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We are here!

Auckland

Wellington

Napier

Welcome to Napier

ネイピアは、ニュージーランドの北島の東海岸に位置し太平洋に面し
ていて、ニュージーランドの中でも温暖な気候で知られています。ネ
イピアはホークスベイエリアにあり、自然豊かなのんびりとした海辺
の街です。日照時間が長いことからワインの生産が盛んで、美食の街
でもあります。街の建物は、カラフルなアールデコ（Art Deco）様式
の建築で有名です。街中には美しい庭や彫刻・アートなどが点在し、
ニュージーランド人も休暇で訪れるほどです。

また、ネイピアには多くのゴルフ場があります。そして、サイクリン
グコースなどもありますので、自然の景色を楽しみながら、同時にレ
ジャーも楽しむことができます。ウォータースポーツも盛んでネイピ
アでは様々なウォータースポーツを体験できるでしょう。

大きな美しいビーチがあり、地元住民はとても親切で治安も良いの
で、留学先として大変理想的な場所です。

世界中から集まる多国籍で構成されるクラスで勉強できる

ネイピアならではのユニークなアクティビティも楽しめる

設立年1988年、30年以上の経験と実績を誇る

1クラスの最大12名までと少人数制

豊富なコース設定であなたに最適なコースが見つかる

NEW ZEALAND

ニューホライズンは、NZQA（ニュージ
ーランド教育庁）に認定された学校の一
つで、カテゴリー1に認定されています。
また、ニューホライズンはニュージーラ
ンド語学学校協会(English New Zealand)
のメンバーでもあり、ニュージーランド
で最も優れた語学学校のメンバーです。

CHOOSE YOUR EXPERIENCE AT NEW HORIZON

GENERAL ENGLISH (一般英語コース)

EXAM 
PREPARATION

（試験対策コース）

YOUNG 
LEARNERS

（ヤングラーナー
コース）

SPECIAL
PROGRAMMES

（英語＋αコース）

STUDY & WORK
学ぶ＋働く

IELTS試験対策 

ケンブリッジ英語検定：FCE

ケンブリッジ英語検定 : CAE

40+

英語＋環境

英語＋ワイン

英語＋ゴルフ

ファームステイ

ワーキングホリデー
Christchurch

Dunedin

ニューホライズンが選ばれる理由

高校準備 （１４歳以上）

高校スクールホリデー期間中英

語コース （１４歳以上）

英語＆アクティビティ（11
～1７歳まで）
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ニューホライズンの一般英語コースは、英語のコミュニケーション能力を向上させるためのコー
スです。クラスは、初心者レベルから上級レベルに分けられていて、各レベルでリスニング、ス
ピーキング、ライティング、リーディングと文法の勉強をします。

個々の学生が設定する学習目標を達成するために教師陣はサポートします。教師の経験は豊か
で、また、授業は教師と学生のコミュニケーションを大事にしたインタラクティブな教授法を
取り入れています。様々な授業中のアクティビティを通して、国際交流したり、友達を作るこ
とができます。

コース開始:毎週月曜日（NZの祝日は除く）
コース期間:1週間～（ビザの条件による）
フルタイム、またはパートタイムより選択可能

時間割例
最初の15分間にディスカッショ
ン、ニュースや個人の経験につい
てプレゼンテーション

9:00 am

それぞれのレベルの英文法9:15 am

休憩10:30 am

語彙の展開、読解、ペアリング/
グループで勉強する

11:00 am

グループで聞き取り、問題解
決、実用会話など

11:15 am

ランチ休憩12:00 pm

1:00 pm

授業終了
放課後例：新入生交流（カフェ
へ）、マンツーマン指導、屋外活
動　など

3:00 pm

"英語を学ぶことは、とても重要だと思います。私は旅行が大好きなのですが、訪れた
国のほとんどで英語が使われていました。先生は親切でフレンドリーですし、ニュー
ホライズンはとても良い学校です。私は、とても充実した時間を過ごしました！"
 

- Erika Romina Barrientos, Argentina

IELTS 試験対策

コースの内容：

• 効果的にリスニングとスピーキング
を高める

• 様々なリーディング、ライティング
スキルを学ぶ

• IELTSに必要な語彙力を増やす

• IELTS試験の受験方法

ケンブリッジ英語検定対策： 
(FCE) （中上級）

FCE試験に合格した学生は、英語能力が中上
級、またはCEFRシステムのB2レベルと証明
できます。

学生のリスニング、スピーキング、リーディ
ング、ライティング、文法を向上させます。
経験豊富な先生が、FCE試験に合格するため
に英語力の向上をさせます。

ケンブリッジ英語検定対
策：(CAE)（上級）

CAE試験に合格した学生は、その英語力が上
級、またはCEFRシステムのC1レベルと証明
できます。

経験豊富な教師は、CAE試験に合格するため
に、学生のリスニング、スピーキング、リー
ディング、ライティング、文法全ての英語力
を向上させ、一緒に合格を目指します。

"海外留学を計画していた時、私はケンブリッジ英語検定に合格するという学習目標を設定しました。私の先生はとても経験
豊富で素晴らしく、たくさんのことを教えてくれました。ボキャブラリーやフレーズの練習がたくさんあり、それらはとても
勉強になりました。ニューホライズンでの勉強はとても良かったです！学校環境も素晴らしく、先生方は私が一歩学校に入る
と温かく迎えてくれて、雰囲気も居心地も良かったです。ニューホライズンの先生方、スタッフはプロ意識が高く、いつも熱
意をもって私たちに接してくれました！"

- Marina Feser, Switzerland

GENERAL ENGLISH

GRADUATION

EXAM PREPARATION （英語試験対策コース）

GENERAL ENGLISH FRIDAY OPTION

GENERAL ENGLISH （一般英語コース）

IELTS PREPARATION

GENERAL ENGLISH FRIDAY OPTION

コース開始・期間・レベル

毎週月曜日
お申し込みは2週間以上から
※中級以上の英語力が必要

コース開講時期

１月
３月
９月

8～9週間
12週間
12週間

コース開講時期

１月
３月
９月

8～9週間
12週間
12週間

以下を含む様々な活動：
新しい語彙を復習し、グループデ
ィスカッション、長文読解
*金曜日の午後、クラス勉強や課
外活動を選択できます
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英語＆ゴルフ

ニュージーランドでは、贅沢なスポーツではなく、カジュアルにプレ
イできるのがゴルフ！このコースでは、午前中に英語を勉強しなが
ら、午後、週に３回ゴルフの練習、またはコースへ出ます。練習で
は、ティーチングプロによる個人レッスンでスウィングを確認し、的
確なアドバイスをもらえます。ニュージーランドの広々とした練習場
での練習は、飛距離アップへも繋がりますし、ご自身の弾道を確認で
きることで欠点を理解し、上達への近道にもなります。コースへ出て
プレイすることで練習の成果を確認できます。

ネイピアには数多くの有名なゴルフ場があります。週末にはご自身で
ゴルフを楽しめることも魅力の一つです。

以下のゴルフ場は、ホークスベイエリアの21のゴルフ場に
選出されています。壮大な南太平洋の景色を見下ろすCape 
Kidnappers、WaiohikiLinksに面したNapier club、Flaxmereにある
Hawke‘s Bay club，Te Awa通りにあるMaraenui Club、Bridge Paniあ
るHasting club。

英語＆ワイン

ニュージーランドで第2位の生産率を誇るホークスベイエリアのワイ
ン。ネイピアにもたくさんのワイナリーがあり、この2週間のコースを
通して、英語を上達させるだけでなく、地元のワイナリーとワイン醸造
庫を訪ね、ワインの知識を深め、ワイン醸造方法を学び、美味しいニ
ュージーランドワインを体験できます。毎日午前中に英語の授業を受講
し、午後に週３回ワイン関連のアクティビティを行います。このコース
は、２週間のコースで18歳以上の学生のみ対象です。

コース開講時期

ニュージーランドの季節、夏
ニュージーランドの季節、春

２月 – ３月
１０月 – １１月

コース期間、開講時期

毎週月曜日
2週間以上
※ゴルフ用品の貸し出しもしております。

ENGLISH & WINE APPRECIATION

ENGLISH & THE ENVIRONMENT

SPECIAL PROGRAMMES （英語＋αコース）

40+

このコースは、40歳以上のシニア向け「英語+ニュージーランドを味わ
う」とてもユニークな最大４週間のコースです。月曜から金曜日までの
午前中は、年齢問わず、すべての学生と一緒にそれぞれのレベルに合わ
せて英語の勉強をし、日常英会話力を高めます。そして、週に3日、午
後の授業時間にこのコースを参加する学生と様々なアクティビティに参
加します。

アクティビティの内容：ワインナリー巡り＆試飲、ウォーキング、ファ
ーム見学、文化イベント参加、キッドナッパーズ岬へカツオドリ見学、
ネイピア周辺観光

2週間以上4週間まで
ニュージーランドの季節、夏
ニュージーランドの季節、秋
ニュージーランドの季節、春
ニュージーランドの季節、夏

1月 – ２月
３月 – ４月
１０月 – １１月
１１月 – １２月

コース期間・開講時期

"英語力を向上させ、様々なアクティビティに参加するために40＋
コースを受講しました。学校の先生方はとても親切で、また辛抱
強く私に色々なことを教えてくれました。午後に行われたアクテ
ィビティもとても楽しかったです。先生方にも感謝しています。"

- Paul Martinez, Tahiti

40+

英語＆環境

このコースは、英語力の向上と環境について考えるとても有意義な4週
間のコースです。月曜から金曜日までの午前中は、すべての学生と一
緒にそれぞれのレベルに合わせて英語の勉強をし、日常英会話力を高
めます。そして、午後には、週４回、さまざまな環境をテーマにした
アクティビティに参加します。週に一度だけ通常のスクールアクティ
ビティにも参加します。このアクティビティには、屋外で行われるア
クティビティも含まれています。

• コミュニティ野菜ガーデン
• 大自然の中をウォーキング
• 植樹
• 湿地復元
• オーガニック農場見学
• 廃棄物管理とリサイクル
• ファーマーズマーケット散策

環境をテーマにしたアクティビティ内容

コース 開講時期・期間

ENGLISH & GOLF

ENGLISH & THE ENVIRONMENT

ニュージーランドの季節、秋
ニュージーランドの季節、春
ニュージーランドの季節、夏

５月（４週間）
９月（４週間）
１２月（７週間、2週間のホリデ
ー含む）

"私はニューホライズンで2週間のワイン＋英語コースを受講しま
した。コースの内容には、ワインの歴史、ブドウ栽培方法、ワイン
醸造方法などが含まれていました。今では多くのワインの香りとテ
イストを区別することができ、ニュージーランドワインも大好きに
なりました。"

- Ayaka Nishiyama, Japan
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HIGH SCHOOL HOLIDAY ENGLISH （高校がスクールホリデー期間中の英語コース）

ニュージーランドの高校に留学したり、留学予定の方（14歳以上）で学校のスクールホリデー期
間中に定期的に一般英語コースを学ぶことができます。高学年の学生は、ニュージーランドや他
の英語圏の国や将来の学習の基礎を築くためにIELTS試験対策コースを受講することもできます。

HIGH SCHOOL PREPARATION （高校準備コース）

近年、たくさんの日本人高校生がニュージーランドに留学しています。ニュージーランドと日本の高校の授業スタイルは異なりますので、多くの
留学生は生活や文化、勉強の違いに最初に戸惑いを感じます。このコースでは14歳以上の高校へ留学を予定している学生がニュージーランドに来
て、現地の高校へ入学する前にニューホライズンでニュージーランドの文化や生活に慣れること、そして英語力の向上を目的としています。

このコースを通して英語力を向上させることで、ニュージーランドの学習方法に適応し、教室の言語を理解し、総合的に英語力を高めます。受講
期間は、12週間をお勧めします。

Term 1  休み：４月
Term２ 休み：７月

"私はニュージーランドの高校に入学する前にニューホライズンで6ヶ月間勉強しました。初めは、英語の環境に慣れず戸惑いましたが、先生は
親身になってサポートしてくれ、少しずつ英語に慣れることができました。現地の高校へ入学する前にニューホライズンで英語を学ぶことがで
きてよかったです。"

- Yurika Tanaka, Japan ENGLISH & ACTIVITIES FOR U18SHIGH SCHOOL PREPARATION

YOUNG LEARNERS

ENGLISH & ACTIVITIES FOR UNDER 18S （英語+アクティビティコース）

このコースは最大4週間のコースで、月曜から金曜までの午前中は一般英語コースで他の学生と
一緒に勉強します。午後は、月曜から木曜日まではこのコースに参加する学生とアクティビテ
ィに参加します。金曜日の午後は、他のコースを受講するすべての学生と一緒にアクティビテ
ィに参加します。

アクティビティ内容(ネイピア観光、ファーム見学、ロッククライミング、スポーツ、Laser tag 
game、シェアランチ、動物園)

受講対象年齢：　11歳から17歳まで

１月（ニュージーランドの季節、夏）
４月（ニュージーランドの季節、秋）
７月（ニュージーランドの季節、冬）

コース開講時期

ニュージーランドのスクールホリデー

STUDY & WORK （学ぶ＆働く）

WORKING HOLIDAY

このコースでは、ワーキングホリデービザを保持する学生に対し、ニ
ュージーランドでの仕事の探し方や履歴書作成など、仕事をするため
のテクニックを学びます。

このコースは、6週間のコースで毎週金曜日の午後の授業時間1時から
3時までの2時間のレッスンを受講します。コースの受講には、中級レ
ベル以上の英語力が必要です。

5月～6月（ニュージーランドの季節、秋）

7月～8月（ニュージーランドの季節、冬）

8月～10月（ニュージーランドの季節、春）

コース開講時期

FARMSTAY

英語を習得してから、ニュージーランドの農場体験ができるこのプロ
グラム。とても人気があります。このコースは、フルタイムの英語コ
ースを6週間以上勉強した学生のためのプログラムです。

学生は、農場で1日4-6時間作業を経験するかわりに、食事と宿泊施設
を受けられます。美しいニュージーランドの大自然の中で地元の人々
や世界各地からの若者と交流したり、ニュージーランド人の伝統的な
ライフスタイルを体験できます。

農作業には、通常の農作業に加え、調理、塗装、栽培、ガーデニン
グ、動物の飼育、機械の操作と様々な内容が含まれます。また、
農場での仕事には、様々な気候の中での屋外作業や重労働が含まれます。

対象年齢:18歳以上
ワーキングホリデービザ保持者のみ

FARMSTAY

HIGH SCHOOL HOLIDAY ENGLISH ENGLISH & ACTIVITIES FOR U18S

ENGLISH & ACTIVITIES FOR U18S

Term 3  休み：10月
Term４ 休み：12月

New Horizon College8
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ACCOMMODATION

ホームステイへ滞在することで、ニュージーランドの文化を学んだり、英語でのコミュニケーシ
ョンをとることができます。NHCが厳選したホームステイのすべて、学校から徒歩/サイクリン
グ/バス、短時間で通学できる距離にあります。

ホームステイでは、1日2食（朝、夕）週末と休日は3食の食事を提供しています。

STUDENT LIFE

• ビザの申請サポートや保険手配をします

• ホストファミリーが空港/駅へ新入生を無料でお出迎えします

• いつでも万全のサポート体制です

• 放課後、自習室にて週に2回、マンツーマンのレッスンが行われます

• 放課後、週末にはアウトドアアクティビティを実施しています

• 図書室：書籍、雑誌、DVDの貸し出し

• 現代的でモダンなキャンパス、視聴覚室、TV/ DVD、デジタルライブラリー

• WiFi無線ネットワーク、コンピュータルーム、電話

• 清潔に保たれたキッチン：電子レンジ、冷蔵庫完備のキッチン

• 広々とした学生ラウンジスペース、ビリヤード、卓球、パズル、チェスなどのゲーム

• 自習室

• ネイピアの市の中心

• 太平洋まで徒歩2分

• 学校の近くにはバス停があります

• レストラン、カフェ、スーパーマーケットまで簡単にアクセスできます

学生サービス

学校設備紹介

立地

ホームステイ

ユースホステル、バックパッカー

自立して生活したい方向けなのがユースホステル、バックパッカーです。学校の近くには数多く
のホテルやユースホステル、バックパッカーがあり、徒歩でアクセスできます。短期または長期
の滞在が可能で、週単位の料金も設定されています。

ニューホライズンは、NZQA（ニュージーランド教育庁）より2016年に公布された「2016年の
（留学生の保障としての）教育に関する服務規程」The Education(Pastoral Care of International 
Students) Code of Practiceに遵守し、義務を履行しています。

Make lifetime friends
Experience the world
Enjoy quality education

お問い合わせ
コース内容、開講時期、費用、入学条件については、日本語でjapan＠icl.ac.nzまでお問
い合わせください。

登録団体
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New Horizon Collegeは、ICL Education Groupのメンバーです

学校の住所

1st Floor, Dundas House
43 Station Street
Napier, New Zealand

+64 6 835 6423

office@newhorizon.ac.nz


