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WELCOME TO NEW ZEALAND
ニュージーランドは、太平洋の中に位置し、美しい景色と豊か
な文化を育んでいます。ニュージーランドに住む人々は、多種
民族から構成されて、主にヨーロッパ、アジア、ポリネシアか
ら来ていて、また先住民のマオリ族と共存しています。
オークランドはニュージーランド最大の都市で、ニュージーラ
ンドの商業中心地です。多くの国際調査では、「最も住みやす
い都市」として上位に選ばれています。オークランドは、特に
エンターテインメント、観光と芸術や教育水準の高さで知られ
ています。市街区は港の周りに建てられ、港には帆とボートが
たくさん見られます。
オークランド イングリッシュ アカデミー（以下「AEA」）
は、オークランドの中心部にあり、学校の近くには美術館、図
書館、レストラン、カフェがあり、緑豊かな美しいアルバート
パークがあります。

ニュージーランドの民族構成：
69%

ヨーロッパ系

Auckland

14.6% マオリ系
9.2%

アジア系

6.9%

太平洋諸島原住民系

0.3%

その他

Wellington

Christchurch

AEAの学生は、世界20以上の国や地域から来ています！

Over 20

Nationalities

Find yourself at AEA

European
countries
Middle Eastern
countries

African
countries

Asian
countries

French Polynesian
countries

Latin American
countries

New Zealand
ニュージーランド

オークランドについて

ニュージーランドについて

ニュージーランドの文化

オークランドはニュージーランド最
大の都市です。

ニュージーランド人はKiwiと呼ば
れ、ニュージーランドには、ニュー
ジーランドのユニークなキウイ鳥類
を含め、多くの固有種がいます。

マオリ人はニュージーランドの先住
民族です。

オークランドは「帆の都」と言わ
れ、人口に対しての船舶の数が世界
一の都市とも言われています。
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世界最大級の組織・人事コンサル
ティング会社 マーサー(Mercer
Consulting)が2017年に行ったユニ
バーサル調査結果においては、オー
クランドの生活品質は、世界第3位
になりました。

2015年、世界有数の経済誌 フォー
ブスによってニュージーランドが“
全世界で最も親しみやすい国”に選
ばれました。

ニュージーランドは多文化国家であ
り、世界最大のポリネシア人コミュ
ニティがあります。
マオリ語では、ニュージーランドは
「Aotearoa」と呼ばれ、「白い雲の
国」と意味されます。
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WHY STUDY AT AEA?

REACH YOUR DREAMS AT AEA!
Communication English Intensiveコース(昼間)

英語力を高めたい
世界中に友達を作りたい
もっと世界を知りたい

英語&アクティビティ(1１歳から18歳の学生向け)

英語を教える先生になりたい

AEA TESOL

ニュージーランドで勉強と仕事を両立したい

Communication English Standardコース (夜間)

Communication English Intensiveコース(昼間)

幼稚園インターンシップ
J-Shine資格取得コース（日本人向け）
AEAバリスタコース
海外で働く為の英語

Communication English Standardコース (夜間)

IELTS試験で高いスコアを取得したい

進学の為に英語の勉強をしたい

Communication English Standardコース (夜間)
IELTS試験対策コース

世界を知る

AEAは6つのコースを開設していま
す。豊富なコースの中からあなた
に合ったコースを学んでいただけま
す。英語をマスターし、たくさんの
人々と英語で話しましょう！

Learn + travel！世界で最も美しい国
を探索！新しい文化や伝統を体験しま
しょう。

友達を作る
AEAの学生は世界の20以上の国や地
域から来ています。お互いの文化を
理解し、共有するとともにかけがえ
のない友達を作ることができます。

可能性を引き出す

IELTS試験対策コース

Communication English Intensiveコース(昼間)

英語を習得する

ICL Graduate Business School
（＝ICL経営学大学院）

世界に向けてあなたも動き出しまし
ょう！英語は、世界で最も広く使わ
れている言語であり、また世界で最
も人気のある言語の1つです！

欧米圏の大学、専門学校等

高品質な教育
AEA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、AEAはニュージーランド
英語協会（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。
AEAは、1988年に設立してから高水
準の教育品質をずっと維持してきまし
た。 ニュージーランドでも良く知られ
ている、高く評価された英語語学学校
の一つです。

Take the first step to reach
your goals at AEA!
AEAによる英語レベル表
Beginner
(初心者)

Elementary
(初級)

Pre-Int
(準中級)

Intermediate
(中級)

Upper-Int
(中上級)

Advanced
(上級)

Communication English Intensiveコース(昼間)
Communication English Standardコース (夜間)
IELTS試験対策コース
AEA TESOL
幼稚園インターンシップ
英語&アクティビティ(1１歳から18歳の学生向け)
AEAバリスタコース
海外で働く為の英語

*一部のコースは、ICL Graduate Business School（＝ICL経営学大学院）によって運営されてお
ります。ICL Graduate Business SchoolもICL Education Groupのメンバーであり、AEAと同じ校
舎内にあります。

登録団体、パートナー
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A HELPING HAND IN YOUR JOURNEY
学生サービス

AEAには、フランス語、ポルトガル語、
スペイン語、中国語、日本語、韓国語、
ヒンディー語、アラビア語などの言語を
話すスタッフがおります。学校内や学校
外で何かお困りのことがあれば、学校ス
タッフがサポートします。

•

母国語サポート

•

学習サポート

•

生活ケア

•

履歴書、仕事探しのサポート

•

ホームステイ手配

•

空港送迎

•

オンラインビザ申請取扱い

学生サービスは、学生が抱える問題の解
決をサポートし、必要なときには状況に
応じて外部の機関と連携し、サポートし
ています。

AEAは、NZQA（ニュージーランド教育
庁）より2016年に公布さaれた「2016
年の（留学生の生活保障としての）教
育に関する服務規程」The Education
(Pastoral Careof International
Students) Code of Practiceに遵守し、
義務を履行しています。

宿泊施設
AEAでは、ホームステイ/学生寮の宿泊
施設手配をしています:
•

ホームステイ

•

学生寮（Rocklands）

※18歳以下の学生で保護者を同伴しな
い場合は、ホストファミリーに滞在す
る必要があります。AEAには、留学生
がニュージーランドで快適な宿泊施設
を提供できるように手配担当のスタッ
フがいます。また、すべてのホームス
テイはAEAが厳選しています。

Experience local culture and
Kiwi family life at a Homestay

Live independently at
Rocklands Accommodation

サービスは次のとおり：

部屋タイプ：

1日2食(朝、夕) 週末3食
無線LAN（学生の要望に応じて）
洗濯

シングルルーム、ダブルルーム (シャワ
ー、トイレ、キッチンは共有)
住所：187 Gillies Avenue, Epsom,
Auckland,
New Zealand. 1023
www.rocklands.co.nz
最低滞在期間: 6週間~

Live, study and work
in New Zealand

学校設備紹介

無料WIFI
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カフェつき広々学
生ラウンジ

Auckland English Academy

学生キッチン

図書貸し出し

PCルーム

www.english.co.nz
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COMMUNICATION ENGLISH (一般英語コース)
Communication EnglishコースIntensiveとStandardの違い

Learn English to meet your everyday communication goals

Communication English Intensiveコース(昼間)

Communication English Standardコース(夜間)

午前中の授業では、主に基本文法を学び、英語の土台を固めま
す。また、日常で関心のある事柄を挙げて、必要なボキャブラ
リーを学びます。日常的に使えるボキャブラリーがしっかり身
につくので自信がつきます。午後の授業では、主にリスニング
能力を高め、ディスカッションで理解を深めます。スピーキン
グ力をしっかり伸ばすことができます。

前半の授業では、主に英語でのコミュニケーションスキルを
学びます。ディスカッションなどを通して、スピーキング、リ
スニング力を伸ばすことができます。後半は主に基本文法を学
び、英語の土台を固めます。ボキャブラリーを増やし、リーデ
ィングやライティングにも取り組みます。
14週間以上のコースをお申込みの場合で学生ビザを取得する
とパートタイム(週20時間)の就労が認められます。勉強と仕事
を両立させたい学生向きのコースです。

金曜日の午後の授業時間帯(13:00~15:00)には、全校生徒参加
型のアクティビティを実施しています。アクティビティを通し
て、様々な角度から英語を学ぶことができ、また国際交流する
ことができます。

※ このコースの学生は、金曜日の午後のアクティビティに参
加したり、バリスタコース、Employment Skills English(海外で
働く為の英語)クラスを同時に受講することはできません。

コース選択:
Intermediate (中級)レベル以上でEmployment Skills English
クラス(海外で働く為の英語)、IELTS試験対策コース、AEA
TESOL+J-SHINEコースの受講が可能。
Pre-Intermediate (準中級)レベル以上でバリスタコースの受
講が可能。

Communication English Standardコース(夜間)時間割例
月曜日～金曜日
17:30-19:00

Communication English Intensiveコース(昼間)時間割例
月曜日～木曜日

AEAでCommunication English (一般英語コース) を学ぶ理由?

10:30-10:45

休憩

10:45-12:00

基本文法/ライティング

•

日常会話力の向上を重視した無駄のないカリキュラムが特徴。短
期間で英語力を習得できます。

•

世界20以上の国や地域から来ている学生と英語でコミュニケー
ションを取ることができます。

•

リスニング、スピーキング、リーディング、ライティングの勉強
を通して、英語のスキルを身につけることができます。

•

13:00-14:00

リスニング、スピ
ーキング

•

英語を話す環境で勉強することにより、効果的に英語を上達さ
せます。

英語を習得することにより、進学、就職の可能性が広がり、ま
た、旅行時や海外のメディアなどが理解できることで視野を広げ
ることができます。

14:00-14:10

休憩

Communication English (一般英語コース)には、昼間と夜間の時
間割設定があります。柔軟な時間割設定で自分にあった生活スタ
イルで英語を学ぶことができます。

14:10-15:00

ディスカッション/
ニュースの聞き取
り/発音等

•

学生が学習目標を達成するためにILP（個人学習計画）を作成しま
す。的確なアドバイスで目標達成の為にサポートしていきます。

•

Communication English コースに在籍する全ての学生は、6週
間毎に実施されるテストで学習の進捗を確認しますので、確実に
英語力を向上させることができます。

•

クラス最大人数：15名
コース開始 ： 毎週月曜日(NZの祝日除く)
受け入れ年齢 : 16歳以上

Andrew from Italy
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休憩

19:00-19:30

金曜日

09:00-10:30

リスニング、スピーキング
ディスカッション/ニュースの聞き取り/発音等

19:30-21:30

基本文法/ライティング
リーディング/ボキャブラリー

※各コースの時間割は、予告なく変更する場合があります。

昼休み

12:00-13:00

アクティビティ
(例)
• オークランド博物
館/美術館訪問
• アイススケート
• スポーツ
• ボルタリング
• フェリーを利用して
Devonport散策
• 映画鑑賞
• 室内でボードゲーム
• 自習

Fernanda from Brazil

Communication English Intensiveコース(昼間)

Communication English Standardコース(夜間)

AEAは最高です！一般英語コースだけでなく、金曜日のアクティビティやビジネス英語も
学べます。僕は、毎週、金曜日のアクティビティを楽しみにしていました。オークランド
市内を散策したり、アクティビティを通してたくさんの友達を作ることができました。ま
た、AEAの先生方の授業は、とても面白いです。更にAEAの最も良いところは、コースの
選択肢が豊富で、柔軟なところです。皆さんもAEAで自分にあったコースや時間割を見つ
けることができるはずです。僕は、AEAでとてもよい時間を過ごすことができました。楽
しい環境の中で英語を上達させたい全ての方にAEAをお勧めします！

AEAでの勉強は、毎日新しい発見がありました。私はここで世界各地の人々と出会い、
新しい文化を知りました。また、自分の文化的伝統をクラスメイトと共有しました。私は
AEAで自分の英語力を高め、かけがえのない友達をたくさん作ることができました。ま
た、AEAで英語を学んだことで、ニュージーランドという異国の地で生活していく自信を
持つことができました。AEAの先生やスタッフは、とても親切でいつもサポートしてくれ
ました。私のAEAでの8ヶ月間は、とても充実してました！私はこのAEAでの経験を決し
て忘れません！

www.english.co.nz
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IELTS PREPARATION (IELTS試験対策コース）
Achieve the score you need for study or work in an English-speaking country
ICL Education GroupのIELTS試験対策コースは、ニュージーランドで
は他に類を見ないコースです。このコースは、経験豊富なIELTSの教
師が指導し、学生がより良いIELTSスコアを確実に得られるように慎
重に設計されています。
授業は、長年にわたり培われたユニークな実績ある方法を採用してい
ます。また、このコースは、特にIELTS試験で高得点を得るためのス
キルと方法に焦点を当てています。
コースは複数のレベルに分かれています。基本的なIELTS試験対策コ
ースからIELTS 7＋の高得点クラスまであり、自分のレベルにあった
クラスで勉強ができるので、無駄がなく効率よく勉強ができて、短期
間で目標を達成することができます。
ICLはUNITECに協力し、毎月IELTS試験を実施しています。テストセ
ンターは、ICL Education Group校舎となり、いつもの学び舎で本番
の試験を受験していただくことができます。
IELTS試験対策コースでは、6週間毎に模擬試験を実施しています。

クラスの最大人数：
IELTS試験対策コース：30名
IELTS試験対策コース Advancedレベル：40名

ICLのIELTSコースは、2つのテスト(モジュール)に対応しています。

IELTS試験対策コースを受講する理由

コース内容：

•

•

自分のレベルにあった英語の文法、語彙を学ぶ

•

自分のレベルにあった英語スキル（リスニング、スピーキング、
リーディング、ライティング）を向上させる

ICL Graduate Business School、英語圏の大学、その他の高等教
育機関の入学要件に達する

•

雇用のための英語力の証明として

•

移民に必要なIELTSスコアを取得

•

IELTS試験受験方法と対策

•

国際的な英語スキルテスト「IELTS」の優秀成績を取得

•

IELTS試験の情報

クラス
Intensiveコース

Standardコース

Part-timeコース

Saturday Workshop

25時間/週

20時間/週

昼間パートタイムコース：

6時間/週

20時間/週

コース開始：毎週月曜日(NZ
の祝日除く)

15時間/週間

4時間/週

10時間/週間

2時間/週

コース開始：毎週月曜日(NZ
の祝日除く)

クラスは毎週土曜日のみ

コース開始：毎週月曜日(NZ
の祝日除く)

※IELTSコースへのご入学には、中級レベル以上の英語力が必要となります。

* IELTS試験対策コースはICL Graduate Business Schoolが運営しており
ます。ICL Graduate Business SchoolはICL Education Groupの学校でもあ
り、AEAと同じ建物内にあります。

10

Auckland English Academy

アカデミック・モジュール

ジェネラル・トレーニング・モジュール

アカデミック・モジュールは、受験生の英語力が、英語で授業
を行う大学や大学院に入学できるレベルに達しているかどうか
を評価するものです。イギリス、オーストラリア、カナダ、ニ
ュージーランドの大学や大学院では、アカデミック・モジュー
ルでの試験結果が入学許可の判断の基準となっています。

英語圏で学業以外の研修を考えている方や、オーストラリア、カ
ナダ、ニュージーランドへの移住申請をされる方は、ジェネラ
ル・トレーニング・モジュールを受験することが一般的です。

一般的に、大学や大学院において英語で学びたい方や、英語圏
での看護師や医師登録申請をする方は、このアカデミック・モ
ジュールでの結果が必要です。

Surya from Indonesia
IELTS Preparation
僕は、4ヶ月間ICLのIELTS試験対策コースを勉強し、英語力を飛躍的に上達させることが
できました。ICLのIELTSの先生方は、とても親切で粘り強く教えてくれました。
ICLのIELTS試験対策コースの良い点は、6週間毎に模擬試験を実施しているところです。
模擬試験の後には、先生からフィードバックレポートを受け取ります。このレポートで自
分の欠点を知り、そして補うことで効率よく勉強ができました。僕は、ICLでIELTSを学
んだことで新たな扉を開くことができました。今ではICL Graduate Business Schoolに入
学しビジネスのDiplomaコースを勉強しています。

www.english.co.nz
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AEA TESOL / J-SHINE（児童向け英語指導者コース）
For pre-school or primary teachers with English as a second language.

AEA TESOLコース時間割例
1週目
月

導入/クラスランゲージ

火

2週目
歌&ダンス/プレゼン

4週目

3週目

5週目

発音/プレゼン

Wriggle+Rhyme/
プレゼン

モデルレッスン準備

ボキャブラリー/プレゼン 色/プレゼン

紙芝居/プレゼン

文法/プレゼン

モデルレッスン1

水

ナンバーズ

アルファベット

ドラマ&プレイ

モデルレッスン案の提出

モデルレッスン2

木

保育園実習

保育園実習

保育園実習

保育園実習

審査

金

ゲーム/年齢別スピーキ
ング理論

フラッシュカード

年齢別にみた発達度、特
徴の理論

コースの復習、要約/ウィ
ークポイントのおさらい

実習

J-SHINEの授業は、5週間のTESOLコースを基盤として行われ、1- 4週目の間に週1回、1.5時間のJ-SHINEの授業を受講していただきます。

J-SHINE資格には、いくつか種類があります。
本校でAEA TESOL+J-SHINEコースを受講していただくと、J-SHINEの準資格、正資格、正資格+(J-SHINEが指定する英語の証明が必要)の
いづれかの推薦資格が得られます。正資格、正資格+を取得する条件として、3~12歳児へ英語を指導した経験が50時間必要となります。本
コースでは、5週間の座学(AEA TESOL+J-SHINE講座)を修了後、現地幼稚園で1週間のインターンシップを行っていただき、合計6週間のコ
ースを修了した方をJ-SHINE正資格としてJ-SHINE団体へ推薦しております。指導経験が50時間に満たない方は、準資格として推薦します。
※過去に3~12歳児へ英語を指導した経験が50時間以上ある方は、1週間の幼稚園インターンシップを省略することができます。詳しい指導内
容を本校までご申告ください。
※準資格、正資格、正資格+の違いについては、J-SHINE特定非営利活動法人 小学校英語指導者認定協議会のホームページでご確認ください。

AEA TESOLコースは 5週間の集中コースです。幼児から小学校低学
年までを対象とした子供達に英語を教える為のスキルを学びます。
ゲームや歌、様々な活動を通して子供達が楽しく英語を学べるよう
に教授法を学ぶとともにニュージーランドの教育現場で最先端の教育
指導方法に触れ、より実用的で効果的な教育方法を身につけます。授
業では、個人やグループでプレゼンテーションが多く行われます。ま
た、5週間のコースを修了後、1週間の幼稚園インターンシップを行
うことでJ-SHINE資格の推薦資格を得ることができます。
本校のコースは、AEA TESOLコースというコース名ですが、学習す
る内容は一般的にTECSOLと呼ばれているコースの内容となります。

コース期間 : 5週間
授業時間 : 9：00-15：00 (放課後15：00-17：00は自習
時間ですが、この時間で課題や翌日の準備を行います。)
※100％の出席率を満たせない場合には、卒業証書が発行さ
れません。
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Takami from Japan

コース内容：
•

児童向けの英語理論を学び、実践していく (現地幼稚園、小学校
訪問/ 週に一度)

•

リスニング、スピーキング、リーディング、ライティングを教え
る方法を学ぶ

•

子供たちを授業へ惹きつける方法を学ぶ

•

様々な活動（歌、ゲーム、フラッシュカードなど）を通して英語
を教える方法を学ぶ

•

学習指導案の作成

•

指導で使用する教材の作成と使用方法

入学要件
IELTS5.0、TOEIC800点以上、または中級レベル以上の英語力をお持
ちの方 (要入学試験)
※保育士、幼稚園教諭、一般教員資格をお持ちでない方も受講いた
だけます。
※ コース開講日はお問い合わせください。
※18歳以上の学生を対象とします。

AEA TESOL and J-Shineコース
私はAEAで素晴らしい時間を過ごしました。AEA TESOL and J-Shineコースを受講したこ
とで英語教授法についての知識が深まり、将来への可能性も広がったと思います。同じ目
標を持ったクラスメートとの勉強は、とても楽しかったです。
また、担任の先生は素晴らしく、私の学習目標の達成に親身になり、サポートをしてくれ
ました。子供に英語を教える先生になりたいすべての方にAEA TESOL and J-Shineコース
をお勧めします！

KIWIKINDYコース
AEAで英語を学び、ニュージーランドの幼稚園で経験を積む
コース期間：1週間から （ニュージーランドのスクールホリデー期間を除く)
Kiwikindy Internshipコースは、主にAEA TESOLコース受講
者向けとなります。
教育には定評のあるニュージーランドの幼稚園で子供と接す
ることができます。ニュージーランドの最先端の教育現場で
地元の教師の子供への関わり方や子供たちがどのようなに教
育を受けているかなどを経験できることは、先生を目指す方
にとって大きな学びとなります。

コース内容
•

児童の活動補助

•

教育現場の観察

•

教師や他のスタッフの援助

•

地元の教師、児童と英語でコミュニケーションをとる

www.english.co.nz
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ENGLISH PLUS ACTIVITIES (英語＆アクティビティ)
AEAのENGLISH PLUS ACTIVITIESを選ぶ理由

コース期間：２～４週間
開始日：不定期 (主に6月中旬~7月中旬)
受け入れ年齢 :11歳以上18歳まで
午前中は、英語コミュニケーションレッスンを学び、午後はクラスメ
イトと週2回か5回ニュージーランドならではの様々なアクティビテ
ィを行います。

•

英語を学び、ニュージーランドの文化も学べる

•

オークランドを知ることができる

•

世界中に友達を作ることができる

•

アクティビティの回数は、週2回か5回から選択できる

Start your
Global Journey
at AEA

AEA BARISTA COURSE (バリスタコース)
コース期間：一週間（5日間）

AEA BARISTA COURSEを選ぶ理由

時間：午後6時~9時まで

•

コーヒーについての知識を深められる

•

様々なコーヒーを淹れられるようになる(エスプレッソ、フラッ
トホワイト、ラテ、モカチーノ等)

•

エスプレッソマシーンの使い方を学べる

•

カスタマーサービスのスキルを学べる

•

コース修了後は、AEA発行の卒業証書を受け取れる

入学要件 ：Pre-Intermediate(準中級)レベル以上
AEAのバリスタコースでは、コーヒーについての知識を深めてから
実践の教授法を取り入れ、様々なコーヒーの淹れ方を学びます。最
終日には、ゲストを招待し、カスタマーサービスを交えたデモンス
トレーションを行います。
レッスン場所は、ICL Education Groupの学生ラウンジのカフェです。

EMPLOYMENT SKILLS ENGLISH(海外で働く為の英語)
コース期間：5週間
（週に2回、午後の授業時間の選択クラス）
入学条件:Intermediate(中級)レベル以上の語学力
このコースは、Communication Englishコースを受講している学生向
けの選択クラスです。午前中にはCommunication Englishコースを受
講し、週に2回午後の授業時間帯に英語圏で仕事を見つけるためのス
キルを学びます。仕事探しの第一歩である履歴書、カバーレターの作
成はもちろんのこと、面接の受け方や電話応対の仕方なども学ぶこと
ができます。

EMPLOYMENT SKILLS ENGLISHを選ぶ理由
•

仕事の探し方を学べる

•

履歴書、カバーレターの作成する

•

英語での面接の受け方を学ぶ

•

英語での電話応対の仕方などを学ぶ

•

コース修了後は、AEA発行の卒業証書を受け取れる

Enrol today! Fulfil your dreams!
Masaki from Japan
Communication English Intensiveコース(昼間)+ EMPLOYMENT SKILLS
ENGLISHコース + AEA BARISTAコース
僕はAEAで6ヶ月間英語を勉強しました。新しいことにも積極的に挑戦したかったの
で、AEAバリスタコースを受講しました。バリスタのスキルの習得は容易ではなかったで
すが、先生はとても辛抱強く教えてくれて、最後にはクラスメートにコーヒーを淹れる
ことができました。
また、EMPLOYMENT SKILLS ENGLISHコースは、とても実用的なコースでした。履歴
書の作成方法、面接の受け方、そしてプロフェッショナルな電話応対についても学びま
した。先生は僕の履歴書を何度も添削してくれました。コース受講後の現在は、自信を
持つことができました！
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お申込書ダウンロード
（ www.english.co.nz ）にアクセスして申込書をダウンロードし
てください。ウェブサイトよりオンライン申込みも可能です。

お申込みに関して不明な点がある場合は、学校に直接問い合わせ
ください。あなたの言語でサポートさせていただきます。詳しい
連絡先は、学校のウェブサイトをご覧ください。

お申込み手順
ステップ1

ステップ２

ステップ３

ステップ４

ステップ５

コースを選択し、お申
込書を記入する/オンラ
インより申し込む

申込書を郵送/メール送
信し、入学通知書を待
つ。 学費を支払う

学生ビザの申請(必要
時のみ)、保険、航空
券の購入

領収書を受け取る

ニュージーランド
へ渡航し、AEAに
入学する

www.english.co.nz
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学校の住所
ICL Education Centre
10 - 14 Lorne Street, Auckland CBD,
New Zealand
+64 9 368 4343
info@english.co.nz
www.english.co.nz

Auckland English Academyは、ICL Education Groupのメンバーです。

