッジスクール

7	 ギルドフォード・ハイスクール

8	 セントメアリーズ・スクール・アスコット

9	 セントポールズ・スクール

10	 キングエドワード	VI	・ハイスクール・フォー・ガールズ

11	 イートン・カレッジ

12	 ハバダッシャーズ・アスクズ・スクール・オブ・ガールズ

13	 カーディフ・シックスフォーム・カレッジ

14	 ウェストミンスター・スクール

15	 シティ・オブ・ロンドン・スクール

16	 ノース・ロンドン・カレジエイト・スクール

17	 コンコード・カレッジ

18	 セブンオークス・スクール

19=	 ハンプトン・スクール

19=	 ザ・パース・スクール

21	 ウィジングトン・ガールズスクール

22	 ユニバーシティ・カレッジ・スクール、ハムステッド校

23	 ハバダッシャーズ・アスクズ・ボーイズスクール

24	 シティ・オブ・ロンドン・フォー・ガールズ

25	 ハイゲート・スクール

26	 サウス・ハムステッド・ハイ・スクール	GDST
27	 ラタマー・アッパー・スクール

28	 ジェームス・アレンズ・ガールズスクール

29	 オックスフォード・ハイ・スクール	GDST
30	 エルサム・カレッジ

31	 チェルトナム・レディーズ・カレッジ

32	 ウィンチェスター・カレッジ

33	 セント・オールバンス・ハイスクール・フォー・ガールズ

34	 トンブリッジ・スクール

35	 レディ・エラノール・ホールズ

36	 ウィンブルドン・ハイスクール	GDST
37	 ロイヤル・グラマー・スクール、ギルドフォード校

38	 キング・エドワードスクール、バーミンガム校

順位	 学校名

39	 フイットギフト・スクール

40	 マーチャント・テイラーズ・スクール

41	 セント・ヘレン・アンド・セント・キャサリン

42	 チャニング・スクール

43	 ザ・マンチェスター・グラマースクール

44	 アビンドン・スクール

45	 リシン・スクール

46	 パットニー・ハイスクール GDST
47	 クイーン・エセルバーガズ・カレッジ

48	 ライゲイト・グラマースクール

49	 アレインズ・スクール

50	 トリニティ・スクール

51	 セント・キャサリンズ、ブラムリー校

52	 セント・マイケルズ・スクール

53=	 ダリッジ・カレッジ

53=	 ノッティング・ヒル・アンド・イーリング・ハイスクール

55	 バンクロフツ・スクール

56	 スティーブン・パース・ファウンデーション

57	 キングストン・グラマースクール

58	 ロイヤル・グラマースクール、ニューカッスル校

59	 マンチェスター・ハイスクール・フォー・ガールズ

60	 ラドリー・カレッジ

61	 セント・ジョンズ・カレッジ、カーディフ校

62	 エプソム・カレッジ

63	 ダウン・ハウス

64	 セント・メアリーズ、カーン校

65	 シティ・オブ・ロンドン・フリーメンズ・スクール

66	 セント・スウィザンズ・スクール

67	 ウェリントン・カレッジ

68	 ウェストボーン・スクール

69	 ジ・アビー・スクール

70	 シデナム・ハイスクール GDST
71	 サー・ウィリアム・パーキンズ・スクール

72	 ケーターハム・スクール

73=	 イプストック・プレイス・スクール

73=	 イマニュエル・カレッジ

75 バドミントン・スクール

トップ75の私立学校

出典: 2020年11月現在、サンデー・タイムズによる私立中学・高校のトップ校一覧 
 ランク付けはAレベルおよび GCSEの結果に基づく
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