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日本人留学生のみなさんへ

10 月 2009

みなさん、こんにちはー。TOMO からの日本人留学生のみなさんへのユニーク・ニュース (日本語版)です。しばらく、ニュースもお休みしてました
がまた出来る限りマメにアップしていきまーす！（たぶん、、、） 今月は久々の拡大版です！ 日本人留学生の方むけのニュースなので、もち
ろん写真は日本人留学生の方中心にのせてます！サマータイムにかわってから、最近、ホント、陽がながくなりましたねー。ただ、この季節、
まだ、朝晩は結構冷え込みますので風邪など引かないように気をつけてくださいね～。
ここ 1-2 カ月、日本人の留学生の方の入れ替わりの時期でほとんど新しい方に顔ぶれもかわったんじゃないでしょうか。日本人の成人留学生の
方は、今週入学された 4 名の方も含めて現在24 名在籍されています。最近、ユニークでは、他の国の方も入れ替わりの時期ですね。今週は
学校全体では約 150 名の方が在籍されています（うち成人の方は約 120 名です）。
これから 11-12 月にかけて日本人留学生の方は11 名の方が卒業される予定です。11-12 月で予約が入っている日本人の新入生の方は2 名
です。トライアルの方も今週はナシで来週以降もほとんどおみえにならないと思います。おみえになっても 1-2 名でしょうか。。。
今は日本人の方はちょうど入れ替わりでオーバーラップの時期ですが、いつもこれから 3 月末ごろまでは、日本人の成人留学生の方がすくなく
なり、12 月以降は約 15 名前後になると思います。これからは南米、ヨーロッパ、ブラジル、サウジ、タヒチ、ロシアなどからたくさんの学生の方が
徐々に増えきて、学校全体では 1 月以降約200―250 名前後の方が在籍されます。他の国の方が増えてくるので、ますますみなさんにとっては
とってもいい環境になると思います。この機会にたくさん他の国の友達を増やしてくださいね～！
ユニークではもともと落ち着いて勉強をしたいという中長期（8 週間以上）の学生の方が多く、最近では6 ヶ月以上勉強をされるWHや学生ビザの方
が半数以上も在籍されています。1-3 月は短期の方もほとんどおみえにならないと思います。この落ち着いた環境でしっかり勉強してくださいねー。
また、人気の「資格コース」にもどんどんチャレンジしてみてくださいねー。ＷＨの方でも日本への帰国後の就職、進学のことを考えると、まずは、
ＮＺ滞在中に英語のスキルをあげることが大切だと思います。一般英語で慣れてレベルがある程度に達したら、定評のあるユニークのＩＥＬＴＳ
コースや、ケンブリッジコース、ワークスキル準備コース、ビジネスコースに挑戦してみてくださいね。もちろん、一般コースを終了しから、学校を
延長して上記のコースに入る人も多いです。ユニークの場合は入学してからコースを変更しても授業料はかわらないのでとってもオススメです！
ユニークは、平日 8:00－18:00まであいていています。すべての施設は卒業生にも開放していますのでドンドン学校の施設や無料クラスを利用
してくださいね！もちろん、ＩＥＬＴＳの試験官の資格をもつ先生も数名いますので個人的なアドバイスもいつでもしてもらえますよ～。
ユニークでは、放課後のサポートも万全です！ みなさんに人気の無料の放課後クラスIELTSの模擬試験は、月・水曜日。発音強化クラスは、
火曜日。カンバーセーション強化クラスは木曜日。さらに、水曜日のKIWIANA Class （NZの文化や歴史、スラング、食事、音楽等、KIWIライフ
を感じる） も先週から新しいシリーズがスタートしました。ＤＶＤ完備の自習室も有効活用してくださいね！
上記の各無料クラスや自主室、アクテビティ（テニス、サッカー、学校所有の無料シーカヤック）と放課後の時間を有意義に使ってくださいね～。

ワイトモ・ロトルア・タウポツアー。天気に恵まれサイコーだったね！

ロトルア。やっぱ日本人は温泉だよねー。

あのぅ～、みんなアンゴラウサギには見えないんですけど・・・・笑

タウポ・フカホール。滝の勢いすごかったよねー！

夏といえばアクテビティの季節！！今年も夏のユニークのアクテビティは盛りだくさんですよ～。
KIWIANAシリーズの中に盛り込まれた校長CLIVE主催の「ＮＺワイン・テイスティング」は、11 月 11 日（水）開催の予定です。
今月 10 月 1 日に開催された「NZワイン・テイスティング」も盛り上がりましたね～！限定 14 名のコースなので希望される方は、アクテビ
ティ専用デスク（Alistair）のところで早めに申し込んでくださいね～。また、クライブ主催の「コーヒーティスティング＆バリスタコース」は、
12 月以降に開催予定です。これも今後掲示板を要チエックです！
夏なので、シーカヤックもサイコーですよ！ ユニークでは、学校が所有するシーカヤックを無料で貸し出ししています。放課後、学校の前
の海でカヤックでのんびり青い空をみるのも気持ちいいですよ～。卒業生の方でも参加ＯＫなのでみなさんドンドン参加してくださいね～。
学校主催のＳＰアクテビティ・宿泊ツアー 。 11-12 月の予定はまもなく掲示板に張り出されますが、詳しくはアクテビティ担当の
Alistair まで。毎日放課後の週間アクテビティ【テニス、サッカー、バトミントン etc】もそのまま開催予定です。ユニーク生も交流を目的と
した、SOCIAL EVENING〔海の見えるテラスの BAR での交流会〕も毎週火曜日の 17:30 から変更ありません。
アクテビティ担当のSTAFFのAlistairが企画するSPアクテビティ。先週末は、オークランド博物館ツアー、今週末はビーチBBQですね。
詳細＆申し込みは、掲示板、および、アクテビティ専用デスクで確認してくださいね！

シーカヤック！ ノリのいいインストラクターでおもしろかったねー！

ホットウォータービーチ。砂浜を掘るとお湯がでてきます！

青い空と青い海。コロマンデルは、ホント、サイコーの景色です。

コロマンデルタウンのトロッコ電車。楽しかったねー。

日本人学生の皆さんからのリクエストを受けてトモが企画するトモティビティ（最近みんなからこう呼ばれてますが、、、）。今月も“ラブワゴン”
に乗っていろんなところへ行って盛り上がりましたね～。貸切コテージでみんなで夜遅くまでワイワイやって楽しかったですね！
“ワイトモ・ツチボタル＆ロトルア温泉＆タウポ 弾丸つめこみツアー 1 泊 2 日”。 “コロマンデル シーカヤック＆手作りボーンカービング・
ペンダント 2 泊 3 日”。 そして、初心者のための“サーフィンスクール＆ワイナリー・ツアー2 泊 3 日”もはじまりました！

サーフィン！！！ NZ の海サイコーですよー！

みおちゃん、スゴイじゃん！ 初日からボードに立ってたね！

みんなでスーパーでお買い物。今回の晩御飯は何かな？

サーフィンの後は、ワイナリーツアー！ みんな飲みずぎじゃねぇ？

特にこれから夏は、トモテビティも盛りだくさんです。11 月 27-29 日は、初心者のための“サーフィンスクール＆ワイナリー・ツアー2 泊 3 日”。
12 月 19 日―21 日、1 月 8-10 日世界遺産にも登録されている国立公園 「トンガリロトレッキング＆ラフティング・ツアー２泊３日」。
ただ、この 3 つのツアーは、すでに定員の 6 名が集まって FULL になっちゃいました。
なので、まだ、すこし空きのあるこれからのツアーの紹介です！
12 月 5-6 日“ワイトモ・ツチボタル＆ロトルア温泉＆タウポ・弾丸つめこみツアー 1 泊 2 日”。12 月 11 日―13 日初心者のための“サーフィン
スクール＆ワイナリー・ツアー 2 泊 3 日”。12 月 26 日―29 日 “ギズボーン＆ネイピア BOXING DAY バーゲン・KIWI フルーツファーム・サーフ＆
ワイナリー・アールデコの街めぐり etc つめこみ欲張り 3 泊 4 日“ トンガリロも限定 2 回のツアーがすでに FULL なので、あと 1 回追加で
調整中です。追加日程は、1 月 22-24 日世界遺産にも登録されている国立公園 「トンガリロトレッキング＆ラフティング・ツアー ２泊３日」。
これらのツアーは、まだ、すこし空きがあります。“コロマンデル シーカヤック＆手作りボーンカービング・ペンダント 2 泊 3 日”は、数名の人から
リクエストを聞いていますので日程は未定ですが、12 月下旬～1 月下旬で調整中です。定員は 6 名なので、希望する方はできるだけ早めに
トモに知らせてくださいね！
とにかく、“○○に行きた～い”というリクエストがあれば、トモティビティに関しての詳細やリクエストは、Alistairではなくトモまでいってくださいね～。
来週から私（トモ）が約 2 週間不在になりますが、もどってからの12 月 01 日〔火〕15:30から説明会を開きますので、在校生や新入生の方で上記の
ツアーに興味のある人はTOMOのデスクに集合してください！もちろん、卒業してからも参加OKです！
これからの夏、アクテビティも盛りだくさんのユニーク NZ はアツイですよ～。

ワイトモ・ロトルア・タウポツアー。アンゴラウサギ、かわいかったねー！

てか、右の人、同化しすぎてますが、、、、笑

みんなで食べるカレーはおいしいネ！

タウポ、バンジージャンプ！！！ ふうせん王子がんばりました！

NZ ワイン・ティスティング！ NZ のワインサイコーだよねー！
“ちっちゃい・おっちゃん”を探せ！！！〔笑〕
毎月みなさんに人気の資格コース「ワークスキル準備コース」(午前は一般英語、午後はワーク準備英語)が定期的に開講されています。
次回は、11 月 16 日―12 月 11 日までの 4 週間で開講予定です。履修期間が４週間以上の方なら、一般英語４週間受講終了後、
一般英語コースからの変更も可能ですので、興味のあるかたは、至急、アデミックダイレクターのＦＡＩＴＨまで直接問い合わせてください。
コースは毎月１回開催されていますので、日程をあわせてコースに参加してくださいね～。その次のコースは、クリスマス休暇をはさみますので、
おそらく１月中旬か下旬からのスタートになると思います。日程等に関しても、詳しくは FAITH まで相談してください。
遅くなりましたが、5 月に日本の渋谷で同窓会に集まってくれた約 30 名の卒業生のみんなありがとう～！！みんなに声をかけてまとめて
くれた幹事のマキちゃん本当にありがとうね！校長も私も元先生で日本で働いてるマシューも久しぶりにみんなの笑顔がみれてとても
うれしかったです！
あと、ユニーク STAFF の KATIE と卒業生のダイスケ君、結婚おめでとう！！ 柳川の船は、校長の CLIVE も大興奮でした！ユニークでは、
いろんな国の方が多いので、最近、国際カップルで結婚される方も多いですね。また、日本人の卒業生同士で結婚された方も多いです。
みなさんも素敵な出逢いがあるかも。。。 ただし、ギャランティはできませんので、、、笑。

日本で卒業生のみんなと！

渋谷の夜はアツかったね～。

渋谷の宴のあと、吉祥寺の JAZZ CLUB にながれました〔笑〕。

KATIE ＆ ダイスケ おめでとう～！！！！！
青い目の NZ 人の花嫁さんに地元の人もびっくりしてました〔笑〕
みなさんにお知らせです。語学学校担当の私（TOMO）は出張のため、11 月 10 日―30 日まで不在にいたします（12 月 01 日出社予定です）。
私の不在中は、キャンパス１・１Fの入り口右側のデスクのヒデミさん（中高生担当）がみなさんのサポートをしてくれます。何かありましたら、ヒデミ
さんに相談してください。私がいない間、いつもみんなが私に言うような無理難題でヒデミさんたちを困らせないでくださいね～(笑)。
施設の充実や、放課後無料クラスの追加、興味のあるアクテビティなど、ユニークとしては、これからもみなさんのリクエストをどんどん取り入れ
て行きたいと思っていますので、気軽に TOMO までみなさんのアイデアを提案してくださいね～。
それでは、みなさんこれから最高の季節を迎える夏の NZ を楽しんでくださいね～！卒業するみなさんは、また、遊びに来てください！
バイトに励む人も南島 TRIP にいく人も ENJOY してください！ 在学中のみなさんは、英語のスキル UP にがんばってくださ～い！

