
コース 授業料
WAIKATO INSTITUTE OF EDUCATION 

一般英語 
フルタイム パートタイム午

前コース 
パートタイム午

後コース (Beginner—Advanced) 

          2-10 週間 $410/週 

$300/週 $200/週 
          11-23 週間 $400/週 

          24-34 週間 $390/週 

          35+ 週間 $370/週 

 NZCEL (Level 1 Foundation - Level 5) フルタイム 

                1 Term (17 週間) $6,550  

                2 Terms (34 週間)  $12,480  

                3 Terms (51 週間)  $17,390  

*$120 NZCEL 登録料がかかります 

  試験対策コース 
フルタイム パートタイム午後

コース (IELTS/PTE/OET/TOEIC/Cambridge B2 & C1) 

2-10 週間 $410/週 

$200/週 
 11-23 週間 $400/週 

 24-34 週間 $390/週 

                       35+ 週間 $370/週 

  高校入学準備 フルタイム 

                  1 Term (12 週間) $4,920  

                  2 Terms (24 週間)  $9,360 

                  3 Terms (36 週間)    $13,320 

 $17,760                   4 Terms (48 週間)   

  専門英語コース 
フルタイム 

  (ビジネス, 航空, 医療 など) 

                1 Term (17 週間) $6,550  

                2 Terms (34 週間)   $12,480  

                3 Terms (51 週間)   $17,390  

   英語+アクティビティ 週間費用 

          美術 $455  

          ダンス $470  

          ファーム体験 $465 

          ゴルフ $515  

          乗馬 $485 

          ラグビー $485 

          サーフィン $515 

   個人レッスン 10 時間から 

 一般英語 $70/時間 

 試験対策 $90/時間 

 専門英語 $90/時間 

    NZCLT 
     Language Teacher Training, TESOL 

    Level 4 (15 週間) $6,200  

    Level 5  (20 週間) $8,200  

 NZD$100 アクティビティアレンジメント費は別途必要。 

 週21時間英語授業と週2回アクティビティを含む。 

 上記のは個人レッスンの料金です。 

 小グループレッスンもあり。 

 フルタイム 、月曜日－木曜日、午前 9時—午後3時 

 入学時期: 2月、7月 

付注: 

 フルタイム: 毎週25時間、午前9時－ 午後3時 

 パートタイム午前コース: 毎週15時間、午前 9時－ 12時 

 パートタイム午後コース: 毎週10時間、午後 1－3時 

See more…. 

 毎週月曜日に入学可 

 奨学金制度があり 

 夕方コースもあり 
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ホームステイ費用         

ホームステイ費用 

 18歳以下 
(一日三食付き) 

   $280/週 

18以上 
(朝食と夕食付き*, 休日三食付

き) 
* 年末年始学校休み期間毎週

   $240/週 

ホームステイ手数料       $200  

コース＆授業料
WAIKATO INSTITUTE OF EDUCATION 

週間アクティビティ   
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 

文化交流 スポーツ FREE  英会話 FREE 発音クラス/  週末クラブ 
異国の文化を学び、体験

する機会を提供します。 
一日お勉強を頑張った後、

お友達と一緒に体を動かし

ましょう。 

ゲームをやりながら、楽しく英

語のスピーキングを練習しま

しょう。 

ニュージーランド的な

ゆったり週末を過ごしま

しょう。 

 
IELTS やTOEICの模擬試験 

注意事項: 

コース: 
- 最短入学は2週間から受付けます。 
- 毎週月曜日に新規受講が可能です(スクールホリディを除く)。 

費用: 

- 2020年12月11日以降の申込はこの金額を適応します。 
- ホームステイの申し込みは最短住居2週間前までに確認必要があり、詳細のご案内は納金確認後

にいたします。  
- アクティビティ費などは別途申し受けることがあります。 
- 金額は予告なく変更される場合があります。  
- すべての金額はNZDで表記され、ホームステイ費以外はGST(物品とサービスに対する税金)を含み

ます。 
- 入学取り消しに際するご返金規定はホームページ www.wie.ac.nzご参考ください。 
- この金額は2021年12月17日までのものです。 

祝日、休日: 
- クリスマス及び新年に当って、2週間学校休みがあります。 
- 祝日分の授業料は返金しかねます。 

保険:  
- 留学生は医療保険と旅行保険に加入している必要があります 

- The policy must meet the Code of Practice. 

Other Fees         

入学費  
- クラス  $180  

- 個人レッスン   $40  

材料費 
CD、教本など 

- フルタイム  $120  

- パートタイム   $60  

オークランド空港送迎費 - 片道  $120 

保険   $600/年 
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