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ワールドワイドスクールを選ぶ理由

➢ 1989年に創立歴史の長い語学学校

➢ NZ政府から最良の学校として認定（NZQAカテゴリー1、学生ビザ20時間/週 アルバイト可能）

➢ オークランド中心地に位置しており通学にとても便利

➢ 国際色豊かな生徒が集まり、まさにワールドワイド（25カ国以上）

➢ 少人数クラス、スタッフ、教師と生徒の距離が近くとてもアットホームな環境

➢ 困ったことがある時はすぐ相談できるカウンセラーがフルタイムにて対応

➢ 幅広いコースと特殊なプログラムをご用意（インターンシップ、フライトアテンダントコース、ファームホリ

デー、Get Ready、TOEIC試験対策、IELTS試験対策、ケンブリッジコース、ビジネス英語）

➢ 優れた施設 （図書館、コンピューター室、カフェ、学生ラウンジ、ツアーデスク）

➢ ワールドワイドオンラインシステム

➢ 無料放課後アクティビティー毎日開催

➢ Job Club & Function Staff :イベント・ファンクションスタッフ派遣登録

カウンセラー紹介

日本人カウンセラー Mai

Worldwide Schoolにて日本マーケティングマネージャー・カウンセラーをして

おりますMaiと申します。日本にて社会人を経験した後、夢であった留学へ。

ワールドワイドスクールを卒業後、 New Zealand School of Tourism（NZST）に

てフライトアテンダントコースを卒業しました。皆さんが充実した留学生活

を送っていただけるようサポートさせて頂きます。

ようこそワールドワイドスクールへ



スタッフ紹介

WORLDWIDE SCHOOL       

オークランド中心、Anzac Avenue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。

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
スタッフが皆さんのサポートをします。不安な
ことがあればいつでも頼ってください。

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、

南アフリカ出身等の教師がいます。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。

《新入生オリエンテーションで行う事》
• オークランドでの生活の仕方
• バスカード購入の仕方
• 携帯SIMカード購入の仕方
• フラットの探し方
• 仕事の探し方
• 生徒さんのお悩みについて全て回答します



コース

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。

午前：9時-12時15分 午後：13時30分-15時30分

• 一般英語コース （7レベル）

• IELTS試験対策コース-毎週月曜日入学可能

• TOEIC 試験対策コース-年3回開講

• CAMBRIDGE 試験対策コース-年3回開講

• GET READY-アカデミックコース希望者専門

• Business Englishコース-年4回開講

クラスで最も大切なことは “積極的に発言すること、意見を交わすこと”です。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。

国籍率

※アカデミックコースをご希望の方は開講状況を確認させて頂きます
ので直接お問い合わせください。



図書室・コンピューター室

図書室・セルフアクセスルーム 開館時間
（月～金）

8.00am - 8.55am
12.30 pm - 1.30pm
3.30 pm - 5.00 pm

図書室には6レベルに分かれた1000 冊以上の小説があり自習用のTOEFL, TOEIC, IELTS, FCE, 
CAE, CPE の試験対策の模擬テストもあります。文法、リスニング教材、600種類のDVD
があります。DVD、雑誌、小説の貸し出しが可能ですので週末や夜に家でも勉強するこ
とができます。

コンピューター室
ラーニングマネージメントシステム

図書室のお隣にあるのがコンピューター室。当校はオンラインラーニングシステム
を導入しているので自分にあった教材を見つけることができます。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自分のペースで進めることが出
来ます。学習以外にも、先生やカウンセラーとメッセージを交換したり、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できます。
入学時にアカウント名とパスワードが与えられます。



セルフアクセスセッション

スチューデントラーニングパスポート

• 入学初日にスチューデントラーニングパスポート」をお配りします。教師と共

に「Study Plan」を作成し、どのような勉強方法が生徒様に合うのか相談しなが

ら作成します。

• 週に1度の「セルフスタディセッション」（図書室にて自習時間）を設けてます。

そのセッション中では苦手の分野を集中的に学びます。もちろん分からない事

があれば、直接教師に質問する事が可能です。

• セッション終了後は、どの教材を利用したか、何を学んだか、全て書き出し教

師のサインをもらいます。

月に1度の個人面談



学生ラウンジ

バルコニー

学生ラウンジは休憩時、ランチタイムにくつろげる場所です。ラウンジにはカフェ
があり、手作りお弁当、ケーキ、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。休憩時には列が出来るほど大人気です。

ツアーデスク

天気の良い日にはバルコニーにてランチ
します。卓球は世界でも人気な遊び。

学生ラウンジには2社のツアーデスク
があります。週末を利用しNZの観光
地を巡る事ができます。お支払いは
クレジットカード、現金でも可能で
す。



English プラス

英語コースだけでは物足りないという方へ！

➢ 無給インターンシップ
➢ 1週間ファームホリデー
➢ ラグビー留学
➢ ニュージーランドの大学入学コース
➢ ツーリズム専門学校 フライトアテンダントコース

参加条件につきましてはお問い合わせください。



短期留学でもインターンシップを行いたい。
そんな方の夢をワールドワイドスクールにて叶えます。NZ企業にて素敵
なインターンシップを体験しましょう！

ワールドワイドスクールにて英語を学びながら、オークランド内でも国内生に人気
のツーリズム・ホスピタリティ専門学校Crownによりインターンシップが可能です。

コースにはStudy and Internship(SANDI)またはStudy and Experience(SANDX)の2種類があります。
企業先はNZ内でもトップレベルのホテルやホスピタリティ企業です。
例：Montana, RAMADA, PRESIDENT HOTEL, AJ Hackettなど

Study and Internship (SANDI) Study and Experience (SANDX)

「英語+インターンシップ」OR「英語+ 職業見学体験」

SANDI：学んだ英語を生かしながら英語100％の環境にて現地スタッフと共に働
くコース。大学生の休みにはピッタリのコース。

SANDX：英語力が高くなくても現地企業見学をしながらスタッフの方がどのよ
うに働いているか体験ができるコース。こちらも大学生の休みにはピッタリの
コース。



ホームステイ ・ アパートメント

ホームステイ ニュージーランド生活はまずホームステイから！
英語の勉強だけではなく、ニュージーランドの生活習慣
を知る最高のチャンスです！

ホームステイでは個室が与えられ勉強机、ベッドなど生活に必要な家具も用意されています。
ホームステイ先から学校はバスにて約45～60分の静かな住宅地が一般的です。

アパートメント 当校と契約しているシティアパートメントを手配できます。
デポジット（保証金）はチェックイン時に現金にて必要と
なります。デポジットは破損などのトラブルがなければ、
クリーニング代を除いたものが退出日に返金されます。

※アパートメントは空き状況次第となります

✓ 最初の４週間の返金不可
✓ 退出希望の場合は、２週間前に通知必要

滞在手配に関する重要事項
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