
  

 



Evakona ってどんな学校？ 

 

  

留学生にフレンドリーで 

安全な町の環境 

多彩なアクテビティ―

による体験教育 

自己発見、自立を促す 

生活体験 

ホームステイで伝統的な 

英語生活体験 

優秀で経験豊かな教師陣 

 

日本人カウンセラーに

よる手厚いサポート 

生きた英語を基礎から 

学べる語学学校 

溢れる自然環境の中での

英語学習 

NZの高校単位を取得

できる唯一の学校 



 
 

この高校留学プログラムでは、留学 1 年目に語学学校で英語を勉強するだけでなく、同時にニュージーランド高校 1 年生の勉強もし、さらに NZ

教育省の公式国家試験単位もとれることが大きな特徴です。そして留学 2 年目 3 年目は現地公立高校で勉強します。現地校就学中は、エバコナ

で放課後の補習が受けられるので、無駄なく無理なく 3 年間でしっかりニュージーランド高校卒業資格が取れ、さらに日本より 3 ヶ月早く高校

を卒業できます。 

 

エバコナはもともと、現地高校の留学生の補習校として始まりました。現在では高校準備コースをはじめ、一般英語や試験準備コースなど

も実施する語学学校となり、日本人校長を筆頭に、サポートスタッフ、教師達が一丸となって留学生をサポートしています。 エバコナで

は、国籍・年齢を問わず、仕事や将来のために短期間で英語力を身につけたい人から、長期で英語圏の高校・大学・専門学校を目指す人ま

で、幅広 く英語を学べます。高校留学生には、エバコナの日本人スタッフがニュージーランドでの世話人となり、留学生活を全面的にサポ

ートします。信頼できるホームステイファミリーを紹介し、そこでの生活も毎日モニター。どんなことでも相談できるから、若年層の単身

留学にも安心です。 

 

      

 
 



留学を成功に導くエバコナの「3 つのない」 

1. 無駄がない 

エバコナでは、英語研修をしながら高校の科目も勉強し、高１の単位が取得できるので、半年から 1 年間の英語研修を経てから現地の高校 1 年

生に入学するような時間的なロスがありません。エバコナのプログラムなら、無駄なく 2 年 9 ヶ月で高校の卒業資格を得ることが可能です。

（留学開始時の年齢や各自の学習能力によって卒業までの期間が異なる場合もあります） 

2. 無理がない 

現地高校に進学してからも、教科ごとの補習授業を放課後に週 1～2 回 1 時間ずつ取ることができます。この補習では各留学生の現地校での授業

の予習復習や、課題･宿題をサポートします。これにより留学生たちは現地高校をしっかりとした成績で卒業し、中身のある卒業資格を得ること

ができ、その後の進路に確実につながる留学が実現します。 

3. 不安がない 

エバコナには独自のケアシステムがあり、高校準備コース在学中には思春期の教育に経験豊かな日本人カウンセラーがサポートします。また高

校進学後も各地域の日本人スタッフが留学生のニュージーランドでの世話人となって学業面に限らず、生活面でも強力にサポートします。留学

生本人はもちろんの事、日本の家族の方々にも不安がありません。 

                                                



エバコナ高校準備コース 

ニュージーランド教育省（NZQA）の認定コースです。ニュージーランド唯一のエバコナによる特別プログラムである本コースでは、ニュージー

ランドの高校に入るための英語力をつけ、さらにニュージーランド公立高校 1 年生の教科（レベル１）を学習し、国家試験による単位

（NZQF/NCEA)を取得します。本コース修了後は、現地の高校に編入し 2 年生 3 年生の教科（レベル２、レベル３）を履修し、引き続き国家試験

単位を取得します。 

＜コース期間＞ 

全 40 週間 毎年 3 月下旬～4 月初旬開始・翌年 1 月下旬修了 

※上記期間中 12 月中旬から翌年 1 月初旬の 4 週間は夏のスクールホリデーとなり、受講生は全員自国に帰国します。年明けは 1 月初旬から 

コースが再開します。 

＜学校スケジュール＞   

 AM   9:00-12:00 PM 13:00- 15:00 

月曜日 英文法・会話  

※レベル別に分かれたクラスにて英語を勉強 

ニュージーランドの高校科目を勉強 

火曜日 英文法・会話  

※レベル別に分かれたクラスにて英語を勉強 

ニュージーランドの高校科目を勉強 

水曜日 英文法・会話  

※レベル別に分かれたクラスにて英語を勉強 

ニュージーランドの高校科目を勉強 

木曜日 英文法・会話  

※レベル別に分かれたクラスにて英語を勉強 

ニュージーランドの高校科目を勉強 

金曜日 英文法・会話  

※レベル別に分かれたクラスにて英語を勉強 

ニュージーランドの教育において重要な「体験学習」。様々な

アクティビティやスポーツなどを行います 

 

 



 

＜参加資格＞ 

・中学 3 年生～高校 2 年生（高 3 生はご相談ください） 

・留学にチャレンジする意志が本人にあること 

・朝は自分で起床し、毎日学校に時間通りに通学できること 

・規則正しい生活ができること（例えば夜は 10 時半までに就寝・朝は 7 時半までに起床など） 

・身だしなみや自分の部屋の整理整頓ができること 

・礼儀正しく人とコミュニケーションができること 

 

滞在は現地ファミリーでホームステイ 

留学生は、現地ホストファミリーの家に滞在します。現地ファミリーにお世話になりながら、英語力を

伸ばすとともに自立心・責任感を養います。ニュージーランド政府の留学規定に沿って厳選され、エバ

コナに登録されているホストファミリーは皆、明るく親切な方々ばかりで、留学生達が安全で快適な生

活を送れるように協力してくれます。ホームステイでの生活は、エバコナが常にモニターしています。

ホームステイでの不安･不満･問題などは、エバコナのホームステイコーディネータに相談でき、一緒に

解決していきます。 

ホームステイでは、学生達をお客様ではなく、家族の一員として迎えています。ファミリーとよくコミ

ュニケーションをとるよう努力し、また家事などのお手伝いを必ずするように心がけましょう。 

食事は 1 日 3 食が提供されます。朝食・昼食は家にあるものを使って学生が自分で用意する家庭もあります。日本にいるときから簡単な食事

（トースト、果物、サンドイッチ作りなど）を自分で準備できるようにしておくことも大切です。 

 



 

単身留学でも安心の「留学生ケア」 

エバコナでは、ニュージーランド政府が定めた「留学生のための規定」に従って、安全で快適な留学をサポートするための学生ケアを

行っています。 

エバコナ留学生ケアの主な内容 

• 学生インタビュー 

• ホームステイ訪問・現状確認 

• 現地校と連携し、学校生活と学習サポート 

• 成績表の報告 

• 必要に応じてカウンセリング、学習と生活のアドバイス 

• 病院の予約・必要に応じて付き添い 

• 旅程手配（送迎バスなど必要に応じて） 

• 学生ビザ申請サポート（必要に応じて） 

• 緊急連絡対応 

• 進学・進路相談 

 

学校と保護者の連絡・レポート報告 

日本人スタッフが随時生徒たちの様子をご家族に連絡いたします。E メールでの連絡がメインとなりますので、メールアドレスをお知

らせください（なるべく携帯電話のメールではなく、添付書類なども受信できるパソコンのメールアドレスでお願いします）。年に 2

回、学習成果とホームステイの様子をレポートとしてお送りいたします。 

  



エバコナ高校留学コースの流れ ＜3年間＞ 

 

エバコナ「高校入学準備コース」に入学。午前中はレベル別クラスで英語を学び、午後は高校の科目を勉強しながら、ニュージーランドの

高校単位（NZQF/NCEA)を取得します。 

※ 現在エバコナでニュージーランド教育省の教育課程に基づく高校 1 年の単位を認定できる科目は数学・ESOL・コンピュータなどになり、一年を

通して高校生のための特別体験プログラムが数回行われます。 

 

 

ニュージーランド公立高校に入学し、現地学生と一緒に勉強します。現地高校進学後は、学習のフォローアップとして放課後に補習授業を

受けることができます（週 1 回または 2 回、ターム 1 からターム 3 の期間）。エバコナの教師や高校の教師が学校での課題や宿題、苦手な

教科の予習･復習をサポートします。 

 

 引き続き、ニュージーランドの公立高校に通います。放課後は補習授業を受けることができます。 

 大学進路相談や必要な書類の準備サポートをします。学年修了時に修了証書を取得します。（12 月修了）  

 

  



当プログラムからの進学先の高校の例（一部） 

Thames High School 

テームズ・ハイスクール 

Hauraki Plains College 

ハウラキプレインズ・カレッジ 

John Paul College 

ジョンポール・カレッジ 

Whangamata Area School 

ファンガマタ・エリアスクール 

所在地：Thames 所在地：Ngatea 所在地：Rotorua 所在地：Whangamata 

補習受講可 補習受講可 補習受講可 補習受講可 

1880 年設立の大変歴史の古い由緒あ

るスクール。演劇や音楽など文化活

動に力を入れている。初心者でも楽

器の個人レッスン受講可能。アウト

ドアエデュケーションでは、カヤッ

ク、キャンプ、マウンテンバイクと

様々な課外活動を経験。サッカー、

バスケット、ホッケーチームも人

気。留学生のサポートやイベントも

充実。 

 

アカデミックな面に力を入れてお

り、特に勉強面で頑張れる学生に

お勧め。Music クラスが充実してお

り、レコーディングスタジオも完

備。何か楽器が出来て音楽に興味

のある学生にも特に適した学校

（楽器初心者はMusic 受講不可）

Thames でホームステイしスクール

バス 通学（所要20分）。留学生担

当の先生も大変熱心。 

 

半私立のカトリック系公立高校。 

良い設備やシステムを持つロトルアで

は人気のある高校。マオリ人口の多い

ロトルアならではの文化クラスやイベ

ントも充実している。スポーツも盛

ん。Year12 キャンプでは本格的なキャ

ンプを体験。マリンスポーツはないが

周辺の山や湖の環境を利用した多彩な

アウトドアアクティビティ（参加別料

金）の機会も多く、積極的にいろいろ

なことに取り組める学生向け。 

サーフィンやカヤックなどのマリン

スポーツが盛んなビーチタウンの学

校で、高校でもサーフィンやアウト

ドア科目が履修できる。冬はスキー

トリップもあり。スポーツが得意、

または興味のある学生向け。 

 

※エバコナの高校留学コースでは、北島にある24高校と協力し、すべての学生ができりうる限りの体験をし成果をあげて卒業できるよう3年間継続してサポートを行います。 

進学先の現地校は、留学生数の多い都市部の学校ではなくニュージーランドらしい個人にフォーカスした質の高い教育を受けられ、また生活環境も自然に触れながら安全に過

ごせることを重視して、比較的小規模な地方の学校とリンクしています。 高校準備コースご参加者は、事前に特例としてエバコナが了承をした場合を除き、進学先はエバコ

ナの推薦する高校からお選びいただきます（学生さんそれぞれの得意分野や履修したい科目や学校活動によって最もあった学校をアドバイスします。オークランドなどの進学

はサポートしておりません。ニュージーランドの公立高校は全国すべて教育省によって教育カリキュラムが管理されており、高校によって学力レベルの差はありません。どの

学校も同様の幅広い分野の科目と体験をすべての学生に提供しています。 

 

 



高校 3 年留学での目標単位 

ニュージーランドでは NCEA という教育省（NZQA）による国家認定の高校単位があり、高校在学中にその単位を取得しなくてはなりません。 

1. 必要単位数 

NCEA Level1 NCEA Level2 NCEA Level3 

通常 Year 11（高校 1 年生）勉強内容 通常 Year 12（高校 2 年生）勉強内容 通常 Year 13（高校 3 年生）勉強内容 

合格単位 合格単位 合格単位 

80 単位（Level 1） 60 単位（Level 2） 60 単位（Level 3） 

読解記述力―最小 10 単位 

数学力―最小 10 単位 

  

 

2. ニュージーランドの大学に入学するための必要単位 

UE という University Entrance という単位を取得する必要があります。 

UE を取るために必要な単位 

Level 3 以上 合計 60 単位－最小 14 単位（合計 42 単位）を特定の科目から取得 

Level2 以上 合計 20 単位―特定の科目から取得 

読解記述力（リテラシー） Level 2 以上から最小 5 単位（合計 10 単位）を各読解力と文章力から取得 

数学力（ニューメラシ―） Level 1 以上の特定の単位を最小 10 単位取得要 

 

 

 

 



ニュージーランド高校3年間留学コース費用概算【2022年度版】

1年目　 Evakona 高校準備コース 2年目 　ニュージーランド公立高校　＆　Evakona補習レッスン
40週間　2022年3月28日～2023年1月27日　(途中4週間の休暇有）　 2023年2月～12月　4学期制（途中2週間×3回のスクールホリデー有）

NZ$ 現地校の費用はテームズ高校2022年度の料金です

エバコナ登録料 300 高校事務費 1000

エバコナ授業料 16400 高校授業料+教育税（Levy） 15000

教材費 500 Evakona補習レッスン*(週2回） 4800

課外アクティビティ＆キャンプなど 4200 ホームステイ（3食付）46週間 12420

NZ高校単位制度登録料（NQF/NCEA) 485 留学生ケア 6000

NZ青少年教育プログラム 200 その他高校諸経費 2000

宿泊手配料 300 科目費・課外活動・高校単位費などの学校預かり費用

ホームステイ（3食付） 10800 合計 41,220$                    

留学生ケア 6000 NZD=￥70で計算した場合 ¥2,885,400

空港送迎・往復（料金変更の場合有） 700

その他諸経費用お預り資金 1000 3年目 　ニュージーランド公立高校　＆　Evakona補習レッスン

合計 40,885.00$        2024年2月～12月　4学期制（途中2週間×3回のスクールホリデー有）

NZD=￥70で計算した場合 ¥2,861,950 現地校の費用はテームズ高校2022年度の料金です

高校事務費 1000

高校授業料+教育税（Levy） 15000

3年間の費用合計 $123,325.00 Evakona補習レッスン*(週2回） 4800

NZD=￥70で計算した場合 ¥8,632,750 ホームステイ（3食付）46週間 12420

留学生ケア 6000

＜その他の費用＞ その他高校カリキュラム費 2000

保険（Evakonaで現地の留学生保険に加入する場合）1年間＄523 科目費・課外活動・高校単位費などの学校預かり費用

お小遣い（月々$150）＋諸経費や旅行費など、年間$3000-5000ご用意ください 合計 41,220$                      

学生ビザ申請費（現地で申請する場合）$400 （料金変更の場合有） NZD=￥70で計算した場合 ¥2,885,400

* 補習レッスンは1回1時間、ターム1～ターム3の間に実施します。週1回の場合は＄2400
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