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ニュージーランド



キャンベル・インスティテュートはニュ
ージーランドでも有数の語学学校で、
ウェリントンのダウンタウンとオークラ
ンドの海岸に程近い郊外にキャンパス
があります。

当校は（最も高い評価に当たる）カテゴ
リー1の語学学校で、14週間以上フルタ
イムで就学する学生は週20時間以内の
アルバイトが可能となります。

当校が提供するコースやプログラムに
は、コミュニケーションに的を絞った従
来の一般英語や試験対策コースだけで
なく、高校・大学進学準備アカデミック
英語コース、様々なインターンシップ・

キャンベル・インスティテュート
プログラム、ボランティア・プログラム、
スポーツ・プログラムなどがあります。

当校は、4都市周遊コンボ・スクールズ
の1校でもあり、ワールドワイド・イン
グリッシュ（オークランド）、ニューホラ
イズン・カレッジ（ネイピア）、ランゲー
ジ・スクールズNZ（クイーンズタウン）
と提携しています。

学生は当校で学ぶことによって英語力
を大きく伸ばすことができます。当校
の優れた教授法をはじめ定期的に行う
進度テストや様々な特別サポートを通
して、英語のスキルアップに理想的な学
習環境を学生に提供しています。

キャンベルで学ぶ理由  

教師陣はケンブリッジ
大学認定CELTAの

有資格者

全学生対象の無料
個別指導 

豊富なプログラムから
選択

フレンドリーで
アットホームな環境

ニュージーランド国内の
高校や大学への
進学準備コース

6週間以上のお申し込み
ならウェリントンとオー
クランドの両キャンパス

間移動が無料

時間割り、授業料、入学要項など
コースの情報については、info@
campbell.ac.nzにお問い合わせい
ただくか当校のウェブサイト 
www.campbell.ac.nzでご確認く
ださい。

その他情報
入学日：毎週月曜日
クラスの平均学生数：10～12名
（定員：16名）
コース期間：2～48週 / フルタイム
およびパートタイム可
レベル：初級から上級
年齢：14歳以上（コースによって異な
ります）
キャンパス：ウェリントンのダウンタ
ウン / オークランドの海岸に程近
い郊外

設備（ウェリントン）
• 無料高速Wi-Fi
• 学生専用ラウンジとカフェテリア
• 図書とコンピュータの利用が可能
な自習室
• 教室15部屋と映画鑑賞用ルーム
• レストランやカフェなどが近接

ウェリントンに関するその他情報は 
www.wellingtonnz.comをご覧く
ださい。

オークランドに関するその他情報は
www.aucklandnz.com をご覧く
ださい。

ウェリントンが
キャンパスになる
玄関口 : ニュージーランドのちょうど
真ん中に位置しているため北島と南島
の玄関口

ウェリントンはニュージーランド屈指の
テクノロジーの拠点 : 世界トップクラ
スのゲーム、インタラクティブ、ウェブ
サイト関連会社の本拠地

高学歴の都市 : 高い専門知識を有す
る人材の率がニュージーランド国内で
最も高い街

安全な都市 :  首都として唯一、世界
保健機関による「セーフコミュニティ」
認証都市世界トップ10にランクイン

食のメッカ : ウェリントンには食通を
うならせるカフェやレストランが所狭
しと並び、米国ニューヨークを上回る
密集率

オークランドで
暮らす・学ぶ・遊ぶ
生活の質：オークランドは、マーサー社
による「2015年世界生活環境調査 ‒ 
都市ランキング」で第3位にランクイン

経済の中心：ニュージーランドの金融
や経済の中心として、専門性の高い人
材の需要があり、雇用も多くの分野で
伸び続けています。

都市生活：オークランドでは、最高の
大都市ならではの生活スタイルと美し
い自然が期待できます。活気溢れる
都会から1時間以内の場所でセーリン
グ、乗馬、ハイキング、サーフィン、スタ
ンドアップ・パドルボード、マウンテンバ
イクなどのアクティビティが楽しめる
場所がオークランド以外にあるでしょ
うか。
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コースとプログラム
キャンベルの英語

一般英語コース
当校で一番人気のある一般英語は初
級レベルから上級レベルに分かれてお
り、コミュニケーション、旅行、仕事で
必要とされる英語力を伸ばすことを目
的としている学生にぴったりのコース
です。

一般英語はコミュニケーションに必要
となるリーディング・ライティング・リス
ニング・スピーキングで構成され、初級
から上級まで各レベルに合わせて授業
を行っています。

発音、ライティング、ビジネス英語など
のワークショップや講座も提供してい
ます。

また、プログラムの一環として、当校の
全学生を対象にしたマンツーマンのワ
ークショップ（週1回）もあります。

Campbell.ac.nz/english

IELTS試験対策コース
IELTSは、コミュニケーションの媒体と
して英語が使用されている場所で学ん
だり仕事をしたりすることを望んでいる
人の英語熟練度を測る試験です。

このコースでは、アカデミック・モジュ
ールとジェネラル・モジュールのIELTS
受験準備が可能です。

このコースはIELTSで良い結果を得る
ために必要となる語学力の向上と試験
対策をバランスよく組み合わせていま
す。

Campbell.ac.nz/ielts

キャンベルの進学準備 

キャンベル・ディレクト
大学進学準備コース
キャンベル・インスティテュートは、ビク
トリア大学ウェリントン校にIELTS免除
の進学準備コースを提供するニュージ
ーランド唯一の語学学校です。 

キャンベル・ディレクトはビクトリア大
学ウェリントン校のファンデーションコ
ースの入学条件となるIELTS 5.5レベ
ルやその他当校の提携教育機関のデ
ィプロマ・プログラム入学可能レベル
を目指す学生を対象にして設定されて
います。

Campbell.ac.nz/direct

高校進学コース
高校進学コースの学生はニュージーラ
ンド国内の高校進学に向けて英語を学
びます。
コース内容は学生の英語力によって異
なります。
英語力が低い学生の場合、主に英語で
のコミュニケーションのスキルや基礎
的な語彙力を高めることに重点を置き
ます。
英語力が高い学生においては、ニュー
ジーランドの文化、高校で優秀な成績
を収めるために必要となる勉強方法、
科目や教科毎の語彙など高校の授業
で使用される表現などを取り入れた授
業を行います。

Campbell.ac.nz/high

キャンベル・エデュケーション 
キャンベル・インスティチュートは厳選
したウェリントンの高校と連携して”キ
ャンベル・エデュケーション”名義の下、
提携校への進学準備コースと高校在学
期間中の学生サポートを提供していま
す。キャンベル・エデュケーションに関
するその他情報については

Campbelleducation.co.nz

キャンベルの英語＋仕事

デミ・オーペア 
ニュージーランドの家庭に滞在して、英
語を学びながら子どもたちの世話など
の仕事をするプログラムです。

以下のようなメリットがあります。
•  滞在費と通学用交通費が無料
•  仕事体験
•  履歴書への記入
•  英語のスキルアップ
•  ニュージーランド家庭での生活を
体験

デミ・オーペア学生はホストファミリー
宅に滞在し、主に子どもたちの世話な
ど、家庭のために最長週20時間働きま
す。

このプログラムの学生は、一般英語、
IELTS対策、ケンブリッジ検定対策の
いずれかのコースで週15時間あるいは
週20時間英語を学びます。

Campbell.ac.nz/demi

MOJOバリスタ・サーティフィケート 
ニュージーランドのカフェ、ホテル、レ
ストランでの仕事を探しているなら、
バリスタ・サーティフィケート取得は熱
狂的なコーヒーファンが集まるこの国
で大きなメリットとなります！

当校はニュージーランドの有名コーヒ
ー専門会社Mojo Coff eeと提携し、
コーヒー業界で認知されるスキル取得
のチャンスを学生に提供するためにサ
ーティフィケート・プログラムを開発し
ました。

Campbell.ac.nz/barista

ジョブ・ハンター
キャンベルの仕事支援サービス

キャンベル・インスティテュートのジョ
ブ・ハンターは当校の学生のみを対象
としたサービスです。

外国での仕事探しは大変であるという
ことを理解しているキャンベルでは、こ
のサービスを通して、学生に求人情報
の把握を促し、面接のテクニックや
ニュージーランドで働く上で必要なス
キルを教授します。

Campbell.ac.nz/jobhunter

コンボ・スクールズ

ニュージーランドで
勉強と旅行を楽しむ！ 
最高の4都市に最高の4校！コンボ・ス
クールズはニュージーランドを旅行し
ながら英語を学びたい学生にぴったり
のコースです。
このコースなら、2都市、3都市、ある
いは４都市で英語が学べるため、勉強
好きなトラベルファンに最適です。
コンボ：4～11週間
スーパーコンボ：12週間以上

キャンベル・インスティテュートはニ
ュージーランドで最高のクオリティと
されている語学学校だけで構成される
グループに加盟していることを誇りと
しています。

学校間の移動費が無料
スーパーコンボを選んだ学生は学校間
の移動費が無料になります。

Campbell.ac.nz/combo



コース オークランド ウェリントン 期間（週） 最低年齢 レベル

キャンベルの英語 一般英語 • • 2-48 14 初級から上級上

IELTS試験対策 • 2-48 14 中級から上級上

ケンブリッジ検定対策 • 12 14 中級から中級上

キャンベルの進学準備 キャンベル・ディレクト
大学進学準備

• 6 17 初級から上級上

高校進学準備 • • 2-48 13 初級から上級上

地元高校生対象休暇中コース • • 2 13 初級から上級上

キャンベルの英語＋
仕事

デミ・オーペア • • 12 or 24 18 中級上から上級上

Mojoバリスタ • 4 16 中級から中級上

インターンシップ • • 8+ 18 中級上から上級上

ボランティア • • 8-12 18 中級上から上級上

キャンベルの英語＋
スポーツ

ラグビー • • 4+ 18 初級上から上級上

セーリング • 4+ 14 初級上から上級上

コンボ・スクールズ • 4+ 16 初級から上級上

キャンベル教師養成 ケンブリッジCELTA • 4 full-time 
or 10 part time

20 上級から上級上

その他サービス 1対1の個別レッスン • • 14 初級から上級上

ジョブ・ハンター • • 18 中級から上級上
 

コース概要一覧

キャンベルの
アクティビティ
キャンベルのアクティビティを通して、
ニュージーランドならではの楽しいアク
ティビティを体験することができます。
また、友達作りや英語の練習にもうっ
てつけです。
キャンベルで毎週提供されるアクティ
ビティの多くは無料ですが、中にはチ
ケット、旅費、ホテル代などが必要とな
るアクティビティも含まれます。
学生は試してみたいアクティビティが
あればリクエストすることもできます。

Campbell.ac.nz/for-students

学生サポートサービス
キャンベルでは以下のような学生サポ
ートを提供しています。

•  ビザの申請や再申請
•  銀行口座開設
•  携帯電話 ‒ simカード無料貸し出し
やプリペイドカードのキャンパス内ト
ップアップ
•  学業に関する相談
•  進路相談
•  保険金支払い請求
•  仕事探しのアドバイス
•  滞在に関するサポート

キャンベルの
アクティビティ
キャンベルの仲間になって、ニュージ
ーランドが誇る最高の体験をお楽し
みください。世界中からキャンベルに
集まる学生と友達になり、英語力の目
標達成に向けて頑張りましょう。

時間割り、授業料、入学要項などコー
スの情報については、
info@campbell.ac.nzにお問い合わ
せいただくか当校のウェブサイト 
www.campbell.ac.nzでご確認くだ
さい。



WELLINGTON

104 Dixon Street

Te Aro

Wellington 6011

New Zealand

PO Box 24-300

Wellington 6142

info@campbell.ac.nz

p +64 4 803 3434

f +64 4 803 3435

 

AUCKLAND

17D Aberfeldy Ave

Highland Park

Auckland 2010

New Zealand

auckland@campbell.ac.nz

p +64 9 534 4292

f +64 4 803 3435
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