
 

  



 

 

ホームステイ＆登録 

種類 適用 料金 

入学金 下記の全てのコースに該当 $235 (初回のみ) 

宿泊手配料 全ての新規ホームステイ予約 $235 (初回のみ) 

ホームステイ料金 ホームステイの全学生 $295 (１週間)   $42.50 (１泊) 

空港出迎え料 空港からホームステイ先までの片道送迎をご希望の方 $55 

クリスマス期間 

ホームステイ料金 
クリスマス期間中のホームステイの全学生(24/12/22 – 06/01/23 合計13泊) $95  (１泊) 

一般英語コース 

ケンブリッジテスト対策コース (試験会場はオークランドになります) 

種類 開始時 期間 授業時間/日 授業時間/週 ｸﾗｽ人数 試験日 授業料 

FCE １月10日 9 週間 
9am ~ 3:15pm 

金曜のみ9am ~ 12:15 pm 
週23時間 

平均 9-11 名 

最大12名 
3月11日 $4680* 

CAE 1月10日 9週間 
9am ~ 3:15pm 

金曜のみ9am ~ 12:15 pm 
週23時間 

平均 9-11 名 

最大12名 
3月12日 $4680* 

FCE 3月28日 10 週間 
9am ~ 3:15pm 

金曜のみ9am ~ 12:15 pm 
週23時間 

平均 9-11 名 

最大12名 
6月7日 $5150* 

CAE 3月28日 10 週間 
9am ~ 3:15pm 

金曜のみ9am ~ 12:15 pm 
週23時間 

平均 9-11 名 

最大12名 
6月8日 $5150* 

FCE 9月5日 12 週間 
9am ~ 3:15pm 

金曜のみ9am ~ 12:15 pm 
週23時間 

平均 9-11 名 

最大12名 
11月29日 $6090* 

CAE 9月5日 12 週間 
9am ~ 3:15pm 

金曜のみ9am ~ 12:15 pm 
週23時間 

平均 9-11 名 

最大12名 
11月30日 $6090* 

*料金に含まれるもの ; 授業料、試験費 ($350)、教材費 ($100)。試験日が近くなりましたら、詳細をお伝えします。 

IELTS対策コース 

種類 開始時 期間 授業時間/日 授業時間/週 ｸﾗｽ人数 試験日  授業料 

IELTS 対策コース  

このコースには TOEFL 

と TOEIC の 

教材がいくつか含まれま

す。  

 

通常毎週 

月曜より 

4  

週間 

 

9am ~ 3:15pm 

金曜日のみ 

9am ~ 12:15pm  

23 時間 

 

平均 

4 - 8 名 

最小2名 

最大14名 

試験日はお問い

合わせくださ

い。 

一般英語コース 

と同様の料金 

(ネルソンで試験を

受ける場合＄425) 

種類 開始時 期間 授業時間/日 授業時間/週 ｸﾗｽ人数 週当たり授業料 

フルタイム 毎週月曜日 週単位 9am ~ 3:15pm 

金曜日のみ 

9am ~ 12:15pm 

週23時間 平均12名 

最大14名 

1-12 週   $450 

13 週以上   $440 

パートタイム 毎週月曜日 週単位 9am ~ 12:15pm 週15時間 平均12名 

最大14名 

1-12 週   $335 

13週以上   $325 

2022 年コース及び授業料 



 

 

個人情報  (ローマ字でご記入ください) 

姓 :                                                      名 :                                                   男(M) / 女(F) :                                                                    

生年月日 :                                                  メールアドレス:                                                                        

住所(日本) :               

緊急連絡先と電話番号 :

 

コースの詳細

開始月日:                                      終了月日:                                                  履修週数:

コースのタイプ 

フルタイム一般英語                                         パートタイム一般英語                                                                             

ケンブリッジ FCE 対策コース                                   ケンブリッジ CAE 対策コース                   

IELTS 対策コース  

あなたの英語レベルは？   

初心者       初級       初級～中級       中級       中級～上級       上級  

 

ホームステイを希望の方へ 

宿泊開始日:                                          退出日:                                                      週数:   

日本では何をしていましたか？ 

学生ですか？                                   Yes      No   何を勉強していますか？ 

働いていますか？                           Yes   No   あなたの職業は？  

 

タバコを吸いますか？                   Yes   No（喫煙は必ず外でお願いします） 

健康上の問題やアレルギーは？    Yes      No   

特別なご要望はありますか？                                                                   

趣味や興味がある事は？                                                                                                                                                        

食べられない物はありますか？                                

ベジタリアンですか？                 Yes   No  

ペットは好きですか？                    Yes     No  (ほとんどの家庭でペットを飼っています) 

子供は好きですか？                         Yes     No             

 

 

旅行日程 

Nelson 到着日:                      時間 :                                    フライトナンバー :                      

Nelson 空港、バス停までの出迎えは必要ですか？ Yes   No  

 

 

 

 

受講申込書     

https://ja.wiktionary.org/wiki/%E8%A8%98%E6%86%B6


 

 

English Only Policy 

ネルソンイングリッシュセンター（NEC）の学校内では”English 

only”のルールがあります。 

 

登録方法 
Nelson English Centre (NEC) は 18 歳以上の成人を対象とした学

校です。 

 NEC の教育コンサルタントに相談できます。* 

添付された申込書をＮＥＣに送ってください。 

お近くのコンサルタントをお探しの方はＮＥＣにご確認下さい。 

 

学生ビザ 
週間以上の履修を予定している場合には学生ビザが必要とな

ります。詳しい情報は教育コンサルタントまたは 事務所に

確認してください。www.immigration.govt.nz
 

空港、バスターミナル   
国際線のあるオークランドまたはクライストチャーチから国内

線に乗り換えてネルソンにお越しください。国内線を予約する

場合、下記のサイトをご参照ください。

www.airnewzealand.co.nz （エアーニュージーランド航空） 

またネルソン空港から滞在先までの送迎料は＄55 です。ご自身

で手配する場合、スーパーシャトルをご利用ください。 
https://www.supershuttle.co.nz/  
  

ホームステイ 
費用は週$295、初期費用 $235 です。就学中のみ利用可能です。 

ホームステイには以下のことが含まれています： 

 朝食及び夕食(月曜から金曜) 

 土日は 3 食 

 学習机のある一人部屋 

クリスマス休暇中(2022 年 12 月 24 日-2023 年１月 6 日の合計

13 泊)は１泊$95 となります。3 食と祭事の食事が含まれます。  

 

銀行 
授業料は授業が始まる 2 週間前までにお支払いください。 

（学生ビザが必要な場合１ヶ月前まで） 

銀行名：Bank of New Zealand 

支店名：North End Branch 

銀行住所：100 Lambton Quay, Wellington 

口座名：Public Trust Nelson English Centre 

口座番号: 020536030586501 

PTE Ref：C L I 0 0 5 4 8 0 9 0 

Swift code：BKNZNZ22 

 

Nelson English Centre A to Z 

NECの詳細に関してはNelson English Centre A to Z 

( )をご参照ください。 
 
 

CHRISTMAS and NEW YEAR   
NEC はクリスマスから新年にかけて 2 週間休校となります。

2022 年の最終日は 12 月 23 日金曜日です。2023 年 1 月 9 日月

曜日にスタートします。予約等をする場合はクリスマス休暇を

考慮して下さい。 

 

保険と返金 
学校に就学中は保険に入ることをニュージーランド政府から義

務付けられています。 

またニュージーランドの法律で定められた事項以外は返金の対

象になりませんのでご了承ください。保険、受講の取り消し、

また返金の詳細に関しては Nelson English Centre A to Z 

(www.english-school.ac.nz/prices-1)をご参照ください。 

 
 

2022 年祝祭日（学校は休校になります） 
学校は 2022 年 1 月 10 日、月曜日から開始します。 

ネルソン記念日  1 月 31 日（月曜日） 

ワイタギデイ   2 月 7 日（月曜日） 

グッドフライデー  4 月 15 日（金曜日） 

イースターマンデー  4 月 18 日（月曜日） 

アンザックデー  4 月２5 日（月曜日） 

クイーンバースデー  6 月 6 日（月曜日） 

マタリキ  6 月 24 日（金曜日） 

レイバーデー   10 月 24 日（月曜日） 

  

コース情報 

一般英語 

18 歳以上の全てのレベルの学生が就学できます。クラス分けテ

ストにより最適なクラスに入り午前、午後各 1名の教師が指導し

ます。授業では生徒が十分に英語でのやり取りができるレベル

に向け体系的に指導していきます。会話、聞き取り、読み、書

きの進歩状況はしっかりモニターされます。朝のクラスは単語

と文法を視点に置いて英語に慣れ親しんでいくことを目的とし

ています。午後の学習は 話し、書き、読み、聞く、幅広く、

より流暢に自信を持って出来るように指導します。 
 

ケンブリッジテスト対策コース 

ケンブリッジコースを受講する場合、一定の英語力が必要とな

りますので、予めご了承ください。また FCEやCAEのクラスに

入る前に予備テストを受けていただくことがあります。生徒が

その必要能力に達していない場合は一般英語を受講していただ

き、プログレスを担当の教師、またアカデミックコーディネー

ターと相談し、決定させていただきます。 

 

IELTS PLUS 対策コース 

IELTS の試験をご希望の方はフルタイムの IELTS 対策コースを

お勧めします。このコースを受ける場合、中級の英語力が必要

となりますので、予めご了承下さい。また IELTS 対策コースを

４週間受講していただくと、Reading, Speaking, Listening, 

Writing の４項目のテストに対応した基礎を学ぶことができます。 

  学校情報 

http://www.immigration.govt.nz/
http://www.airnewzealand.co.nz/
https://www.supershuttle.co.nz/

