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オークランド大学イングリッ
シュランゲージアカデミーへ.
ようこそ

毎年、世界35ヶ国以上の2,000名を超える留学生が、
オークランド大学イングリッシュランゲージアカデミー
(ELA)で学んでいます。

イングリッシュランゲージアカデミー(ELA)はニュージー
ランドを代表する大学付属の語学学校で、そのクオリテ
ィの高さはオークランド大学進学後のELA卒業生の実
績をみていただければお分かりいただけるかと思いま
す。ELAでは、オークランド大学進学後や将来のキャリア
において皆さんが活躍できるよう、英語/英語学習能力、
アカデミックレベルの読み書き能力の向上に重点をおい
たプログラムが組まれております。世界のTOP 100 大学に
ランクインしているオークランド大学での素晴らしいアカ
デミックライフはELAを選ぶことからスタートするといって
も言い過ぎではないのです。

ELAでは、留学生の皆さんが、授業中はもちろん放課後に
おいても英語力を伸ばすことができるように学習施設や
サポートを充実させています。そして、ELAの最大の強み
といえば何といっても豊富な知識と資格をもったプロフ
ェッショナルな教師陣でしょう。彼らは、生徒一人ひとり
のレベルをみて、さらに英語力をあげるためには何が必
要か、また、ニュージーランドの教育機関における勉強の
仕方への理解をどうやって深めていくかなどを熱心に考
え、サポートしてくれます。他にも、生徒の皆さんの学習プ
ランをお手伝いしたり、アクティビティへ誘ってくれたりと
ELAで快適な生活ができるよう、アカデミックチームと学
生サポートチームが一緒になって親切丁寧にアドバイス
してくれますよ。

ELAでの学習期間に様々なクラス内容やアクティビティを
経験することになるかと思いますが、すべての学習プログ
ラムに是非意欲的に参加していただきたいと思います。そ
の中で、新しい習慣や考え方にふれたり、一生ものの友情
を育むことができるはずです。皆さん、我がオークランド大
学のコミュニティへようこそ！ELAで一生の思い出に残る
素晴らしいプログラムに出会えることをスタッフ一同心か
ら願っております。

.
STUART MCCUTCHEON
Vice-Chancellor
The University of Auckland
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ニュージーランドについて

オークランド

ウェリントン

クライストチャーチ

クィーンズタウン 南島

北島

*  www.visionofhumanity.org
**  www.hdr.undp.org

基本情報 
人口: 約 450 万人
ニュージーランド最大の都市:.オークランド.(人口約 150 万人)

首都: ウェリントン
公用語: 英語、マオリ語
通貨:.ニュージーランドドル
為替レート: 0.65 USドル.(2016 年1月現在)

民族構成:オークランドはニュージーランドでも最も多種多様
な文化が共存する地域で、ヨーロッパ系、アジア系、パシフィ
ック系、マオリ系の人々が暮らしています。

気候:ニュージーランドは四季がありますが、温度の変化は比
較的穏やかです。オークランド地域の気温は夏.(12月から3月) 
は約20℃、冬( 6月から.8月)は約.11 ℃です。

ニュージーランドは英語を公用語とする近代的な国
です。また、世界的にも有名な美しい自然と先住民族
であるマオリの文化が、ニュージーランドの豊かな文
化を育んでいます。

オーストラリアから2,200km東にはなれた南太平洋
に位置しているニュージーランドは、２つの大きな島.
‐北島と南島‐から成り立っています。イギリスや日
本と形や大きさが似ているニュージーランドは、人口 
450万人という世界で最も人口密度の低い国でもあ
ります。

ニュージーランドは、マオリの文化や英国の植民地で
あったという歴史に強く影響を受けてきましたが、
近年はさらにアジアや太平洋の島々からの移民がも
たらす文化からも大きく影響を受けています。ニュー.
ジーランド人は親切でフレンドリー、異文化交流を歓
迎する人柄で有名です。

ニュージーランドは、英語が公用語の国の中で最も
治安のよい国のひとつで、. 2015年のGlobal Peace 
Indexが発表している世界で最も平和な国ランキ
ング*では162ヵ国中4位にランクインしています。.
また、2015年の国連人間開発指数**では世界で 7 位
にランクインし、住んでみたい国のひとつとして人々を
魅了しています。
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**MARK WHERE ELA IS
近代的なELA校舎は、オークランドシティ
中心にあるオークランド大学シティキャ
ンパス内にあります。 

150万人という人口を抱えるオークランドは、ニュージーランド最大の都
市であり、経済の中心地でもあります。

２つのハーバーに隣接しているオークランドでは、国際的な大都市での
シティライフを楽しめるだけでなく、ゆったりとした時間の流れる島々、美
しいビーチや自然遊歩道といった自然も身近に楽しむことができます。
午前中にハーバーでカヤックを楽しみ、午後には緑の濃い山の中をハイ
キングすることもできるのです。また、お洒落なカフェやレストラン、バー、
クオリティの高いシアターやギャラリー、ミュージアム、そして、アジアや太
平洋諸国の文化が独特な個性を与えている街並みを楽しみながらショ
ッピングを満喫することもできます。そんな魅力的なオークランドは、2015
年の世界生活環境調査でも、生活環境の質が高いシティとして230ヵ国の
うち3 位にランクイン*しております。.

*.Mercer Consulting 社発行の世界生活環境調査2015より

ELA について- オークランドの中心

 オークランドとニュージーランドが大好きです！
オークランドは、ビーチや緑が多くて美しい自然がい
っぱいなところが大変気に入っています。また、オー
クランドは治安もよく、様々なカルチャーがうまく共
存しあっているところも魅力ですね。.

とても刺激的で楽しい毎日を送っています！  

Gabriela Santos
Brazil
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**MARK WHERE ELA IS
概観
多岐にわたるプログラム
オークランド大学は、学士課程から大学院
博士課程まで160ものプログラムを提供し
ております（リサーチとアサインメントから構
成される修士課程プログラムや短期留学プ
ログラムなども含む)。

留学生のための英語サポートサービスと就
職活動サポート
オークランド大学では留学生の皆さんをサ
ポートする様々なサービスを行っておりま
す。受賞歴もあるキャリア形成/就職活動サ
ポートサービスでは、留学生の相談に親身
になって対応してくれるアドバイザーから
将来のキャリア形成に向けてのアドバイス
が受けられるようになっております。また、.
English Language Enrichment serviceで
は、オンラインでの英語学習教材やキャンパ
ス内にある英語学習教材/施設に無料でア
クセスすることができ、英語学習のアドバイ
ス、ランゲージグループへの紹介などのサ
ービスも無料で受けられます。

オークランド大学卒業生の雇用情勢
オークランド大学卒業生の何事にもオープ
ンで偏見を持たずに柔軟に対応する姿勢、
実社会にもとづいて物事を探求するといっ
た姿勢は、世界中の雇用者から高く評価さ
れています。**.

..*. QS世界大学ランキング2015より
**..www.timeshighereducation.comより

オークランド大学について

基本情報 
設立年:.1883年

世界大学ランキング: 82位*

生徒数: 約40,000名

留学生: 約6,000名

学部:.
 • Arts (Humanities and Social Sciences)

 • Business

 • Creative Arts and Industries

 • Education and Social Work 

 • Engineering

 • Law

 • Medical and Health Sciences

 • Science

役に立つリンク集 
留学生のための情報

www.international.auckland.ac.nz

Email: int-questions@auckland.ac.nz

入学要件

www.auckland.ac.nz/is-entry

英語力要件

www.auckland.ac.nz/is-english

授業料 

www.auckland.ac.nz/is-fees

留学/交換留学情報

www.auckland.ac.nz/studyabroad

オークランド大学‐世界のトップ100大学にランクイン*‐研究を重んずる校風のなか
で国際的に認知度のある資格を取得することができます。



ELAでは、アカデミック英語コース、一般英語コース、大学進学コース、カスタマイズできるグループ
プログラム、英語教師養成コースなど様々な英語プログラムを開講しております。世界生活環境調
査でもトップレベルにランクインしているオークランド*でシティライフを楽しみながら、世界トップレ
ベルの大学の中で英語を学ぶ‐ELAで勉強することで得られる特典はもちろんたくさんあります。

世界のTOP100大学にランクインしているオークランド大学は、ニ
ュ-ジーランドを代表するトップランクの大学です。**.ELAは、そのオ
ークランド大学の付属語学学校です。

*..Mercer Consulting 社発行の世界生活環境調査2015より
**..QS.世界大学ランキング2015より

ELAで学ぶ理由...

世界的評価
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TOP
100

専門的な知識と資格、豊富な経験をもつ教師陣から英語を学
ぶことができます..
・. ELAでは、学位とTESOL資格を有する指導経験豊富な教師
陣が、生徒一人ひとりの目標達成に向けて全力でサポート
します。

・. さまざまな国からの生徒を教えてきた豊富な経験を活かし
て、生徒一人ひとりのニーズや要望に合わせた指導、サポ
ートをおこないます。

ELA教師陣の卓越し
た英語指導力

快適で楽しい生活を楽しみながら勉強にも集中することができる
よう、様々なサポートを提供しております。
•. 学生の個人的な相談や悩みにも親切丁寧に対応し、カウンセ
リングを行う学生サービスチーム

•. スタディセンターは土日を含む週7日利用可能な自習室で
す。平日は資格をもつ英語教師が常勤しており、英語に関する
質問をすることもできます。

•. 英語学習用のソフトウェアが利用できるコンピュータ設備
•. オークランド到着時のサポートおよび宿泊先の手配
•. 友達をつくったり、スポーツをしたり、オークランドのカルチャー
を体験できる楽しいアクティビティーも充実させています。

学習施設とサポート

国際色豊かなクラスで英語を学び、世界中に友達をつくりまし
ょう！
・. . 毎年、世界35ヶ国を超える国からの学生がELAで英語を学
んでいます。

国際交流

オークランド大学やニュージーランドにあるその他の大学/高
等専門学校に入学するために必要な英語力要件を満たすた
めのコースです。ELAの進学コースには以下のものがありま
す。.

•. 大学進学準備/ファンデーションコース.(FCertEAP)

•. 大学院進学のための英語コース. (EPPS)

•. 大学進学のための英語コース..(EPUS)

ニュージーランド
トップレベルの大学/高等専門
学校への直接進学コース
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.大学への直接進学を希望？.
（アカデミックIELTSを受験しない

場合）

 大学院への直接進学を希望？.
（アカデミックIELTSを受験しない

場合）

オークランド大学が入学要件としてい
るアカデミックIELTS のバンドスコア
から0.5 の範囲内であるIELTS結果を

すでに取得している？

オークランド大学が入学要件としてい
るアカデミックIELTS のバンドスコア
から0.5 の範囲内であるIELTS結果を

すでに取得している？
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ELAプログラム..
ELAの英語/アカデミックスキルプログラムは、生
徒の皆さんがご自分の学習目標/キャリア形成に
合わせて着実にステップアップしていけるように
デザインされています。

最適な英語プログラムを選ぶ
たくさんある英語プログラムの中からあなたに最
適なプログラムを選ぶためには、現時点でのあな
たの目標、英語力、そして、希望している大学や高
等専門学校の入学要件等に照らし合わせて、総
合的に判断する必要があります。.

アカデミック英語/スキルを伸ばす 
ELAの大学進学準備プログラムは、オークランド
大学やニュージーランドにあるその他の大学/高
等専門学校*への入学に必要な英語力要件を満
たすことができるよう英語力を養成していくプロ
グラムです。
このプログラムでは、大学で必要となる英語力を
習得するだけでなく、どのように勉強していけば
いいのかといった自主学習スキルを身につける
こともできます。

このプログラムでは、以下の４つのスキルに照準
をおいて指導していきます。

•. ライティング: アカデミックな記述スタイル、
エッセー構成、パラグラフを効果的に使用し
た文章形成、序文や結論部分の書き方、接続
語の使い方、要約や編集スキル、レポート作
成、アカデミックライティングのルールやジャ
ンル等を学びます。

•. リスニング/リーディング: 速読スキル、文/パ
ラグラフ単位でのテーマを読み取るためのパ
ターンを見つけ出すスキル、身近な事例や世
界的な事例から自分の主張やアイデアを導
き出していくスキル、クラスでのノートの取り
方、知らない語彙がでてきたときの対策、趣旨
の要約、強調されている単語やフレーズの聞
き取り、さまざまなアイデアをまとめていくス
キルを学びます。

•. 語彙/文法: 大学レベルの語彙、時制に関す
る復習/理解度の強化、正しいスペルや文
法、文構成パターンのバリエーションを学び
ます。

•. スピーキング/リサーチ:.大学レベルのプレ
ゼンテーションスキル、パワーポイントの使い
方、文献引用のルール、リサーチプランの立て
方を学びます。.  

*  ELAのアカデミックプログラムを承認しているニュー
ジーランドの大学や高等専門学校の一覧が必要な
場合は資料請求してください。



 大学での論文やアサインメントに必要なアカ
デミック英語スキルを学ぶためにＥＬＡを選びまし
た。

ELAの教師陣は、生徒一人ひとりがそれぞれの目
標にむけて頑張れるようしっかりサポート、指導
してくれます。クラスの雰囲気はとても真剣でやる
気に満ちているので、楽しんで学ぶことができます
よ。 

Sameh Shamout
Jordan
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IELTS 

アカデミックIELTSの総合スコアとライティングのバンドスコアが、大学
の入学要件としているスコアから1.0の範囲内であること**
•..通常、大学院課程進学希望の場合は、総合スコアが最低5.5、ライティ
ング5.5、その他のバンドスコアが5.0以上.
•..通常、大学進学希望の場合は、総合スコアが最低5.0、ライティングが
5.0、その他のバンドスコアが4.5以上（EngineeringとNursingの学部に
おいては、多数例外がありますのでご注意ください。）

ELA 

ELAでのテスト結果がアカデミックレベルでの中上級、又は

オークランド大学やニュージーランドのその他の大学/高等専門学
校に入学するためのアカデミック要件は満たしているが、英語が必
要レベルに達していない方向けのコースです。

このコースでは、大学/大学院/博士課程進学に必要な英語力と読
み書き能力を確実に習得することができます。指定水準以上の成績
でFCertEAPを修了した学生は、ニュージーランドのほとんどの大
学や高等専門学校に入学するための英語力要件を満たしているも
のとして、その他の試験が免除されます。*

コース期間
21週間(1週間の休みを含みます。また、9月と11月開始のコースの
期間は17週間となります。)

入学要件
•. FCertEAPを承認している大学や高等専門学校から条件付仮入
学許可(Offer of Place)を受けていること*

•. 以下の英語力要件を満たしていること

*  FCertEAPを承認しているニュージーランドの大学や高等
専門学校の一覧が必要な場合は資料請求してください。

** アカデミックIELTSのテスト結果は、FCertEAP開始日前
12か月以内に発行されている必要があります。

.大学進学準備/.
ファンデーションコース (FCertEAP) 

総合学習時間.
2ブロック＝400時間
ブロック1～4（1月～11月）では.
オプションでのワークショップ参加が
可能です。

レベル
中上級、または上級

コース期間
21週間
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総合学習時間 

1ブロック＝200時間
ブロック1～4（1月～11月）では
オプションでのワークショップ参加が
可能です。

レベル
上級

コース期間
10週間

IELTS 

アカデミックIELTSの総合スコアとライティングのバンドスコアが、オ
ークランド大学が入学要件としているスコアから0.5の範囲内である
こと。例えば6.0が入学要件の学部の場合、総合スコアが5.5以上、ラ
イティングのバンドスコアが5.5、その他のバンドスコアが5.0以上であ
ることが必要です（オークランド大学がそれ以外の指定をしていない
場合）。*

オークランド大学へ進学するためのアカデミック要件は満たしてい
るが、英語力の要件をわずかに満たしていない方を対象にしたコー
スです。

このコースでは、大学進学に必要な英語力と読み書き能力を確実
に習得することができます。指定水準以上の成績でEPUSを修了し
た学生は、オークランド大学に入学するための英語力要件を満たし
ているものとしてその他の試験が免除されます。

コース期間
10週間（11月開始の短期集中型7週間のEPUSもあります。）

入学要件
• オークランド大学から条件付仮入学許可（Offer of Place）を受
けていること

• 以下の英語力要件を満たしていること

*..アカデミックIELTSのテスト結果は、EPUS開始日前12か月以内に発行されてい
る必要があります。

 大学進学のための英語コース (EPUS)  

 私のあたらしい挑戦はELAからはじまったとい
えると思います。私が目標を達成できるよう、ELA
の先生方はいつも私を励まし応援してくれまし
た。そのおかげで、サイエンスの学士号を取得する
という目標を達成することができました。

この学士号と私の英語力をもって色々な可能性
や機会に出会えることを今から楽しみにしていま
す。

Fatima Almustafa
Saudi Arabia
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IELTS 

アカデミックIELTSの総合スコアとライティングのバンドスコアが、オ
ークランド大学が入学要件としているスコアから0.5の範囲内である
こと。例えば6.5が入学要件の大学院へ進学希望の場合、総合スコア
が6.0以上、ライティングのバンドスコアが6.0、その他のバンドスコア
が5.5以上であることが必要です（オークランド大学がそれ以外の指
定をしていない場合）。*

EPPSは、オークランド大学大学院へ進学するためのアカデミック要
件は満たしているが、英語力の要件をわずかに満たしていない方を
対象にしたコースです。

このコースでは、大学院や博士号コース進学に必要な英語力と読
み書き能力を確実に習得することができます。指定水準以上の成
績でEPPSを修了した学生は、オークランド大学に入学するための
英語力要件を満たしているものとしてその他の試験が免除されま
す。

コース期間
10週間（11月開始の短期集中型7週間のEPPSと2月開始のビジネ
ス修士のための短期集中型7週間EPPSもあります。）

入学要件
・..オークランド大学から条件付仮入学許可（Offer of Place）を受け
ていること

・..以下の英語力要件を満たしていること

*   アカデミックIELTSのテスト結果は、EPPS開始日前12か月以内に発行されてい
る必要があります。

 大学院進学のための英語コース (EPPS)

 ＥＬＡで勉強する前は英語表現をただ暗記す
るだけに終わっていたので、ほとんど英語力が伸
びませんでした。.

ＥＬＡでは、先生方が僕の弱点や悪い癖を指摘し
てくれた上で、どうすればもっと自然な英語を話せ
るようになるのかを熱心に指導してくれました。

また、効果的に英語力をあげていく自主学習の方
法やスキルをＥＬＡ在学中に身につけることもでき
ました。ＥＬＡに感謝しています。

Andrew Kwak
Korea

レベル
上級

コース期間
10週間

総合学習時間 

1ブロック＝200時間
ブロック1～4（1月～11月）では
オプションでのワークショップ参加が
可能です。
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アカデミック英語コースでは、大学で必要なレベルの英語力やスキル
を学ぶことができます。

このコースでは、リスニング、スピーキング、リーディング、ライティングの
各分野における生徒一人ひとりの課題をみつけて必要な指導をおこ
なったり、効果的な自主学習の方法を生徒の皆さんが習得できるよう
指導しております。要望に応じて、大学進学用、またはIELTS試験用の対
策のどちらかに絞った学習プログラムにすることもできます。

このコースで英語力やアカデミックスキルをレベルアップした後
は、ELAの進学コースやあなたが目標としているプログラムへ進むこ
とができます。.

また、アカデミック英語コースを開始する前に一般英語を学びたいとい
う方向けに、学習プログラムを組むこともできます。...

コース期間
10週間以上（通常それぞれのレベルで10週間学習しますが、10週間単
位で延長することもできます。）

入学要件
初日にレベルテストを行います。コース最後に行われるテストで指定水
準の成績に達した場合、上のレベルのクラスに進むことができます。

.アカデミック英語コース.  

. . アカデミック英語コースは求められるレベルが
高く大変ですが、大学に入ってからの学習環境に似て
いる点が大変多く、大学に進みたい方にとってはとて
も良い予行練習になるとおもいますよ。.

また、授業中の指導内容とコースの趣旨にズレがな
く、しかも授業内容は上手く練られているので大変つ
いていきやすいです。私を指導してくれた先生方は素
晴らしい先生ばかりでした。

世界トップランクの大学、オークランド大学の中で勉
強できるってやっぱり嬉しいことですよね。.

Maria Fernanda Prieto
Colombia

レベル

準中級、中級、中上級、上級

総合学習時間 
1ブロック＝200時間
ブロック1～4（1月～11月）では
オプションでのワークショップ参加が
可能です。

コース期間
1ブロック＝10週間..
(サマースクールは7週間）
学生のレベルや要望に応じて
１ブロック以上の受講も可能です。
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日常生活や仕事に必要な英語コミュニケーション能力を伸ばしたい
方、またELAの他のコースに進むために英語力を伸ばす必要がある方
を対象にしたコースです。

スピーキング、リスニング、リーディング、ライティングを伸ばす練習をバ
ランスよく取り入れながら、コミュニケーションスキル全体を伸ばしてい
くことに重点をおいたコースとなっています。クラス内アクティビティ、個
人/ペア/グループワークを通して学習していきます。

また、一般英語コースでは目的に合わせてコースをカスタマイズでき
る選択クラスがあり、特定のスキルや科目を集中的に学ぶこともできま
す。選択クラスは学生の英語力レベルと要望をみて受講できるかが判
断されます。選択クラスには、コミュニケ―ションスキルクラス、ビジネス
英語クラス、IELTS試験対策クラス*などが含まれております。

コース期間
2週間以上（通常、1つのレベルで11週間学習します）

入学要件
初日にクラス分けのレベルテストを行います。また、上のレベルのクラス
に進むためには5～6週間ごとに実施されるテストで指定水準以上の成
績をおさめる必要があります。

*IELTS試験対策クラスは、最低5週間以上のお申込みと教科書の購入が必要となり
ますのでご注意ください。

.一般英語コース.

.ビジネス英語クラスだったり、IELTS試験対策
クラスだったりとELAにはたくさんの選択クラスが
あります。僕の場合は、世界の色々な国からきたク
ラスメイトとプロジェクトに取り組み、一緒に助け
合いながら多くのことを学ぶことができました。

また、ELAの先生やスタッフはとてもフレンドリー
で親切だと思います。あなたが困ったときは、いつ
もすぐに助けてくれますよ！..

Phanupong Trachoo
Thailand

1週間の授業時間  
20時間
ブロック1～4(1月～11月）では.
オプションでのワークショップ参加が.
可能です。

レベル
初級、準中級、中級、中上級、上級

コース期間
2週間以上から（1つのレベルに11週間
が目安となります）
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IELTS 

アカデミック I E LTSテストの結果が以下のバンドスコアであること、.
ライティングが5.0以上、かつ総合スコアが5.0以上

ELA 

ELAでのテスト結果が中上級、または

Cambridge Certificate in Teaching English to Speakers of Other 
Languages (CELTA:ケンブリッジ大学認定の英語教授資格)は、英語を母国
語としない人に英語を教える資格として世界でもっとも広く認められた英
語教師の資格です。この資格は世界中ほとんどの語学学校で通用します。

この資格を持つことで、外国語としての英語を教える教師職に従事するに
あたって必要なスキルを有しているとみなされ、語学学校での英語教師職
に就きやすくなります。

コース期間
4週間（フルタイム）./.10週間（パートタイム）

入学要件
このコースを受講するには、英語力がネイティブか同等レベルである必要
があります。お申込み前に試験と面接を受けてください。

ケンブリッジCELTAコース...

英語教師養成コース - TESOL (TKT) では、学生の英語力を伸ばすとともに、英
語コミュニケーション力の高い教師となるための教授法について学びます。.
教師としての経験は問いません。

この１０週間のコースは、従来の4～5週間のTKT TESOLプログラムと比べて多
くのメリットがあります。

•. 文法、語彙、発音、およびスピーキング、リーディング、リスニング、ライティン
グの４つのスキルを伸ばすことに重点をおいたクラス内容となっています。

•. 英語教授知識認定テスト(TKT)でよい成績をおさめることができるよう、試
験対策により多くの時間をかけています。

コース期間
１０週間
入学要件
英語教師養成コース. - TESOL (TKT)を受講するには、次の英語要件を満た
す必要があります。

英語教師養成コース.- TESOL (TKT)  

..CELTA資格は世界中で高く評価されている資
格なので、この資格をもっていればどこにいっても
私は仕事をみつけることができるとおもいます。こ
の資格を取得するために学ぶ場として、ELAは素
晴らしい学校だと思いますよ。ELAの先生方は、
とても親切にサポートしてくださいます。また、生
徒が積極的に授業に参加できるようにクラス内を
どうやってまとめ、指導していけばいいのかなどを
実際のクラスの中でしっかりと見せてくれたので
非常によい勉強になりました。 

Sarah Watts
New Zealand

 英語教師養成コース - TESOL (TKT) を受講
して、どのように英語を教えていけばいいのか、授
業に参加しやすい雰囲気をつくるにはどうすれば
いいのかを学ぶことができました。僕を指導してく
れたELAの先生方はみんなとても親切、フレンド
リーで、コース受講中多くのフィードバックをいた
だきました。おかげで、今は自信をもって効果的に
英語を教えることができるようになったと思いま
す。大学を卒業したら先生になりたいと考えてい
ます。
Yuki Ozaki 
Japan

レベル
ネイティブ、または同等レベルの英語力

コース期間
4週間(フルタイム)/10週間(パートタイム）

レベル
中上級、上級

コース期間
10週間
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ニュージーランドを代表する語学学校であるELAは、グループプログラ
ム受け入れのシステムや学習設備/教材がすでに整っており、グループの
ご予算に応じて満足いただけるプログラムを企画、提供することができ
ます。2015年だけをご覧いただいてもおわかりいただけるかと思います
が、ELAはマカオ、日本、韓国、中国を含む様々な国からの大学グループ
にプログラムを企画、提供しご満足いただいているという実績がござい
ます。さらには、タイの厚生省と一緒にプロジェクトに取り組んだり、ニュ
ージーランド外務省と協同しながらミャンマーや南太平洋の国々におけ
る様々なプロジェクトに携わったりもしております。

ELAでは、パートナー協定を結んでいる大学はもちろんのこと、企業、公
的な団体等の様々な目的にあわせてグループプログラムをカスタマイズ
することができます。また、通常の一般英語コースに混ざって多国籍なク
ラスメイトとともに授業を受講するか、それともグループの参加者だけ
で授業を受講するのか、あるいはその両方をプログラムに組み込むか等
のオプションを選択することもでき、英語力だけでなく異文化理解や国
際的な考え方も養うことができるようになっております。

カスタマイズされたグループプログラムを成功させることができるかで
きないかは、究極的なところ学生一人ひとりが充実した時間を過ごせる
か否かによります。国際的見識に優れたELAスタッフがその確かな教授
テクニックをもとに、目的にあった、しかも参加しやすく興味深いプログ
ラムになるよう尽力いたします。

サンプルプログラムをご覧になりたい方は、資料請求してください。

.グループプログラム...

 オークランドは住むのに最高のシティだと思
います。その気があれば、何かと色々することが
あるんです。僕はスケートボードをしたり、ビーチ
でのんびりしたりすることが好きなんですが、オ
ークランドの場合その両方をシティ近辺の色々
な場所で楽しむことができるんですよね！ニュー
ジーランドはアドベンチャー好きや探検好きな人
にピッタリの国だとおもいます。絶対いってほし
いおすすめの場所といえば、ケイプ　レインガと
か、クィーンズタウンとか、コロマンデルとか、テ
カポ湖とか・・・僕は全部いきましたよ！..

Davi De Ferreyro Monticelli
Brazil
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International English Language Testing System (IELTS:アイエルツ)は、世
界でもっとも広く認められた英語能力検定試験です。ELAのIELTS試験対
策コースは、IELTS合格のための試験テクニックと英語力、学習スキルを徹
底的に学ぶことができます。

IELTS試験
IELTSは、語学力査定や語学能力試験運営の世界的権威である指導者た
ちにより作成された試験で、信頼性、一貫性を持って英語能力を証明する
ことができます。ニュージーランドやオーストラリアの全ての高等教育機関
が、IELTSスコアを英語面での入学要件を満たすものとして受け付けてい
ます。また、移民局や専門機関などでも英語でのコミュニケーション能力を
測る指標としてIELTSを認めています。IELTS試験結果をもつことで、将来
のキャリア形成において選択肢の幅が広がります。

ニュージーランドでIELTS試験を受験する
ELAのIELTS試験センターは、ニュージーランドで最大、かつ定評のある
IELTS公認試験センターです。受賞歴もある当センターでは、年に36回もの
テストを実施しており、受験者がアクセスしやすいようになっております。ま
た、受験者のみなさんが快適に受験できますよう、試験設備の充実やスタ
ッフによるサポートも万全にしております。

太平洋諸国でIELTS試験を受験する
ELAのIELTSセンターでは、太平洋諸国のうちの7か国、10か所のテストセン
ターでもテストを実施しており、大学入学への奨学生プログラムの一環とし
て、いくつかの団体とパートナー協定も結んでおります。

IELTS試験対策コース
IELTS試験対策コースは、英語力と試験合格のためのスキル向上を目的と
しています。また、このコースは、一般英語コースとアカデミック英語コース
の中で選択クラスのひとつとして受講することもできます（開講するために
必要な最低人数や求められる英語レベルに条件があります）。パートタイム
IELTS試験対策コースも、夜間、および週末に受講可能です。これらのコー
スは、いずれも経験豊富なIELTSの専門教師が担当いたします。
  

IELTS試験および試験対策コース

 ELAのコースで学んだことは、いろんなとこ
ろで役立っています。　

私が苦手とする学習分野など、ELAの先生方か
らは多くのアドバイスを頂き、色々と助けていた
だきました。

ELAで勉強して何よりも素晴らしかったことは、
みんなが一緒に助け合いながら勉強しているこ
とと、IELTSの勉強で困ったときには、いつも親
切で丁寧にサポートしてくれるスタッフがいてく
れたことです。.....　　　...........

Yanqin Tang     
China
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ELAで勉強する学生は、以下のようなサービス、サポート
システムを利用することができます。.

オリエンテーション
ELAのフレンドリーなスタッフがオークランドでの過ごし
方や学校での過ごし方などへの理解を深めるオリエンテ
ーションを初日に行います。公共交通機関の乗り方、銀
行の利用手続き、携帯電話使用の手続きなどニュージー
ランドでの生活をはじめるにあたって必要になる手続き
全般をサポート、お手伝いします。

レセプション
学生が困ったときにはELAのレセプションスタッフがいつ
でも喜んで対応いたします。問題がおきて困ったときは、
まずはレセプションへご相談ください。レセプションスタ
ッフで対応できない場合は、問題解決できる担当者まで
ご案内いたします。

スタディーセンター.
ELAのスタディセンターは土日を含む週7日利用可能な
自習室で、平日に関してはスタディーセンターコーディネ
ーターと呼ばれる英語教師が常勤しております。スタデ
ィーセンターコーディネーターは資格をもった英語教師
で、学生が自分たちの目標に合わせて着実に英語力を
伸ばしていけるよう、専門的な知識やスキルをもとに指
導、サポートいたします。

スタディーセンターで利用できる教材としては、IELTSの
練習用問題集、難易度別英語読本、DVD(英語の字幕つ

き）、参考図書、デジタル音声やビデオの資料や講義等が
含まれます。.
スチューデントラウンジ.
ELAには学生のみなさんがくつろいだり、ランチをした
り、英語でのおしゃべり、卓球やボードゲームを楽しんだ
りできる大きなラウンジがあります。
このラウンジは、紅茶、コーヒーが備えられており、スナ
ック菓子の自販機やランチを温める電子レンジ等も利
用できます。

シティの中心という好立地
ELAからは、オークランド大学のメインキャンパスやダウ
ンタウンが徒歩圏内です。また、オシャレなカフェ、ショッ
プ、さまざまなタイプの飲食店がELAの近くにあります。

空港送迎
ELAの空港送迎サービスは、学生の到着日ができるだけ
快適、円滑に進むようにサポートするサービスです。担当
者が空港でお出迎えし、宿泊先までご案内します。この空
港送迎サービスは、お申込みの際に予約することができ
ます。

ホームスティ/長期滞在型宿泊施設の手配 
ホームスティのよい点は、ニュージーランドの文化や英語
をカジュアルに学ぶことができる点でしょう。コース期間
中の全てをホームスティで過ごす学生が大半ですが、最
初の数週間だけをホームスティで滞在し、オークランドで
の生活に少し慣れた頃に他の宿泊形態へと移動する学

学生へのサポート
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学生へのサポート
生もいます。
ホームスティでは、ニュージーランド一般家庭の中で家
族の一員として過ごすことができ、学生専用の個室と食
事がついています。ホームスティファミリーの大半は、公
共交通機関を使って30～45分以内でELAに通学できる
圏内にあります。
ホームスティオプションをご希望でない場合は、ELAのア
コモデーションチームのサポートのもと、ELA近辺の長期
滞在型宿泊施設をご案内することもできます。

宿泊先手配に関する詳細は以下のELAウェブサイト
www.ela.auckland.ac.nz/accommodationをご覧
ください。

ビザ延長手続き 
学生のビザへの質問や延長へのご相談にはELAのエン
ロールメントチームが対応いたします。

医療/海外旅行保険  
ニュージーランドで勉強する全ての学生は、適切な医療/
海外旅行保険に加入する必要があります。必要条件を満
たした保険をELAで手配することもできますので、お申込
みの際にご相談ください。

学生の個人的な悩みや相談への対応 
ELA在学中の学生の悩みや相談には、ELAのスチューデ
ントサービスチームが対応、サポートいたします。

学習面でのサポート 
ELAでは、シニアティーチャーと学生が面談を通じて学
習面/経過に関する相談をすることもできます。

面談の予約は、ELAのレセプションにてご相談ください。

コンピューター..
ELAでは、ワイヤレスインターネットや学生専用のコンピ
ューターをご利用いただけます。

クラス外アクティビティ  
ELAの学生は週ごとに開催されるアクティビティに参加
していただけます。バーベキュー、サッカー、動物園、イン
ドアのロッククライミング、乗馬等はもちろん、バンジー
ジャンプなども含まれています。週ごとに、アクティビティ
内容の告知があります。.
アクティビティ例は、以下のELAフェイスブック..
www.facebook.com/uoaela でもご覧いただけます。

旅行手配..
ホビトン、ベイ・オブ・アイランド、ロトルアなどの有名観
光地への週末旅行は、ELAのパートナー旅行会社を通じ
て手配することができます。



プログラムへのお申込み
まずは、ELAのウェブサイト
www.ela.auckland.ac.nz/enrolでオンラ
インのエンロールメントフォームをご記入く
ださい。

条件付き仮入学許可書の発行
入学が認められた場合は、翌2営業日以内
にEメールにて条件付き仮入学許可書を添
付でお送りいたします。費用に関する請求書
もこの条件付き仮入学許可書とともに添付
されます。

費用のお支払い
銀行を通しての送金、または小切手よりお支
払いいただけます。

入学証明書
学生からのお支払いがELAで確認できまし
たら、入学証明書と領収書をお送りいたしま
す。.

到着フライト詳細
フライトナンバー、到着日/時間等の詳細を
accommodation@ela.auckland.ac.nz
までお送りください。宿泊先に関する詳細
は、フライト情報と授業料のお支払いのどち
らか、またはその両方が確認できた後にお送
りします。

オリエンテーションへの参加
初日はオリエンテーションとレベル分けのプ
レ-スメントテストがありますので、午前8時15
分までにELAへ登校してください。  
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お申込みの手順
学生ビザ
ニュージーランドに入国する前に、学生ビザを取得する必要
があります。審査に必要な提出物に関する詳細はニュージ
ーランド移民局へ直接ご連絡いただくか、そのウェブサイト
www.immigration.govt.nz で確認することができます。

公的医療負担サービスの適用に関して 
ほとんどの留学生は、ニュージーランドの公的医療負担サービス
を受けることはできません。ニュージーランド滞在中に医療機関
で治療を受けた場合は、すべての医療コストを負担することがほ
とんどです。留学生にも適用される公的医療負担サービスを確
認したい場合は、ニュージーランドの厚生省へ直接ご連絡いた
だくか、そのウェブサイトwww.moh.govt.nzで確認することが
できます。

事故に伴う治療費や補償金の一部を負担する公的な補償シス
テムに関して 
The Accident Compensation Corporation (ACC) は、ニュー
ジーランドの国民や永住者だけでなく旅行者などにも適用さ
れる公的な保険ですが、状況によってカバーされる負担金額に
差があり、医療費やその他のコストを負担することもあります。
詳細は、ACCウェブサイトwww.acc.co.nz にてご覧いただけ.
ます。

医療/海外旅行保険
ニュージーランドに滞在中、すべての留学生は適切な医療/海外旅
行保険に加入する必要があります。条件を満たしている適切な保
険をＥＬＡよりご案内することもできます。条件付き仮入学許可書と
一緒に保険に関する詳細もお送りしますので是非ご覧ください。

ＥＬＡ在学中に働く
14週間以上のフルタイムのコースをELAで申し込み、勉強する場
合、週20時間まで働くことが可能となります。パートタイムの仕事
探しに関するご相談はELAの学生サービスチームまで。チーム一
同、喜んでアドバイスさせていただきます。

生活費用
アコモデーション費用、食費、交通費などを含む生活全般にかか
る費用として、週約400～550NZドルが一般的な目安です。

基本情報  

* 2016年1月現在の一般的コストとなります。
**  3ステージ（約12Km）、往復で5日間利用の場合にかかるバス/電車の
学生割引価格をもとに計算しております。

一般的なウィークリーコスト（NZドル）*

支出/週 ホームスティ 長期滞在型宿泊施設

部屋の賃貸料

食費

交通費 
(2-3.ゾーン).**

.
交際費

$269.50

$50.
（平日の昼食費のみ）..

$30 

$50.-.200

$230.-.$390

$100.-.$200

.
.

$50.-.$200



17

マーケティングチームへのお問合せ 
Email: marketing@ela.auckland.ac.nz 

Phone:  +64.9.921.7675

エンロールメントチームへのお問合せ
Email: enrolment@ela.auckland.ac.nz

Phone:  +64.9.919.7663

アコモデーションチームへのお問合せ
Email: accommodation@ela.auckland.ac.nz 
Phone:  +64.9.921.7682 

海外のＥＬＡ公認エージェント
ELA公認のエージェントオフィスは世界各地にたくさ
んあります。これらのELA公認エージェントは、ELA
に関する詳しい情報をご案内したり、お申込み手
続きの代行サービスをしたりすることができます。.
ELA公認のエージェントリストは、
www.ela.auckland.ac.nz/ouragentsでご覧く
ださい。

留学生の個人的な悩みや問題へのケアに関するコー
ド・オブ・プラクティス
ELAは、ニュージーランド政府により定められた
留学生の個人的な悩みや問題へのケアに関する
コード・オブ・プラクティスを遵守し、義務を履行
しております。コード・オブ・ラクティスのコピー
は、ELAまたはthe New Zealand Qualifications 
Authorityのウェブサイト
www.nzqa.govt.nz/the-codeにて資料請求
いただけます。

お断り
正確な情報を提供することに最善を尽くしてはおりま
すが、このパンフレットは一般的な情報提供のみを目
的として作成されております。学生一人ひとりの状況、
要望によって、記載されている内容に変更が生じること
がありますことをどうかご了承ください。ELAのコース
にお申込みをされるすべての学生はELAの約款を顧慮
し、すべての規則や契約内容、ポリシーを把握、かつ順
守することが求められます。約款は、条件付き仮入学許
可書とともに送られますが、ELAのウェブサイト
www.ela.auckland.ac.nzでもご確認いただけ.
ます。

ソーシャルメディアでＥＬＡをフォローしよう！

お問い合わせ

  Facebook/uoaela

 LinkedIn/uoaela

 

 Twitter/uoaela



ENGLISH LANGUAGE ACADEMY
The University of Auckland

E L A

お問合せ先 
ご相談、ご質問はELAのマーケティングチ
ームまでメールにてお気軽にご連絡くだ
さい。親切丁寧にカウンセリングしなが
ら、学生のご希望にあう最適なプログラ
ムをアドバイスさせていただきます。

 +６4.9.919.7695

 marketing@ela.auckland.ac.nz

 ela.auckland.ac.nz

Level 5, 67 Symonds Street
Bag #163, Private Bag 92.019
Auckland 1142, New Zealand


