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留学に最適な町、ネルソン

ネルソンは小さいながらも素晴らしい場所です。 
安全で活気に満ち、フレンドリーな人々がいる町。 
そんなネルソンにあるNelson English Centreで 
英語を勉強してみませんか。質の高い教育を行い、 
かつ、ネルソンらしい雰囲気の当校では、勉強も含め、 
オールラウンドな留学体験があなたを待っています。 
最高の学習環境で英語をマスターしましょう。

南島の最北部にあるネルソンは、 
3つの国立公園に囲まれた 
美しい町です。
(人口6万人)

ネルソン

クライストチャーチ

オークランド

ウエリントン

交通アクセス
オークランド、ウエリントン、
クライストチャーチの 
各国際空港とは、 
毎週約300便で 
結ばれています。

小さいながらも素晴らしい町
ネルソン。誰をも受け入れる温かいコミュニ 
ティ。毎日何かが起きる町。そんなネルソン中
心部の、古い聖堂や庭園を望む場所にNelson 
English Centreはあります。校舎を出るとすぐ
に、カフェやレストラン、そして様々なショップが
軒を連ね、並木通りのトラファルガー・ストリート
でストリート・ミュージシャンの演奏に耳を傾け
ることもできます。放課後は、マイタイ川のほとり
でゆったりと過ごせます。

アクティブなシティライフを
ネルソンは、トレッキング、サイクリング、水泳、
セーリング、マウンテンバイクなどに最適な町で
す。ネルソンの人々は、アウトドアが大好き！町
の周囲に広がる山や川沿いには遊歩道があり、
タフナビーチではカイトサーフィンやパドルボー
ドが楽しめます。町の埠頭には釣り人の姿も。ま
た、ネルソンは、素晴らしいマウンテンバイクの
コースがあることでも世界的に知られています。
自然の中に飛び出していかなくても、6スクリー
ンのシネマで映画を見たり、シアターで観劇した
り、博物館を訪れたり、パブでバンドのライブを
聞いたり、と様々なアクティビティが体験できま
す。フレンドリーな町の人たちとおしゃべりして、
シーフード、オリーブ、ワイン、地ビールなどの新
鮮な名産品を味わいましょう。

徒歩か自転車でどこにでも行け、何をするにも
便利で活気のある町ネルソンでは、大都市の煩
わしさ抜きで楽しい毎日が送れます。そんな小
さいながらも素晴らしいネルソンは、きっとお気
に入りの場所となり、いつまでもここで暮らして
いたいと思うようになることでしょう。

ネルソンでのホームステイ
ネルソンに留学する大きな長所は、非常に多く
のキーウィー(ニュージーランド人)の家庭がホ
ームステイを受け入れている点にあります。当
校ではエージェントを通さず直接ホームステイ
を手配し、200近い家庭と受入れ契約を結んで
います。ネルソンは、留学生にあふれ、観光客で
混み合うような大都市ではありません。非常に
住みやすく、コミュニティの結びつきが強い場所
です。そんなネルソンのコミュニティに、ホーム
ステイを通してつながりましょう。

一人暮らしが希望の場合は、大都市と比べて住
む場所も見つけやすく、家賃も手頃です。ネルソ
ンには幅広い種類のシェアハウスやバックパッ
カーがあるほか、非常に多くはないもののアパ
ートも様々にあり、自分の希望に合わせて住む
場所を選べます。

ネルソンでは仲間と楽しいひとときを過ごせ 
ます。友人を呼んで一緒に食事を作ったり、 
パーティーを開いたり。きっと自分の居場所が
見つかります。

ネルソンでの就労
Nelson English CentreはNZQAカテゴリー1 
指定校のため、当校に14週間以上在籍すると、
週20時間までの就労が許可されます。ネルソン
地域では様々なアルバイト先が見つかります。

｢�ニュージーランドの�
日常生活が�
体験できました。」
ケイコ(日本)



｢�ここは単なる学校では�
ありません。生まれや�
育ち、考え方に関わらず、�
誰もが家と呼べる�
場所です。」
サミール(サウジアラビア) 個性の光る学校

Nelson English Centreは、活き活きと楽しく、 
しかもちょっと個性のある学校です。ここでは毎日が笑いと
新鮮な驚きに満ちています。学生は勉強に熱心に取り組み、
英語も速く上達しますが、それだけではありません。 
友人を作り、互いの話を聞き、世界について語り合います。 
そんな、誰にとっても素晴らしい場所なのです。

スチューデント・ゾーン
Nelson English Centreでは、英語以外の言葉
を使うことは厳しく禁止されているため、リスニ
ングとスピーキングの力がめきめきと付きます。 
しかし、英語の勉強は教室だけにとどまりませ
ん。当校では独自の「スチューデント・ゾーン」 
を設け、他の学生や教師とすぐに親しくなれ、 
おしゃべりはもちろん、学習上のポイントも話し
合えるようなコーナーを作り、どの学生にとって
も居心地の良い場所づくりに努めています。

いつも何かが起こる場所
仲間とめいっぱい楽しみましょう。お気に入りの
カフェを見つけたり、聖堂の階段に座ってランチ 
を食べたり、校内の「インターナショナル・ 
フード・デー」に出店したり、友人とビリヤードに
興じたり、「ポーカー・ナイト」にポーカーフェイス
で臨んだり、ドレスアップしてパーティーに出た
り、ビーチでバレーボールをしたり、ウクレレの
レッスンに参加したり、公園でフリスビーを極め
たり、近くの山へトレッキングに出かけたり… 
ネルソンならすべてが可能です。

あらゆる機会を利用して英語が学べる、 
オールラウンドな環境です。

活き活きと楽しく

「皆と交わる」ユニークなスチューデント・ゾーン

屋外 バーベキュー エリア

ラウンジ 
エリア 先生が 

ひょっこり現れる 
エリア

宿題・自習エリア
「皆と交わる」

スチューデント・ゾーン

校舎入口・屋外の 
たまり場

ホームステイ 事務室

何でも聞ける フロントデスク
キッチン

学習ヘルプ



質の高い教育

優れた教師陣を擁するNelson English Centreは、非常に質の高い教育を 
行っています。どの教師も、学生が十分に、かつ速く英語を学べるよう親身に
なって指導しています。ケンブリッジ・IELTS履修コースは検定試験専門の 
教師が担当し、一般英語コースは、学生に適度な勉強量を与えつつ学習
を効率的に進められるようカリキュラムが組まれています。さらにNelson 
English Centreでは、英語教育に真摯に取り組むと同時に、学生が楽しみ 
ながら学べる環境作りにも心を砕いています。

学習面のケア
当校の教師は誰もが経験豊富で熱心な英語 
教育の専門家です。学生は、わからない事が 
あったらいつでも担当教師に積極的に質問 
できるほか、学習状況や学習面で特に困った事
について、2名の学習コーディネーターに相談 
することもできます。教師やコーディネーターの
部屋のドアは、訪れる学生のためにいつでも 
開いています。

当校の教育
 筆記・口頭テストによるクラス分け

 自分のレベルに合ったコースで学習

 ケンブリッジ・IELTS検定試験コース(受講者
選抜テストあり)

 従来の教育方法に最新のトピックを使用 
した、バランスの良い最新式のカリキュラム

 イギリス、オーストラリア、ニュージーランドで
の高水準の教育実践と研究に基づいた教育・
学習理念

 全教師がケンブリッジ大学または 
ケンブリッジ・トリニティ・カレッジのEFL 
(外国語としての英語教授法)専門資格を取得

 コース開始後2週間目に学務主任との 
フォローアップ面談を実施

 宿題は自習エリアで学習コーディネーターが
ヘルプを提供 

 コース修了証、およびCommon European 
Framework of Reference for Languages 
(ヨーロッパ言語共通参照枠、CEFR)に準拠 
し到達レベル、優れた点、努力が必要な点を
記した成績表を授与

｢�先生方全員が�
エネルギッシュ！�
学生のことを心から�
考えてくれます。�
単に答えを教えるのでは�
なく、英語について考え、�
話す機会を与えてくれます。」
カナコ(日本)

経験豊富で 
熱意にあふれた 
英語教育の 
専門家のもとで 
学びましょう

｢�校内では英語以外が�
使用禁止なので、�
速く上達します。」
ジョンスク(韓国)

第三者機関の監査報告より
Nelson English Centreでは、3つの独立機関(2つの教育関連機関と1つの政府機関)により 
定期的な監査を受けています。

｢ Nelson English Centreは、学生の受入れ態勢が非常に良く
整い、優れた学校経営を行っている。」

｢ 教育内容には現行の研究に基づいた最新のトピックを 
使用している。」

English New Zealand(ニュージーランド英語学校連盟)監査報告書より

｢ 最新式の設備で快適である。」

IALC(国際語学学校協会)監査報告書より

｢ Nelson English Centreは国際的に知名度の高い英語学校
であり、English New Zealand(ニュージーランド英語学校 
連盟)およびIALC(国際語学学校協会)とも非常に良好な 
関係を築いている。」 

｢ 専門的な学校に求められるあらゆる要素を学生に提供 
できる校風がある。」

NZQA（ニュージーランド資格認定局)外部評価査定報告書より

コース別在籍者の割合
 一般英語
 IELTS

 Cambridge Advanced (CAE)
 First Certificate (FCE)

学生出身国の内訳
 オーストリア 2%

 ブラジル 3%

 中国 2%

 チェコ共和国 3%

 フランス 4%

 ドイツ 8%

 イタリア 4%

 日本 10%

 韓国 9%

 サウジアラビア 5%

 スイス(ドイツ語圏) 29%

 スイス(フランス語圏) 5%

 台湾 7%

 タイ 2%

 *その他 7%

*その他の国の内訳

アラブ首長国連邦
アルゼンチン
インド
ウクライナ
ウルグアイ
オランダ
コロンビア

スウェーデン
スペイン
チリ
ベトナム
ベルギー
ペルー
ポーランド

メキシコ
リトアニア
リヒテンシュ
タイン
レユニオン島
ロシア



素晴らしい大自然

自然に包まれて身も心もリフレッシュ。ネルソン地域は 
ピュアな大自然が身近にあることで有名です。 
その環境は、素晴らしいの一言！暮らすにも 
バケーションを過ごすにも最高の場所だと考える 
ニュージーランド人もたくさんいます。 
そんなネルソンの各地を実際に訪れてみませんか。

｢�ネルソンは�
最高の場所にあります。�
様々な国立公園も�
週末にすぐに行って�
こられます。」
ヨナス(スイス)

当校のフロントデスク
では、様々な旅行の 
プランを相談できます。

ネルソン

カフランギ国立公園

エイベル・タスマン
国立公園

フェアウェル・スピットフェアウェル岬

ファラリキ

カイコウラ

カイテリテリ
ケーブル湾

セント・アーノード

ピクトン
ラビット島

マーチソン

ネルソン・レイクス
国立公園

自然とひとつになりましょう
ネルソン周辺の見どころ
ネルソン周辺には、すぐに行ける美しい場所が
たくさんあります。透明な水の中で泳げるケーブ
ル湾は、車でわずか20分です。ネルソンの周辺
にはワイナリーが点在し、ワインの試飲が楽し
めます。あるいは、ネルソンから伸びるサイクリ
ングロードをたどり、ラビット島で泳いだり、バー
ベキューをしたり。そして1時間ほどドライブすれ
ば、地元の人々に人気のカイテリテリ・ビーチで
カヤックをレンタルし、金色に輝く砂浜を眺める
ことができます。

ネルソンから車で1～2.5時間の見どころ
雄大な風景が広がるエイベル・タスマン国立公
園の海岸コースをたどり、日帰りや数日かけたト
レッキング旅行やカヤッキングを。または、フェア
ウェル岬西側の、海にそそり立つ岩が見事な景
観を見せるファラリキ・ビーチで砂丘を駆け下り
ましょう。山が好きなら、ネルソン・レイクス国立
公園でマウント・ロバートに登ったり、ロトイティ
湖をめぐりトレッキングをしたりするのもおすす
めです。また、映画「ロード・オブ・ザ・リング」のロ
ケ地にもなったカフランギ国立公園でホビット
を探すのはいかがでしょう。そこには荒々しく雄
大な自然があり、ニュージーランド南島の高山
にのみ生息する、お茶目なオウムのキアもあな
たを待ち受けています。

コース修了後は、南島の他の地域を 
回りましょう
ネルソンを足がかりに、南島をぐるっと旅行しま
しょう。コース修了後は、多くの学生が南島を一
周して最後にネルソンに戻ってきます。修了生
はいつでもスチューデント・ゾーンでWiFiを利
用できます。20年後でも構いません－ぜひまた
遊びに来てください！ 

自由旅行のアドバイス
フロントデスクでは以下のような旅行の相談が
できます。
• プラン作成

• レンタカー予約

• 長距離・ツアーバス予約

• 宿泊手配

ニュージーランドでの冒険はネルソンから
ニュージーランドの真ん中に位置するネルソン
の便利な点は、南島周遊を終えたら、近郊の町
ピクトンからウエリントンへフェリーで渡り、その
まま北島の旅行を続けられるところです。それに
より、効率よくニュージーランドの各地を訪れる
ことができます。

ネルソン

クライストチャーチ

ミルフォードサウンド

クイーンズタウン

ダニーデン

カイコウラ

ウエスト・コースト
ピクトン
北島へのフェリー

ネルソン － 2,480時間

年間平均日照時間の比較

オークランド － 2,000時間

ロンドン － 1,630時間



Join us...
ニュージーランド人が愛する土地で�
一緒に英語を学びましょう

素晴らしい地域。素晴らしい町。 
素晴らしい学校。素晴らしいホームステイ。 
すべてが素晴らしいオールラウンドの留学体験。

今すぐ�
入学のお申込みを
オンライン
www.english-school.ac.nz/book/
またはお住いの地域の留学カウンセラー 
にお問い合わせください。

連絡先
Nelson English Centre
41 Selwyn Place
PO Box 1217
Nelson
New Zealand

電話： +64 3 548 2255
Eメール： admin@english-school.ac.nz 
www.english-school.ac.nz

 facebook.com/NelsonEnglishCentre
 instagram.com/nelsonenglishnz
 twitter.com/NelsonEnglishNZ
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｢�太陽がさんさんと�
降りそそぐネルソンは�
最高です！」
クンツン(台湾)

｢�Mac’sのSassy Red�
ビール、きれいな海、�
親切な人々に�
可愛らしい町。」
パトリック(スイス)

[�NECの先生方と�
雰囲気が大好きです。」
リディア(韓国)

｢�大きすぎず、�
小さすぎない�
ネルソンが�
大好きです。」
マリナ(日本)

｢�友人を作り、�
英語を学ぶのに�
最高の場所です。」
エリック(ブラジル)

｢�この学校の何もかもが�
懐かしく思えることで�
しょう。最高の学校に�
通えました。」
アブドゥルラーマン(サウジアラビア)




