




ＣＣＥＬについて 

ＣＣＥＬはカンタベリー大学付属の語学学校で、クライストチャーチ市のカンタベリー大学敷地内と
オークランド シティーセンターに併設されています。どちらの敷地もアクセスしやすく、生徒にとって望

ましい環境にあります。ハイレベルの語学教育の質と、生徒へのサポートの取り組みにより、ＣＣＥＬ
は国に認められた語学施設となっています。 

大学との提携 
ＣＣＥＬはカンタベリー大学並びにカンタベリー大学の提携校
であるUniversity of Canterbury International College (UCIC)の
公式英語学校です。大学、あるいはUCICへ進むための英語ト
レーニングコースとなっています。 

素晴らしいロケーション 
現代的な大学キャンパスに設けられたクライストチャーチ校、
そして都市の活気に満ちたオークランド校、二つの選択肢が
あり、転校も可能です。 
 

選択肢豊富なコース 
日常英会話、ビジネス英語、アカデミック英語、ケンブリッジ
試験コース、ＩＥＬＴＳコース、英語教員コースと、様々です。
コース間の変更も可能です。 
 

学業評価 
アカデミックコースの一つであるＥＡＰ (English for Academic 
Purposes) はカンタベリー大学に推薦された英語コースです。

ＥＡＰを修了するとＩＥＬＴＳなしでカンタベリー大学、あるいは
UCICにそのまま進学することができます。                

勉強と仕事の両立 
スチューデントビザを持っていて、ＣＣＥＬでの学業期間が１４
週間以上の場合、パートタイムの仕事を持つことも可能です。 
 
 

歓迎的、フレンドリーな環境 
ＣＣＥＬはフレンドリーで温かい施設です。経験豊富なスタッフ
から学習ニーズやニュージーランドでの日常生活のサポート
も気軽に得ることができます。 

 



（オークランド） 

ＣＣＥＬオークランド校はオークランドシティセンターに位置しており、様々なレス
トラン、映画館、ショッピングモールへのアクセスが魅力です。ＣＣＥＬオークラン
ド校では活気に満ちた都市環境で留学生活を楽しむことができます。 

（自習室） 

（ネットアクセス可能
なテレビ） 

（10人以下の 
少人数制クラス） 

（近代的環境） 





















（クライストチャーチ） 

ＣＣＥＬクライストチャーチ校はカンタベリー大学敷地内に位置しています。 
ここでは大学内の環境で施設を共有しながら留学生活を楽しむことができます。 
 

（自習室） 

（ヘッドホン付き 
学習室） 

（大学の図書館） 

（大学の食堂＆学
生談話室） 

（大学の体育施設） 























コース 
ＣＣＥＬは１９９１年から様々な国の生徒により語学留学先として選ばれてい
ます。ＣＣＥＬのコースは全て国に認定されており、その質の高い授業は高く
評価されています。 

一般英語コース 
 
ＣＣＥＬの一般英語コースは主に
英語レベル全体を上達させたい
人、英語での効果的な意思の伝
え方を学びたいの人のためにデ
ザインされています。クラスは初
心者から上級者まで６段階に分
かれており、個人のレベルに
あった授業を受けることができま
す。コース内容はスピーキング、
リスニング、ライティング、リー
ディングのレッスン、また、語彙、
文法の学習が含まれています。
この集中コースでは英語上達が
わかる様、定期的テストが行わ
れます。 

夜間一般英語コース 
 
この夜間コースは一般英語コー
スと似た構成が組まれています。
夜間コースは英語レベル中級者
からのクラス分けとなっていま
す。。このコースは主に日中アル
バイトをしている生徒や日中の
自由時間を楽しみたい生徒に理
想的なコースです。 
 
 
 
 
 
 
 

ビジネス英語コース 
 
ＣＣＥＬのビジネス英語コースは
主にビジネスで通用する英語を
上達させたい人のためにデザイ
ンされています。このコースでは、
生徒の総合の英語力をスキル
アップするだけでなく、プレゼン
テーションやミーティング、ビジネ
ス文書などを通してビジネス言
語、概念、スキルを習得すること
ができます。 
 
 
 
 

ＥＡＰ１ ＆ ＥＡＰ２ 
 

ＣＣＥＬのＥＡＰ（English for Academic Purposes)コースはアカ

デミック英語の集中コースです。このコースはカンタベリー
大学やＵＣＩＣでの進学を希望する方だけでなく、他の英語
圏の大学への留学を考えている生徒にも最適です。個人の
英語力によって中級、上級コースから選択が可能です。 

ケンブリッジ試験コース 
 

このケンブリッジ試験準備コースを受けることによって、世
界的に認められた英語検定を取得することができます。
コースは英語力に応じて初級、中級、上級と３つのクラスが
開講されています。このコースはケンブリッジ試験対策たけ
でなく、生徒の総合的な英語力、そして知識の上達も得ら
れます。 
 

ＩＥＬＴＳ（アイエルツ）準備コース 
 

このコースでは世界的にも認知度の高いＩＥＬＴＳ試験の対
策を提供しています。このコースはＩＥＬＴＳ試験対策たけで
なく、生徒の知識とアカデミック英語の強化にも集中した授
業構造となっています。 
 



ＣＣＥＬ ｅ－ｌｅａｒｎｉｎｇ （イーライーニング） ー必修ー  
 

• ＣＣＥＬのｅ－ｌｅａｒｎｉｎｇは生徒がいつでもどこでも勉強を楽しめるよう構成された学習プログラムです。斬
新で興味を引くタスクを通して英語力の向上を図ります。 

• ＣＣＥＬのｅ－ｌｅａｒｎｉｎｇではキャンバス（Canvas）というシステムを利用しています。キャンバスは世界を率
いる学習管理システムで、ハーバード大学やイェール大学を含む名門校でも利用されています。 

• パート、夜間ではない生徒は通常週３時間のキャンバス学習アクティビティを行います。 

• 典型的に、以下のような３０分のアクティビティが週６つあります: 
• ブログを書く 

• ビデオやレコードを見る 

• オリジナルのビデオやレコードを製作する 

• クイズに答える 

• スピーキング、発音の練習 

• 勉強補助アプリを使う 

• 同時に、ＣＣＥＬの先生やスタッフからのコメントがもらえます。 

• これらのアクティビティは授業内容と関連づいたエクササイズとなっています。 

• キャンバスを通して、先生からの筆記または口頭の意見/感想を生徒一人一人が個人的に受け取ることが
でき、また済んだ過去のアクティビティもキャンバスに記録、保存することができます。 

• ＣＣＥＬでは１週目からｅ－ｌｅａｒｎｉｎｇをスタートします。 

コース 
ＣＣＥＬは１９９１年から様々な国の生徒により語学留学先として選ばれてい
ます。ＣＣＥＬのコースは全て国に認定されており、その質の高い授業は高く
評価されています。 



ＣＣＥＬ 教師つき自習学習 ー選択可ー 
  
ＣＣＥＬでは卒業後も英語学習を続けられるように、自習学習のスキルを身につけることをお勧めします。 
  
この教師つき自習学習では… 
 教師からのヘルプ、アドバイスが受けられます。 
 毎週のｅ－ｌｅａｒｎｉｎｇの宿題をする機会でもあります。 

 ＣＣＥＬの電子学習ガイドを利用することもできます。 

 
 この自習学習は… 
 選択可能な週５時間の授業とは別の学習時間です。（別途料金はかかりません） 
 英語学習に関わる質問ならなんでも、教師が一対一でサポートします。 

 教師つき自習学習センターで行われ、文法、語彙、リスニング、スピーキング、リーディング、ライティン
グの学習資料が備わっています。 

コース 
ＣＣＥＬは１９９１年から様々な国の生徒により語学留学先として選ばれてい
ます。ＣＣＥＬのコースは全て国に認定されており、その質の高い授業は高く
評価されています。 



ＣＣＥＬ 就活プログラム 
  

たくさんの生徒はニュージーランドで働けるビザを持っており、勉強をしながら、お金を稼ぐだけでなく、より英語の向上のために
働くことを希望する生徒も珍しくはありません。ＣＣＥＬ就活プログラムはニュージーランドでの仕事の見つけ方、申し込み方などを
アシストするようデザインされたコースです。 

  

このプログラムで生徒は以下を学びます： 
• ニュージーランド式の履歴書の書き方 

• 就職志願書、カバーレターの書き方 

• 求人している仕事を見つけるコツ 

• 面接の練習、雇用者の観点 

• ニュージーランドのＩＲＤや最低賃金などの雇用法 

• 人材派遣会社とのミーティング 

  

コース 
ＣＣＥＬは１９９１年から様々な国の生徒により語学留学先として選ばれてい
ます。ＣＣＥＬのコースは全て国に認定されており、その質の高い授業は高く
評価されています。 

 

ＣＣＥＬは生徒がニュー
ジーランド生活を最大限に
活用できつように追加プロ
グラムを設けています。 
 



ＣＣＥＬ 幼児教育ボランティアプログラム 
 

カンタベリー大学との提携を通じて、ＣＣＥＬでは幼児教育ボランティアプログラムを設けています。クライストチャーチ地域の幼稚
園や、幼児教育センターでのボランティア体験をすることができます。 

 

このプログラムでは: 

• 生徒は週２日の放課後を地域の幼稚園や、幼児教育センターで過ごします。 

• 生徒はセンターの教師の手伝いをしたり、子供たちと交流します。 

• ＣＣＥＬのスタッフがプログラム初日はセンターまで付き添い、生徒紹介をします。 

 

このプログラムの参加を希望する生徒は日本の無犯罪履歴証明書が必要です。 

コース 
ＣＣＥＬは１９９１年から様々な国の生徒により語学留学先として選ばれてい
ます。ＣＣＥＬのコースは全て国に認定されており、その質の高い授業は高く
評価されています。 

 

ＣＣＥＬは生徒がニュー
ジーランド生活を最大限に
活用できつように追加プロ
グラムを設けています。 
 



時間割 

コース 

＊必須のｅ－ｌｅａｒｎｉ
ｎｇはＣＣＥＬのコン
ピューターや生徒
自身の電子機器で
自由時間、あるい
は教師つき自習学
習時間にすること
ができます。 
 



 

 

大学進路 
ＣＣＥＬからカンタベリー大学 / ＵＣＩＣへ 

カンタベリー大学について 
 

・世界上位３％に入る優秀大学 
・ニュージーランドで初の大学ランキング得点５つ星を獲得 
・２０１３年には１９科目でトップ２００の大学にランクイン 
・土木、建築工学で世界１９位 
・法学では世界ランキングトップ１００にランクイン 
 

 
 

ＵＣＩＣ (University of Canterbury International College) 
について 
 

カンタベリー大学キャンパス内に位置したＵＣＩＣはカンタベリー大学進学に集中した授業
構成を備えています。大学への進路をよりスムーズかつ効果的にするようデザインされ
たＵＣＩＣはサポート豊富な学習環境を提供しています。ＵＣＩＣ修了後、そのまま大学２回
生としてカンタベリー大学に進学することができます。 
 

 
 
 



国籍比率 ＣＣＥＬオークランド校 
２０１７年１月 – ５月 (平均生徒数７０名、国籍数１９) 

Brazil  
29% 

China 
11% 

Colombia 
4% 

Croatia  
1% 

France  
4% 

French Polynesia  
1% 

Germany  
1% 

Indonesia  
5% 

Italy  
2% 

Japan  
16% 

Korea  
3% 

Russia  
5% 

Samoa  
1% 

Saudi Arabia  
1% 

Slovakia  
1% 

Switzerland  
3% 

Taiwan  
5% 

Thailand  
7% 

Yugoslavia  
1% 



国籍比率 ＣＣＥＬクライストチャーチ校 
２０１７年 １月 – ５月 （平均生徒数２５０名、国籍数３４） 

Brazil  
9% 

Chile  
1% 

China  
21% 

Colombia  
3% 

Czech Republic  
1% Egypt  

1% France  
1% 

Germany  
1% 

Holland  
1% 

Hong 
Kong  
1% 

Hungary  
1% 

India  
1% 

Indonesia  
1% 

Iran  
1% 

Israel  
1% 

Italy  
1% 

Japan  
23% 

Kazakhstan  
1% 

Korea  
8% 

Malaysia  
1% 

Myanmar  
1% 

New Zealand  
1% 

Papua New Guinea  
1% 

Russia  
1% 

Saudi 
Arabia  

1% 
Spain  

1% 

Switzerland  
2% 

Taiwan  
5% 

Thailand  
15% 

Ukraine  
1% 

United States  
1% 

Uruguay  
1% 

Venezuela  
1% 

Vietnam  
1% 



宿泊施設 
 

ＣＣＥＬの宿泊施設は経験豊富なスタッフに全て入念に選ばれ、チェックされてい
ます。ホームステイや学生寮はＣＣＥＬを通して申し込むことができます。 
 

クライストチャーチ 
＆ オークランド 

ホームステイ 
 

ＣＣＥＬのホームステイ滞在はニュージーランドのライ
フスタイルを経験したい方、ホストファミィリーからのサ
ポートを希望する方に最適です。 
 
 

 

ホームステイ滞在する場合、以下の特典が
あります。 

 
・一人部屋 
・ホストファミリーとの家の施設の共有 
・毎日の朝食、夕食。週末、祝日の昼食 
・ホストファミリーとの日々の英会話 

 



宿泊施設 
 

ＣＣＥＬの宿泊施設は経験豊富なスタッフに全て入念に選ばれ、チェックされてい
ます。ホームステイや学生寮はＣＣＥＬを通して申し込むことができます。 
 

クライストチャーチ 

大学学生寮 
 

カンタベリー大学学生寮はクライストチャーチにいる他の生徒と宿泊施設を共有したい方に
おすすめです。 
 
 

カンタベリー大学学生寮に滞在する場合、以下の特典があります。 
 
 

・一人ひとつの勉強机 
・他５人までとの宿泊施設の共有 
・自炊できるよう、キッチンの使用 
・カンタベリー大学キャンパス内での暮らし 
・ＣＣＥＬへの徒歩での通学 

 



宿泊施設 
 

ＣＣＥＬの宿泊施設は経験豊富なスタッフに全て入念に選ばれ、チェックされてい
ます。ホームステイや学生寮はＣＣＥＬを通して申し込むことができます。 
 

オークランド 

エンパイア アパートメント 
 

このエンパイア学生寮はオークランドにいる他の生徒と宿泊施設を共有したい方におすすめ
です。個人部屋も利用可能です。 
 
 
 
 

エンパイア・アパートメントに滞在する場合、以下の特典があります。 
 

・一人ひとつの勉強机 
・他２人までとの宿泊施設の施設 
・自炊できるよう、キッチンの使用 
・オークランド セントラルシティでの暮らし 
・ＣＣＥＬへの徒歩での通学 

 



アクティビティ 

ＣＣＥＬでは放課後や週末に参加できる楽しいアクティビティがあります。このアクティビティはニュージーランド生活の
魅力を最大限に経験できるようにデザインされたプログラムです。この放課後活動は英語の練習、友達作りにもってこ
いのチャンスです。学校外ツアーなどもニュージーランドのことをもっと知る素晴らしい機会でもあります。 




















