
St Dominic’s College
オンライン留学プログラム

＊ニュージーランドでの留学体験をオンラインで＊

★留学体験＆同世代交流にフォーカスしたプログラム★彡

St Dominic’s Collegeの先生によるESOLレッスン
Buddyとのオンライン交流 ＆ 授業参加！

オリジナルのワークシートを使用

プログラム修了時に修了証の発行

お問合せ Mail :info@koryu.co.jp

東京オフィス
Tel：03-3340-5300
〒163-0639   
東京都新宿区西新宿1-25-1
新宿センタービル39階

大阪オフィス
Tel：06-6341-8248
〒530-0001    
大阪市北区梅田1-1
大阪駅前第3ビル30階

お申込みは☟こちら

PCはこちら
をクリック

https://fs220.xbit.jp/h622/form15/


サンプルスケジュール （６セッション）

St Dominic’s College セント・ドミニクス・カレッジについて

学校のタイプ 女子校 （カソリック）

生徒数 約900名

学年層 Year7 – 13 （11才～18才）

制服 あり

住所 29 Rathgar Road Henderson Waitakere

ロケーション オークランドの西、約25キロのところに位置しています。車で約20分、公共交通機関で約40
～50分。近辺には病院や学校が建ち並ぶ静かな環境です。

特色 1952年設立。カトリック系の古い伝統のある学校であり、「真実を探求する」のキリスト教精
神に基づいて､自立した女性としての知識、教養を身につけることを重視しています。地域周辺
への様々な活動や文化、スポーツ活動も盛んに行われています。
NCEA（NZ国内統一テスト）では毎年高い水準を保っており、多くの生徒が大学や専門学校に
進学しています。また、芸術や音楽の方面にも力を入れており定評があります。

特徴のある科目 外国語、宗教、芸術、音楽、ダンス、コンピューター、グラフィックデザイン など

施設 広いグラウンドがあり、スイミングプール、テニスコートやニュージーランドの女子スポーツ
で人気のネットボールのコートも設備されています。また、コンピューターや音楽施設も充実
しているのが特徴です。

Session 1

自己紹介
・Welcome Greeting
・Buddy紹介
・Q＆A 
・Work Sheet

Session 3

現地の授業に参加
・Buddyの授業に参加
・Q＆A 
・Work Sheet

Session 5

NZの生活ホームステイについて
・週末の過ごし方紹介
・ホームステイでの食事の際の様子
等をビデオで紹介

・Q＆A 
・Work Sheet

Session 2

NZの食事について
・食事紹介
・Buddyとの会話
・Q＆A 
・Work Sheet

Session 4

オークランドについて
・街並み紹介
・Buddyとの会話
・Q＆A 
・Work Sheet

Session 6

NZの学校生活
・制服・宿題・休み時間
・放課後
・Q＆A 
・Work Sheet



Name: Date:

St Dominic’s College  
Preparation Course

New Zealand Worksheet

1. Write down any three words that describe New Zealand?

2. Is New Zealand in the Northern or Southern Hemisphere?

3. How many people live in New Zealand?

4. What do we often call people born and raised in New Zealand?

5. New Zealand has two main Islands.
a. They are called the N_ _ _ _ _ Island and the So_ _ _ Island.

6. The Maori name for New Zealand is A_ t _ _ _oa.

7. What three colours make up our flag?

8. What is the tallest building in Auckland called?

9. Auckland is built on and around 50 extinct volcanoes.
i. True or False

10. What is the name of our National Rugby Team?  
The A_ _ Bla_ _ _ !



募集・実施について

◆ 募集人数（各回）：8 名～ 15 名

★申込締切：6月25日（金）までに別紙申込書を提出してください。
※以下、各回、定員に達した時点で締切とさせていただきます。

◆ 募集対象：中学生・高校生 英検 3 級～準2 級相当以上の英語力のある生徒

◆ 実施予定日（下記の日程でご希望をお聞かせください）：

※1セッションは60分になります。1日2セッションで3日間で合計6セッションになります。
①7月27日（火）～ 29日（木）６セッション（３日間）

②8月03日（火）～ 05日（木）６セッション（３日間）

③8月10日（火）～ 12日（木）６セッション（３日間）

日本時間 午前１０時～１２時

◆ 実施場所：基本的に各ご家庭

◆ ご用意いただくもの：

①デバイス（zoom に接続できるもの、カメラがついていること）、 ②マイク、イヤホン

◆ プログラム費用

【６セッション】NZ$579（NZ$1＝￥85の場合：約￥49,215）
※プログラム費用に含まれるもの：授業料、教材費、修了証
※ご請求は、2021年6月28日(月）付弊社レートにて日本円に換算し、請求させていただきます。
お支払いは7月9日（金）までに弊社振込先にお願いいたします。

取り消し日 取消手続費用

申込締切日から4日前まで プログラム費用の30％

プログラム開始3日前から当日開始前まで プログラム費用の50％

無連絡によるプログラム開始後 プログラム費用の100％

キャンセル規定




