


カウンセラー紹介 
ワールドワイドスクールを選ぶ理由 

. 

 
こんにちは。 
ワールドワイドスクールでカウンセラーをしております、Sorieと申します。  
  

日本人の父、ホンジュラスの母と中米で育ちました。若い頃から様々な文化や人々と触れ合い、他国の
生活や習慣に興味や関心を持ち始めました。そこで気付いたのは、英語は世界中で伝わる言葉で、人
と繋がる大切なツールであることです。中米、南米、日本、そしてニュージランドを主に生活したことで、
新しい国や文化へ向かう時の不安、悩みなどを何度も感じたことがあります。皆様も、これからニュージ
ランドへ来ることが決まり、複雑な気持ちを抱えていると思いますが、 
それを乗り越えると、一生に一度のエクスペリエンスが待っています。 
 

 生徒の皆様とは毎日学校でお会いできることでしょう。クラス､ホームステイ、 
日常生活のことなど､ご相談がありましたらいつでもお気軽にお話しください。 
少しでも皆様のお手伝いができればと思います。 
  
それでは、ニュージランドでお会いできることを楽しみにしております。  
    
                         ストーン・十利恵 

 
 
 
 

 ENGLISH NEW ZEALAND (FIELS-NZ), Quality Englishのメンバーで、ＮＺＱＡカテゴリー１に属した  

     学校なのでクオリティーの高い学校です。（学生ビザには週２０時間までの就労権利が付きます） 

 オークランド市内にあり、港、お店、バスターミナル、駅、レストラン、映画館まで徒歩圏内 

 国際色豊かな生徒：ヨーロッパ、南アフリカ、アジア、中東、フレンチポリネシア 

 幅広いコースと種類が多々あるプログラム - ７レベルに分けられた一般英語、試験対策コース
(IELTS, TOEIC, FCE/CAE)、特殊プログラム（ファームホリデー、環境ボランティア、インターンシップ、ラ
グビー） 

 優れた施設と学習教材の豊富さ -  図書室／自習室：コンピュータ、独自Eラーニングシステム
（Worldwide Online)、本、雑誌、DVD、新聞、その他さまざまな自習教材  

 無料インターネット：高速インターネットが使える専用コンピュータルームと無料Ｗｉ－Ｆｉアクセス有 

 Job Club & Function Staff : ワーキングホリデー、学生ビザをお持ちの生徒さんへのアルバイト探し 

  サポート 

 卓球台が設置されているデッキ、カフェテリア、ソファー、ツアーデスクもある大きな学生ラウンジ 

 放課後アクティビティー、スクールパーティー、本校スタッフも参加のスペシャルイベント有り 

 コンボコース：NZを旅行しながら提携校他３校（オークランド・クイーンズタウン、ウェリントン）にて勉強
ができます。提携校全てカテゴリー１です。 

 教師は全て十分な資格と経験をもったネイティブスピーカー。NZ、オーストラリア、カナダ、 

  南アフリカ、イギリス、アメリカ出身のまさにワールドワイドな教師陣 

ワールドワイドスクールを選ぶ理由 



Worldwide School へようこそ！  

WORLDWIDE SCHOOL       はオーク

ランド中心街、アンザックアベニューに位
置しています。メインストリートから程よく
離れている為、静かで落ち着いた環境で
す。徒歩圏内にショッピングセンター、美
術館、レストラン、カフェ、バスターミナル、
駅などがあり、便利な所に位置しています。 

 

. 

TEACHERS     国際的な英語力を 

つけて頂く為に、英語を母国語とする 
ニュージーランド、オーストラリア、アメリカ、 
イギリス、南アフリカ出身の教師を揃えて 
います。 
担任制を導入している為、先生と学生の 
距離が近く、クラスで使用する教材は、担任の先生により、その時々の学生のニーズ
やレベルに合わせて特別に用意しています。２週間に一度のテストを実施するなど細
かく生徒の英語の進歩状況を見ることにより、学生一人ひとりへのきめ細やかな指導
を実現させています。また、アクティビティー、スクールパーティーにも積極的で、クラ
ス以外でも毎回生徒と一緒になり楽しい時間を過ごします。ワールドワイドスクール
は生徒、先生、スタッフ皆が時には友達、時には家族のようにとても仲良しです！ 
 

     STAFF 初めての海外生活、留
学生活。日本人スタッフのみならず、明
るく楽しい多国籍サポートスタッフが時
に友達、時に家族のように皆さんをサ
ポートします。なんでも相談してください。 



 

• 一般英語 

• IELTS試験対策コース 

• TOEIC 試験対策コース 

• CAMBRIDGE 試験対策コース 

• ビジネスコース 

 
クラスで最も大切なことは “積極的に発言をし、意見を交わすこと”とし、 生徒とのコ
ミュニケーションをとても大事にしています。 常に先生と生徒全員が楽しく最高の環境
で学べる雰囲気づくりを心がけています。  

クラス 

平均国籍比率2017  

英語は国際言語として多国籍の人々が様々なアクセントで話します。ネイティブス
ピーカーさえ、いろいろなアクセントを持っています。本校では、英語だけではなく、他
国の文化も学ぶことが出来、その数は時には30か国に及びます。世界中から集まっ
た友達がさらなる英会話のスキルアップを助けます! 

Worldwide School では、様々な国の多様なニーズに応え、 

バラエティー溢れる英語コースをご用意しております。 
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English プラス 

英語コースだけでは物足りないという方へ！ 

 環境ボランティア 
 インターンシップ 
 ファームホリデー 
 ラグビー 
 ニュージーランドの大学、 
    専門学校へのパスウェイ 
  （例 フライトアテンダントコース） 

 

English プラス 

*参加条件については直接お問い合わせください。 

Farm Holiday 

Environmental Volunteer 

Internship 



                                                       

ワールドワイドスクールには、 
たくさんの素晴らしい設備が整っています。 

施設 

 

学校図書室 
セルフアクセスルーム 

Worldwide Online 

図書室には6レベルに分かれた1000 以上の ESL readersがあり、自習用の 
TOEFL, TOEIC, IELTS, FCE, CAE, CPE, BEC, TKT の試験対策や文法、  
リスニング教材、600種類のDVDがあります。また、3種のEFL magazines, 小説、 
その他雑誌、専門誌や新聞なども閲覧できます。 
DVDや本は貸し出しもしていますので、週末や夜に家でも勉強することができます。 

E・ラーニングシステム 
図書室の隣にあるコンピュータールームで
は、生徒さんが各自でWorldwide Onlineを
利用してリーディング、ライティング、文法、
リスニング，ボキャブラリー等の学習をする
ことができます。学校外からでもアクセス可
能なので、好きな時間に好きな場所から、
個々のペ-スで進められます。 

学習以外にも、先生やカウンセラーと
メッセージ交換、マンスリーレポート 
（毎月発行される成績表）の確認、 
放課後アクティビティーのスケジュー
ル、学校のニュース等をチェックする事
が 
出来ます。サイトパスワードを各自で 
決めるので記録は本人以外アクセス 
不可になっています。 



施設 

学生ラウンジ 

学生ラウンジは休憩やランチタイムにくつろげ
る場所です。カフェテリアでは軽食、コーヒー等
の飲み物がリーズナブルな価格で購入ができ
ます。 

デッキエリア 

コンピュータールーム 
インターネット 

大きなコンピュータールーム 
校内全エリアでWiFi利用可 

リクリエーションエリア 
 

天気の良い日は広いバルコニー
で楽しい時間を過ごせます。 



 

 

 

アクティビティー 

多種多様なアクティビティー  アクテビティーに参加することで、 

楽しみながら学んだ英語を実践的に使うことができます。 

放課後アクティビティー 

 
月曜日 サッカー 
火曜日 タッチラグビー 
水曜日 パブナイト 
木曜日 ヨガ 

スクールパーティー 
 

２ヶ月に一度のスクールパーティ。バー
を貸しきって開かれます。およそ１５０人
～２００人の生徒、卒業生、先生、 
スタッフが毎回違うテーマで 
コスチュームを着て参加します。 

 
ウィークエンドトリップ 
 

美しいニュージーランドを観光できるだ
けでなく、新しい友達ができたり、英会
話の上達にもつながります。 
学生ラウンジに提携しているツアー会
社のツアーデスクを設置しています。
ニュージーランドについて知識が豊富
なスタッフが丁寧に案内をしてくれたり、
その場でお申し込みも簡単にすること
ができます。 
 



金曜日ＰＭ選択授業 

各自好きなクラスを選んで自由に参加できます。 

②IELTS/TOEIC       
模擬テスト 

①Activity/ 
 観光クラス 

③英語系 
  クラス 

・会話 
・発音矯正 
・ボキャブラリー 

・JOB CLUB  

アクティビティクラスの例題 
 スカイタワー 
 クッキングクラス 
 ミッションベイ 
 美術館 
 マウントイーデン 
 アイススケート 
 ハーバーブリッジクライミング 
 セーリング 
 博物館 
 山登り 

④映画鑑賞 



お仕事探しサポート 

また、毎月最終金曜日に開講される JOB CLUB  
では、CV（履歴書）の書き方やIRDナンバーの登録 
の仕方、面接のコツ、ニュージーランドの労働基本権 
などが学べます。（無料） 

ワールドワイドは、オークランドベースのイベント・ファンクショ

ン・パーティー人材派遣会社 FUNCTION STAFF と提携をして
います。メンバー登録をすると、ホスピタリティ的な内容のトレー
ニングを受け、終了時にはイベントや、ファンクション等の仕事
の紹介を受ける事ができます。（全無料） 

お仕事探しサポート 

＜仕事ができるようになるまでの流れ＞ 
 毎月最終の金曜日の選択授業の一つであるJOB CLUBのクラスの中で、CVを作成、

IRDナンバーの登録をします。 

＜参加条件＞ 
 ワーキングホリデービザ、又は 
  勤労権がついている学生ビザをお持ちの方 
 英語力Level4以上の方 
 

& 

 FUNCTION STAFFにCVを提出し登録。その後
インタビューを受けます  

 採用されたらトレーニングが始まります（完全
無料） 

 トレーニングの一環として８時間のトライアル
があり（無給）、実際仕事場に入ります。 お
給料はトライアル後からもらえます。 



ファームホリデープログラム 

. 
ファームステイで気軽に 

ニュージーランドの大自然を満喫！！ 
プログラムの特徴 
 人気の語学研修と1週間（6泊7日）のファーム体験がセット 
になったプログラム。ＮＺの自然を満喫したいけど、時間がない、 
エクスチェンジのような重労働はしたくない、という方に 
最適です。 
  
ファームステイ 
 オークランドから車で約1時間のところにあり、気軽に体験できる 
ファームとして大変人気があります。フレンドリーで楽しい家庭。おいしい食事を毎日作ってくれます。 
  
ファームステイに含まれるもの 
 オークランドシティからファームの移動手配（行きはバスで行き、降りたバス停に迎えが来ます。） 
アコモデーション、一日３食の食事、ファームアクティビティー。 
  
ファームアクティビティーの内容 
 家畜への餌やり、動物の世話、羊の毛狩りや乳搾りの見学（ファームによって体験ができる場合もあ

り）、ＮＺクッキング（マフィンやアフターヌーンティーの作り方など）、ガーデニング、その他も近郊の観
光やローカルマーケットでショッピングなど。（乗馬は有料オプションで選べます） 
  
※季節や天気、動物のコンディションによって内容が変更があります。 
（お申込み時期に事前にご確認いただければ内容をお知らせできます。） 
※１週間（6泊7日）のファームホリデー＋１週間以上からの語学研修(フルタイム/パートタイム)を 
セットでお申し込みいただけます。(授業料は一般英語コースの料金をご参照ください。) 

※必ず語学研修とセットでお申し込みください。ファームホリデーのみのお申し込みはお受けしており
ません。 

  

FARM HOLIDAY 



コンボ、スーパーコンボプログラムをとることにより、ニュージーランドのトップクオリティー
の学校３校を組み合わせて英語の勉強をしながらニュージーランドを  

旅行して周る事ができます。 

3） Queenstown 
世界の中でも最もアドベンチャラス都市の一つで、
観光やスキー、スノーボード、極限スポーツなど
様々なアクティビティを楽しめる都市であり、またそ
の美しさも有名です。 

- Language Schools New Zealand 
www.languageschool.co.nz 

2） Wellington 
ニュージーランドの首都。都市の大きさの割に 

大規模なアートシーンやカフェ文化、ナイトライフ
が展開されています。 

- The Campbell Institute 
www.campbell.ac.nz 

1) Auckland 
ニュージーランド最大の都市。国際色豊かな港町。 

都会でありながら周辺に自然環境を持っている
のが特徴的な街です。 

- Worldwide school of English （当校） 

www.worldwideschoolofenglish.com 

 



コンボ  

スーパーコンボ 

 コンボとは４週間以上１２週間未満フルタイムのお申し込み 
   （ビジタービザもしくはワーキングホリデービザ）、あるいは 
   午前中パートタイムのみのお申し込みの方対象となります。 
   （パートタイムの方は１２週間以上のお申し込みでもスーパーコンボコース対象外となります。） 
 
 最低２週間から、お好きな学校を２校以上選んでお申し込みいただけます。 

 
 お申し込みの際に通う学校と週数をあらかじめ決めた上お申し込みください。 

 
 １２週間未満のお申し込みそして午前中パートタイムのコンボには、学校間の交通費は 
   含まれておりません。ただし、チケット予約等のお手伝いをさせていただきます。 
 
 時刻表等については各学校へお問い合わせください。 

 

 コンボのコース延長が可能です。但し、一旦各学校にお支払いいただいた学費を他の学校へ移
行することはできません。 

 
 各学校から空港・バスターミナル、駅等への送迎は別料金になります。 
 

 スーパーコンボとは、１２週間以上フルタイムでお申し込みの方対象となります。 
 

 スーパーコンボで学生ビザを申請する場合は、最初の学校名のみで全コース期間週数の
申請をしてください。  
 

 お申し込みの際に全ての入学校を決める必要がありません。  
 

 お申し込み時に最初の入学校１校を決めていただくだけで、その後のプランは実際に最初
の学校に入学してからスケジュールを計画することができます。但し、最低でも２週間以上
余裕を持って学校側に次の入学希望校をお知らせください。 
 

 スーパーコンボのお申し込みの場合は学校間の交通費が３回まで無料となります。 
 
 各学校から空港・バスターミナル、駅等への送迎は別料金になります。 



イングリッシュ＋フライトアテンダントコース 

ワールドワイドスクールはＮｅｗ Ｚｅａｌａｎｄ  
Ｓｃｈｏｏｌ ｏｆ Ｔｏｕｒｓｉｍと提携し、英語クラス 
とあわせた国際局室乗務員トレーニングコースを開設しています。（１４週間） 
 

このコースは、国内線、国際線に乗務する客室常務員を目指す学生に必要とされる知識を学ぶ
コースです。飛行機及び航空産業に関する知識、客席常務員スペシャリストトレーニングコース、
実技をメインに機内サービスと機内での安全管理、緊急時の対応なども学びます。 
 
修了証書：国際客室常務員コース修了書が授与されます。 

コースに必要な英語力 
ＩＥＬＴＳ ５．５を持っていること。さらにワールドワイドス

クールで８週間以上の一般英語コースをフルタイムで受
講することが条件です。 
 

ＩＥＬＴＳ等をもっていない方でも、当校からでる推薦状があ
れば進学できます。推薦状は当校のインターナルアシスメ
ントでＩＥＬＴＳ５．５のレベルに到達したとみなされた時に
発行されます。 

フライトアテンダントコースの他に 
ツアリズム＆トラベルコース等もご用意しております。 

詳しい内容は下記ウェブサイトをご覧下さい。
http://nzschooloftourism.co.nz/ 

International Flight Attendant  

http://nzschooloftourism.co.nz/


Academic English 

Level 5  

at Worldwide 

School 
IELTS 5, FCE or 

CAE 

NZST 
NZ School 

of Tourism 

MIT 
Manukau 

Institute of 

Technology  

 

AUT 
University 

Unitec 
Institute of 

Technology  

ACG 
University 

Foundation 
Programmes 

Whitecliffe 
College of 
Arts and 
Design 

Fine Arts 

Photo media 

Fashion Design 

Graphic Design 

Pathway Student Visa 

partner 
 

 Certificate 

 Diploma 

 Degree 

Pathway Student Visa partner 

The University of 

Auckland Certificate  

     in Foundation Studies 

AUT International 

Foundation Certificate 

Pathway Student Visa 

partner 

Diploma  

Degree  

Postgraduate  

Master 

Pathway Student Visa partner 
 

 Foundation 

 Diploma 

 Degree 

NZ Diploma in Tourism & Travel  Level 5 

Flight Attending for International Students 

Pathway Student Visa partner 

Pathways 

ワールドワイドスクールは多数の大学、専門学校
と提携しています。当校で発行された推薦状で 
提携校へ進学できるＰａｔｈｗａｙプログラムです。 

 Pathways 



Worldwide School of English 
80 Anzac Ave, PO Box 1802 Auckland, New Zealand 
Tel: (64 – 9) 302 5288   
Website: www.worldwideschoolofenglish.com 
E-mail: info@worldwideschoolofenglish.com 
 

We are looking forward to  
seeing you at Worldwide School! 

Japanese 
Tel: (64-9) 302 5288 
Website: www.worldwideschoolofenglish.com 
Email :  info@worldwideschoolofenglish.com Japanese 

http://www.worldwideschoolofenglish.com/
mailto:info@worldwideschoolofenglish.com

