
Front cover 
 



 

About 

 ユニークは、オークランドセントラル

市内から車で約 20 分、綺麗なビー

チ沿い  

 カフェ、レストラン、バー等たくさんの

お店が徒歩圏内 

 図書館、大手銀行、病院、スポーツ

センターもオープン 

 学校から10 分程バスに乗れば、NZ 

3 大ショピン グモールのひとつ 

Albany Mall があり、たくさんの店舗と

映画館を併設 

 NZQA の認定校 & NZQA カテゴ

リー1 

ユニークニュージーランドは、 2014 年に設立 25 周年目を迎えまし

た。当校は 1989 年に設立以来、常に前進、そして飛躍を続けてき

ましたが、当校のカラーとなる“the school on the beach” という

ポジションは未だ変わらず守り続けています。 



 
Location 

ユニークの最大の売りはロケーションです。ユニークはビー

チの隣にある学校で住宅地の中にあります。ホームステイ

やフラットは学校に近いので交通費が節約でき、とってもお

得です。ブランズベイには日本レストランが3軒あり、バーと

カフェもたくさんありますので、比較的仕事が見つけやすい

でしょう。生徒が楽しめるレジャーも学校の近くにあります。

その他、毎週金曜日にビーチで卒業パーティーがあります。

ユニークの仲間は家族のような存在です。そして便利で快

適、リラックスしたコミュニティーなので誰にでも話しかけや

すく、あたらしい友達を作りやすい環境を提供しています。 

 ブラウンズ・ベイは住宅市街地にあり、勉強をするには安全でかつ便利な地区 

 ホームステイがユニーク近郊ということから交通費節約（徒歩圏内のホームステイもたくさんあります！） 

 シティに比べて生活費節約 

 仕事やボランティアワークを見つけるのも比較的簡単  

 オークランドの中心街とはまったく異なった環境で本当のニュージーランドらしい生活を体験 



放課後FREE クラス: 

月曜日: “IELTSの模擬試験  

火曜日: “会話 ＆ 発音ｸﾗｽ”  発音やスピーキング強化 

Study Centre: ( 成人学生対象): 自習室は授業で利用するのは

勿論、放課後に成人の生徒さんが利用することも可能です。飽き

ずに学習を続けるためのサポートも万全です。宿題や何か他の質

問があれば、毎日は午後３時から５時まで先生が皆さんをサポート

しています。 

放課後FREEアクティビティ:  

火曜日: サッカー 

水曜日: 夏 テニス 冬 バドミントン 

 木曜日:  “Social Evening“ （ピザやフィッシュ＆チップスを食

べながら、他のｸﾗｽの学生さんや、先生、スタッフとの交流会） 

  

 ブランズベイビーチには無料で利用できるＢＢＱの施設があります 

Activities 



週末には、Hobbiton （ホビトン）、Waitomo 

Caves （ワイトモケーブ）、Kiwi House （キー

ウィハウス）、Coromandel （コロマンデル半

島）やオークランド西海岸等への日帰りツアー

など、興味のあるツアーに参加し様々なアク

ティビティに挑戦、自然を満喫することができま

す。英語の習得に加え、ニュージーランドの有

名なスポットへ足を運び貴重な時間を体験して

下さい！参加対象者は14 歳以上となっていま

す。 

* 参加する場合、Mana Tours の保護者同意書への署名が

必要になります。予約等の詳細はお問い合わせ下さい。 

Weekends 



“私は学校に通っている6か月の間、英語環境で生活

をしたかったため、ホームステイをしました。正直、ご

家庭によって相性の合う合わないがありましたが、い

ま振り返るとどのホームステイ先もよいホームステイ

ファミリーだったと思います。食事もおいしく、よく面倒

をみてくれ、いまでも連絡をとりつづけているファミ

リーもいます。” 

ホームステイ:  
 

 多くのホームステイは学校から徒歩圏内、バスを

利用の場合でも数十分の距離 

 フレンドリー、そして生徒の英語上達をサポートし

てくれるホストファミリー 

 １日３食付 

 経験豊富なホームステイコーディネーター 

Homestay 



IELTS受験準備コース  

 
“ニュージーランドの大学と専門学校へ進学した
いのであればIELTS スコアが必要です。IELTS

のテストは、英語の読み書きとリスニングが必要
になるので、専門用語と英作文の勉強が大切で
すが、質問形式の問題もIELTS コース中に勉強
します。中級レベルから入ることができます。 中
級レベル方は読解力がある程度ついている為、

新しい文体を学ぶことになります。“: 
  
IELTS (International English Language 

Testing System) 検定試験を受け、ニュー

ジーランド又は他の英語圏にある大学進学を目

指す学生の方々を対象としたコースです。IELTS

受験準備コースの勉強を終えた学生は、通常

ニュージーランドの大学へ進学しています。  

一般英語コース  

 

“ユニーク一般英語コースの最大利点は良
い国籍バランスと経験豊かな先生ですの
で、授業の雰囲気はいい感じですね。学校
の友達には話し易い、それが自信になりま
す：” 

  

英会話の技術上達を目指す成人の方々を対象

に考案されたコースです。午前中のクラスは文

法、語彙、そして「聞く・話す・読む・書く」の4技

能、午後のクラスは英会話を流暢に話せるよう

に発音練習や英会話の練習に重点を置いてい

ます。一般英語コースを終了後、IELTS 受験準

備コースへ進む学生も多くいます。  

Courses 



Vocational 
Courses 

ワークスキルコース（職業能力開発コース） 

このコースは、英語を話す環境で働くことを計画している学生に最適です。初中級以上のレベル

で、フルタイムのお申込みの方に限ります。午前中は一般英語クラスで学び、こちらのクラスは午

後のクラスとなります。コースの内容：CVの作成、求人の検索、スキルの習得、顧客の声、電子

メールの作成、電話のスキル、会議、問題解決、チームワークなどのトピックについて説明しま

す。 

カスタマーサ―ビスコース 

ワークスキルコースに続き、ニュージーランドのカスタマーサービスについて学びたい学生に最適

です。中級以上のレベルで、フルタイムのお申込みの方に限ります。午前中は一般英語クラスで学

び、こちらのクラスは午後のクラスとなります。コース内容：英語のスキルを使って顧客サービス

業界で働く方法を学びましょう。顧客サービスの語彙、対人関係のスキル、顧客のニーズを満たす

方法 ロールプレイシナリオを体験する方法について学びます。新しいスキルを身に付けることで、

あなたの履歴書に記入することができます。 

ビジネス英語コース 

日常生活の中で英語でビジネスを行う必要のある方に最適です。中級以上のレベルで、フルタイム

のお申込みの方に限ります。午前中は一般英語クラスで学び、こちらのクラスは午後のクラスとな

ります。コース内容：ケーススタディを行い、授業でプレゼンテーションを行う必要があります。

グローバリゼーション、ブランド、広告、ミーティング、レポートの作成などを学び、語彙を増や

しましょう。 

English for Nursing: 看護のための英語 12週間、週10時間 

このコースは、看護のさまざまな側面に取り組むために必要な英語を習得するためのコースです。

この医療分野に進学する準備をしている人、またはすでに資格のある看護師の方に適したコースで

す。中級以上のレベルで、フルタイムのお申込みの方に限ります。 

English for Law Enforcement: 法律の為の英語 4週間、 週10時間 

このコースは、英語または国際的な環境で、法執行機関で働く学生、または働く予定の方を対象と

しています。さまざまな背景の法執行機関に適しており、必要な言語を学生に提供することを目的

としています。中級以上のレベルで、フルタイムのお申込みの方に限ります。 

English for Tourism: ツアリズムの為の英語：4週間、週10時間 

このコースは、コミュニケーションの媒体として英語を使用して、観光でキャリアを始めるために

必要な言語、情報、スキルを提供します。中級以上のレベルで、フルタイムのお申込みの方に限り

ます。各コースには最低遂行人数がございますので、お申込み前に御確認ください。 





セールス担当 えり： ニュージーランドには 2000 年にワーキングホリデービザで

渡航し、語学学校終了後、小学校や老人ホームでボランティをしながら、スキーや

山登りを楽しみました。2006年より日本人学生アドバイザーを担当していますが、

NZ ではオークランドにある高等学校での事務、ツアーガイドをしたり、 日本では、

体育大学を卒業後、水泳のインストラクターをしておりました。文化の異なる海外で

の生活は様々な困難やつらい思いが付きものですが、それを乗越えて自分に自信

を持つことができるかと思います。他国から来た留学生との交流により、他国の文

化・考え方の違いを知り、日本を客観的に見ることで日本や日本人の良さを再確

認できると思います。皆さんが安心して学習に取り組めるようお手伝いさせて頂き

たいと思いますので、どんなことでも一人で悩まず相談してくださいね。 

 

Support 

学生サービス担当 アサミ：初めてニュージーランドに来たのは2000年、ク

ライストチャーチでの一年間の滞在でした。生まれて初めての海外で、慣れ

ない英語と異文化に戸惑うこともたくさんありましたが、とても楽しくて

あっという間の一年間でした。英語の上達に伴って、様々な国の人と交流で

きる楽しさに気づき、そして困った時は助けてくれる学校の友人、現地の人

達の存在のおかげで、たくさんの人に支えられて生きてるということを実感

しました。それから縁があって、2012年にまたニュージランドに戻ってきま

した。私はこのユニークがあるブラウンズベイが大好きです。きれいなビー

チ、のんびりして優しい町の人々。ここで皆さんがたくさんの素敵な思い出

ができるよう、又それぞれの目標に向かって安心して勉強に取り組めるよう

にサポートいます。何かあったら、いつでも気軽に相談してください。 



仕事やボランティアワークを見つけるのも比較的

簡単:  

“私はカフェでバリスタとして働きたかったの

で、殆ど面接はカフェでした。こちらの面接は

静かな1室で二人きりというわけではなく、お

店の1席を使って面接をしました。そのあと

コーヒーを1杯作ってくれと言われるところが殆

どで、しかもお店によって機械が様々で上手く

作れず採用にならなかったところもいっぱいあ

りました。ちょっとビックリしたのが、連絡をくれ

た人が面接日に非番で他の人が代わりに面

接をするということが何回かありました。 

やはり英語を聞き取るのが大変でしたが、変

に気負わずリラックスした状態で挑めたので

会話はスムーズに行えました。これもワークス

キルで練習していたおかげだと私は思ってい

ます。” 

“私の場合、友人に紹介してもらったので、ま

ず、面接先のレストランに行き、そこでオー

ナーと15 ～20 分ぐらい話をしました。内容

は仕事の詳細や、勤務時間、給与などについ

て。面接中は緊張することなく、家族の話をし

たり、和やかな雰囲気でした。” 

 

Support 



English Plus 
Activities 

英語＋アクティビティコース 

様々なアクティビティを通して、楽しみながら

英語を学ぶコースです。午前中は教室で英

語を学び、午後は指定されたアクティビティ

に参加したり、日帰り旅行をしたりします。内

容は様々で、スキー、乗馬、セーリング、ス

パランド、スカイタワー見学、オークランド動

物園巡り、博物館巡りやテーマパーク巡り等

があります。 

 午前中はクラスで英語学習 

 午後は指定されたアクティビティに参加 

 １２ 歳から 18 歳対象グループおよび

個人での参加が可能 
 



Courses 

ティーン一般英語コース  

 
“ 語学学校では、午前と午後の授業で先生が
違い、そして勉強することもそれぞれ違っていま
した。高校入学準備のための勉強は主に午後
の授業で、数学を勉強したり、映画を見てその
内容を要約したり、リスニングの授業をしたりし
ました。午前中は簡単なスピーチや、クラスメイ
トとの会話練習、ゲームなどをしていました。“： 

 

英語力の上達、そして自信を持って英語を使い

こなせるように 13 歳から 17 歳の学生を対象

に考案されたコースです。午前中のクラスは、

文法、語彙、そして「聞く・話し・読む・書く」の4 

技能、そして、午後のクラスは、英会話を流暢に

話せるように発音練習や英会話の練習に重点

を置いています。このコースから高校就学準備



高校就学準備 

高校就学準備コース  

 
“初めは英語が全く喋れなくて、誰の言ってるこ
とも理解できず辛いことも多かったですが、授
業を通して少しずつ分かるようになり、外国人
の友達も増えて自分に自信が持てるようにな
り、その自信が高校へ入学した後も糧になった
と思います。“: 
 
ニュージーランドの高校での就学を目指す学生

の方々を対象に考案されたコースです。高校で

学習するにあたり必要となる英語や勉強法、時

間管理、ニュージーランド教育制度や学校組

織、そしてニュージーランド文化について学ぶこ

とが出来ます。 

ユニークニュージーランドは当校の高校就学準

備プログラムを通して現地のの高校と良好な関

係を築いています。多くの学生達が、当校の高 

校就学準備プログラムを受講し、その後様々な北島の現地校で留学を体験しています。 

ユニークで勉強をする学生達は、現地校へ就学する前に新しい環境、ホームステイに慣

れ、学校の授業の進め方を学ぶことができます。プログラムは、学生達と話し合い、個々の

学生のニーズに合わせて組まれています。 



Comments 

私はニュージーランドの現地の高校に入学するため

の準備としてUnique New Zealand で数ヶ月間

勉強しました。 

 

学校の裏がビーチで、その周りには日本食レストラ

ンやカフェ、他にも美味しいパイの店や雑貨屋など

が立ち並んでいるので、昼休みや放課後はそこで友

達とのんびり過ごしていました。 

 

 ニュージーランドは、日本と違ってとてものんびりと

した国で親切な人が多く、美しい自然に囲まれなが

ら私はリラックスして英語を学べました。また、語学

学校の先生たちも面白くて優しい先生ばかりだった

ので、気軽に話しかけたり相談したり出来ました。 

 

 初めは英語が全く喋れなくて、誰の言ってることも

理解できず辛いことも多かったですが、授業を通し

て少しずつ分かるようになり、外国人の友達も増え

て自分に自信が持てるようになり、その自信が高校

へ入学した後も糧になったと思います。 

 

Unique New Zealand は私を変えてくれた場所

で、とても素晴らしい学校でした。 



Address: 1 Clyde Road, Browns Bay, Auckland 0630, New Zealand  

Mail: P.O. Box 35212, Browns Bay, Auckland 0753,  New Zealand  

Phone: +64 9 478 0621  Email: sales@unique.ac.nz 
www.unique.ac.nz 


