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ロトルア・イングリッシュ・ランゲージ・アカデミー 
 

ロトルア・イングリッシュ・ランゲージ・アカデミーは、ニュージーランドの北島にある有名な

温泉地ロトルア市に設立された語学学校です。ロトルアは温泉だけでは無く、観光地と

しても知られています。クルーズやカヤック、水上スキー、ウエイクボード、ラフティング、ト

ラウトフィッシングが楽しめる 15 の湖と幾つかの川に囲まれています。自然豊かなロトル

アには世界でも有数のマウンテンバイクのトラックコースもあります。そこは幾つもの原生

林の森に囲まれおり、運動レベルに合わせて 20 分の散策から 2-3 日のトランピングコ

ースまであります。またのんびりと過ごしたい方は有名なロトルアの温泉に浸かりリラックス

することも出来ます。 

一方町中ではトップクラスのシェフが居るレストランでのお食事やショッピングを楽しめま

す。町の外れにあるノンゴタハ山からはロトルア市を一望する事が出来ます。また夜は

綺麗な夜景をご覧いただけます。 

全てのアクティビティーは車で 30 分圏内にあります。 

週末の小旅行にはサーフィンや海水浴が楽しめるこの地方屈指の名所マウントマンガヌ

イビーチへ車で約 1 時間で訪れる事が出来ます。また車を 3 時間走らせればスキー、

スノーボード、登山が楽しめるニュージーランド初の世界複合遺産に登録されたトンガリ

ロ国立公園に行く事も出来ます。訪れる人々が楽しめる素晴らしいアトラクションがここ

ロトルアには沢山あります。 
 

RELA（ロトルア・イングリッシュ・ランゲージ・アカデミー）は、質の高い英語学校の組織で

あるイングリッシュニュージーランドの加盟校 NZQA に登録しています。 

当校はクオリティーイングリッシュ(QE)の会員でもあり、世界中の英語学校の中から厳選

された英語学校の団体です。QE は、教育・サービス・評判を見て慎重に選ばれていま

す。RELA は、学生からの評価、エージェントからの推薦、学校視察などからの声を第

一にし、質の高い語学学校で有るよう常に心がけ、ニュージーランドに 4 校しかない QE

メンバーの一校に選ばれたことを誇りとし、優秀な学業成績の格付けを維持していま

す。 

ビギナークラスからアドバンスクラスまで、世界のトップクラスのテキストと教育法を駆使し

ています。IELTS の試験準備コースを専門にしているのを始め、FCE, CAE, TOEIC の

試験準備 コースも 併設 しています。 

 当校のクラスは少人数制を導入しており、一クラス平均 8 名、最多人数は１２名まで

としています。少人数制なので個々への徹底的な指導が可能です。当校の訓練され

た経験豊富な教師陣は、学生が満足のいく結果を出せるよう熱心に取り組んでいま

す。 

 当校の校舎には、コンピュータールーム、２つの談話室、学生専用キッチン、学習教室

が１９室整っています。学校からは町の公園が見渡せ、町の中心までは徒歩 10 分で

す。 

当校と提携しているホームステイ先は約 150 件です。面倒見が良くアットホームでフレン

ドリーです。6 ヶ月に一度ホームステイマネージャーが各ホームステイ先を訪れ、変った所

がないか確認しています。 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rotorua 
-ロトルア基本情報- 

人口：約 6 万 5000 人 

35％がマオリ系住民が占める 

気候：年間を通して温暖 

平均日照時間：2000 時間 

降水量：140CM 

約 15 湖の美しい湖に囲まれる 
 



 

コースについて 

一般英語(フルタイム/パートタイム) 

このコースは、午前中は 6 レベルに分けられています。学生は入学時又は事前にオンラインテストを受け、

一人一人のレベルに合ったクラスで勉強していきます。 

この一般英語コースでは、国際的に認められている教科書に沿って学習し、文法、リーディング、ライティン

グ、リスニング、スピーキングを学びます。 

熟練された経験豊富な教師陣によって教えられます。学生は、6 週間ごとにテストを受け、その結果により

上のクラスへ進むことができます。 

 フルタイムの学生の午後のクラスは、英語のスキルをさらに向上させるために役立つ統合スキルを学習しま

す。クラスの焦点は日常会話のみにとどまらず、ニュージーランド文化をより深く理解するために役立つ授業

が行われます。高いレベルに達している学生は TOEIC テストなどの準備コースに進むこともできます。 

 
試験対策コース 

このコースの魅力はベテランの講師陣が教えるのは勿論、少数人ではなかなか受講出来ない試験対策コ

ース（特に TOEIC）を可能にしました。講師陣が一人一人をしっかりサポートし的確なアドバイスで試験に

向けて勉強できます。また TOEIC だけではなく、イギリスやアメリカで多くの生徒さんが受けている IELTS, 

FCE などの試験の勉強にも挑戦出来ます。 

FCE / CAE   

ケンブリッジのファースト・サティフィケート・イン・イングリッシュ（FCE）とサティフィケート・イン・アドバンスト・イン

グリッシュ(CAE) は国際的に良く知られている英語の試験です。RELA の FCE と CAE のコースは、10~12

週のコースです。この試験に必要な英語学習に対応することに焦点をあてた最新の教材を使います。FCE

コースを受講する学生は、中級の英語能力を習得ていなければなりません。また CAE コースを受講する

学生は、上級の英語能力を習得していなければなりません。コースの最初の 8 週間は、試験に必要な語

彙と文法を集中的に学習します。最後の 4 週間では、5 つの(試験)の練習問題を中心に学習します。 

ペーパー 1  リーディング 

ペーパー 2  ライティング 

ペーパー3   ユーズ・オブ・イングリッシュ(文法) 

ペーパー４   リスニング 

ペーパー 5   スピーキング 

また、オークランドで年 3 回行われる試験を受けるための手続きの手伝いもします。 

 

IELTS 

RELA は、成功する為の IELTS 準備コースを開講しています。このコースは試験で適切な解答を導き出

すための学習に役に立つ特別な単語と文法を上達させることに焦点をあてています。このコースの指導に

は、IELTS 試験の要件に熟知したベテランの教師陣があたります。 
（IELTS のコースは、 集中講座の為、 中上級クラス以上英語力が必要となります。） 

 

アクティビティーつきイングリッシュコース 勉強だけではもったいない！！ 

一年中いつでも参加できる RELA のアクティビティーつきのイングリッシュコースは大変好評を得ています。こ

のコースでは学生は午前中に一般英語を学習し、午後はさまざまなアクティビティ-に参加します。マオリコン

サート、温泉地帯を散策、羊の毛刈りショー、森林散策、乗馬、ジェットボート、リュージュでノンゴタハ山を

滑降したり、数多くある温泉でリラックスした午後を過ごしたりします。楽しみながら生きた英語を学びましょ

う！ 

 

 

 シニア向けのイングリッシュ（50+ コース） 

私達は今までに沢山のシニアを受け入れて来ました。シニアの学生は学校の雰囲気を明るくしてくれるので

教師陣を始め他の学生達の大きな存在となっています。シニア向けコースは、勉強を主にされたい方はフル

タイムでしっかり学べます。またパートタイムや好評の一般英語+アクティビティーなどにアレンジ可能です。午

前中は基本英語を年代の違う学生達と楽しく学び、午後はアクティビティーでリフレッシュ。ゆっくり過ごされ

たい方は大人向けのアクティビに参加いただけます。 

 

 

ファミリーイングリッシュ（親子留学） 

ファミリーパッケージはお子様が現地の小学校や幼稚園、もしくは当校で勉強している間に英語を勉強した

いと言う保護者の為のコースです。お子様が 5 歳以下の場合、デイケア（現地保育園）に通い、小学生な

ら現地校に通う事が出来ます。デイケアは最低 1 週間から受け入れ可能ですが、小学校の場合、最低 3

週間からの受け入れとなります。（学校生活に慣れ、楽しんでもらう為には最低 3 週間頂いております）

RELA でもキッズコ－スがございますが、こちらのコースは１２歳以下のお子様で 7 月、8 月、12 月、1 月の

年 4 ヶ月が催行期となります。（期間以外をご希望の方はお問い合わせください。） 

 
                                                            

 
 

 

 

 



 

ワーキングホリデーコース 

ワーキングホリデービザをお持ちの方のための、１２週間のコースです。学生のレベルに合ったフルタイムの英語の授業１２週間に加え、ニュージーランドで仕事を探

すためのサポートを、放課後に先生から直接受けることができます。また、すでに仕事をしているワーキングホリデーの方からの実践的なアドバイスも聞くことができ

ます。ロトルアは観光地ですので、ワーキングホリデーの方も仕事が探しやすく、学校修了後に仕事を探す予定の方には最適です。 

 

クラス変更について 

RELA では入学した週の最初の木曜日にスクールマネージャーもしくはスタディーダイレクターと一対一の面談をして授業のレベルチェックを確認します。そこでクラ

スが簡単すぎる、もしくは難しいなどの場合はクラス替えなどを検討致します。また少しずつ慣れてきますと自分の不得意な事や授業についての質問なども見え

てくると思います。そんな時はスクールマネージャーやスタディーオブディレクターがアドバイス致します。 

 

 

クラス時間割 
  月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 

8.30-10.00 1 時間目 * 1 時間目 1 時間目 1 時間目 1 時間目 

10.00-10.30 休憩 休憩 休憩 休憩 休憩 

10.30-12.00 2 時間目 2 時間目 2 時間目 2 時間目 2 時間目 ** 

12.00-1.00 ランチ ランチ ランチ ランチ ランチ 

1.00 ‐3.00 午後のクラス 午後のクラス 午後のクラス 午後のクラス アクティビティ- 

自由・自主学習 

3.15 ‐4.45 *** 自主学習  自主学習 自主学習  

*新入学の学生は、月曜日の 1 時間目にオリエンテーションとクラス分けのテストに充てられます。授業に出席するのは、10 時 30 分から 11 時 30 分になります。 

**金曜日の午前中の授業は卒業式のため 11 時 45 分までとなります。午後は、通常の授業はありません。アクティビティ-へ参加・自主学習、フリータイムの中から自由に

選ぶことができます。 

***自主学習のほかにスポーツ、映画鑑賞、クッキングクラス、乗馬、散策などのさまざまなアクティビティ-に参加。 

 

授業後のアクティビティー 

好評のアクティビティ-つきのイングリッシュコースの他にも、3 時から 5 時の間にさまざまなアクティビティーを提供しています。ニュージーランド料理のクラス、映画鑑

賞、ショッピング、スポーツアクティビティーなどがあります。 

ほとんどの週末には、日帰り旅行を提供しています。土蛍を見にワイトモ洞窟へ、森林散策、ロードオブザリングの撮影地ホビットツアー、タウポやタウランガなどの

近郊のアトラクションを訪れます。 

年齢や好みを問わず、ロトルアはどなたにもお楽しみいただけます。 

 

学校長のことば（あいさつ） 

ロトルアイングリッシュランゲージアカデミーへようこそ。私たちの学校はとてもアットホームな学校です。その中で私達は沢山の生徒を見送り、英語だけでは無く人と

人との繋がりを大事にして来ました。ロトルアは小さいながらに国内でも有名な観光施設が沢山あります。勿論英語を学ぶ環境にも大変優れた町とも言えます 

“リラックス、そして人生をリセットしよう”  

 この言葉は RELA で学んだ沢山の学生達を象徴した言葉です。 

ニュージーランドの大自然の中でリラックスしながら英語を学び、色々な人と触れ合い、たくさんの経験をする事によって今までとは違う自分を見つけるでしょう。 

そしてロトルアは数々のパワースポットが点在する町とも言われています。神聖な場所にはマオリ族によって守られており、訪れる人々にパワーとインスピレーションを

強く与えてくれます。 

マオリ族の文化と日本の文化には言語を始めたくさんの共通点があります。そしてニュージーランドと日本も密接な関係で結ばれています。その出来事と言えば、

2011 年に起こったクライストチャーチ地震と東北地震です。今も心からお祈り申し上げます。 

Kia Kaha!! がんばれ東北！！ 

文化の異なる海外での生活は様々な困難やつらい思いが付き物ですが、それを乗り越えて自分に自信を持つ事ができるかと思っています。 

私達は常に生徒の目線に立ち生徒一人一人の声を聞きながら、皆さんが安心して学習に取り組める様お手伝いをさせて頂きたいと思います。

スタッフ一丸となって皆様をサポート致します。 

ロトルアの地で一緒に楽しく学びましょう！！ 

 

 クリス リッキー 

学校長/ディレクター 

Chris Leckie  

Principal/Director 

 

Rotorua English Language Academy 
1460 Pukuatua Street, 
PO Box 2079,  
Rotorua, 3040  
New Zealand  
phone: 64 7 349 0473,  
Facsimile: 64 7 349 0753,  
email: english@rela.co.nz,  
web: www.rela.co.nz  

NZQA Rating: 
Rotorua English Language Academy is a Category 1 PTE 

 
This means that we have been rated by the New Zealand 

Qualifications Authority (NZQA) as: 

 Highly confident in educational performance 

 Highly confident in capability in self-assessment 

mailto:english@rela.co.nz
http://www.rela.co.nz/

