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ニュージーランドの北島の中心部に位置する都市、ロトルア
ロトルアは豊かな文化と歴史、そして	
すばらしい自然に恵まれています。たく
さんの湖、森林、地熱地帯のある美し
いこの地域は、マオリの伝統として受け
継がれてきたおもてなしの心「マナアキ
タンガ」でも知られています。
古くから観光地として好まれてきたこと
もあり、ロトルアには大都市さながらの
国際色豊かなライフスタイルが根付い
ています。交通の便が良く、質の高い	
ライフスタイルを支える設備が揃って	
いるだけでなく、地元コミュニティの絆
もしっかりとしています。
また、ロトルアではあらゆるレベルを	
対象に、優れた教育の機会が開かれて
います。ロトルアでなら留学中も充実の
サポートを受け、アウトドアに親しみな
がら健康的なライフスタイルを満喫す
ることができます。
北島の中心部に位置するロトルアは、	
国内でも特にアクセスの便利な都市	
です。
全国最大の都市オークランドからは、
飛行機で30分、車でも3時間かからな
いくらいです。また、車で1時間足らずの
所にビーチがあり、最寄りのスキー場へ
は2時間半程度です。

ロトルアは人生の変わるような経験を
したい留学生を歓迎しています。
•	 世界有数の教育制度の利点を活用
•	 英会話、英語力を伸ばす
•	 自信をつける
•	 就職につながる要素を増やす
•	 社会的スキルを高める
•	 健康的でアクティブなライフスタイル
•	 新しい文化や生活様式を体験
•	 一生の友達やファナウ（家族）に出会う

「この地を訪れる人は 
 ゆったりとした自然と 
 体験できることの幅広さに   
 圧倒されるでしょう」 

ロトルアへ ようこそ
キア オラ、こんにちは 

車で移動する場合	
オークランド：3時間
ハミルトン：1時間半
タウランガ：1時間

ウエリントン：5時間半

オークランド

クライストチャーチ

クィーンズタウン

ウエリントン

ネーピア

タウランガハミルトン
ロトルア
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街の利便性やロケーション、自然環境と国際的なライフスタイルの
すばらしさについては先に紹介しましたが、生活の拠点にロトルア
が選ばれる理由は他にもたくさんあります。

手頃な物価
ロトルアはニュージーランド国内の大都
市と比べて物価が手頃です。教育面で
の選択肢が充実しているだでなく、整
然とした清潔な街には、良質な住宅、
優れたインフラ、包括的なヘルスケア、
レストラン、その他幅広い施設がそろっ
ています。
駐車場やガソリンも比較的安価で、た
いていの学校や市内各所に無料駐車	
場が整備されています。ニュージー	
ランドで運転免許証を取得した場合	
ガソリンが安価なぶん、出費を抑えつ
つ近隣の町や他都市に出かけること	
ができます。
生活費も全般的に割安なので、同じ額
のお金でもより有効に使えます。

気候
ロトルアでは通年アウトドアが楽しめ	
ます。夏の日中はたいていの人が半袖	
1枚で快適に過ごせる程度です。冬は重
ね着やジャケットが必要になるものの、
雪が降るほどの寒さにはなりません。	
それでも少し移動すればスキー場が	
あります。

熱意ある人々 
ロトルアは150以上の民族が暮らす多
文化都市として成長しています。全国で
も特に海外旅行者の多い観光地なの
で、文化や伝統、信仰の違いを理解し
尊重する姿勢は、ニュージーランド生ま
れの住民にも定着しています。

多彩な背景を持つ人々が集まって共に
楽しむ機会は多く、毎週木曜夜のスト	
リートマーケットは、世界各地の食べ物
や音楽、交流を楽しみに来る地元住民
と旅行者で賑わいます。文化やスポーツ
の恒例イベントも多数あり、こちらも住
民、旅行者の両方に人気があります。

現代的な都市
観光業に強いロトルアは都市人口を支
える以上のインフラが整っています。ガ
バメント・ガーデン、アクアティックセン
ター、国際スタジアム、エナジー・イベン	
トセンターといった良質のコミュニティ
施設にアクセスできる他、イート・スト	
リートも学習や交流の場となります。	
また、医療サービス全般を扱う大きな
病院があります。

滞在先
ロトルア滞在中はホームステイや学生
寮が利用できます。ホームステイは	
ニュージーランドの家庭生活を体験す
る絶好の機会です。自活できる年齢で
長期滞在するのであれば、他の学生と
共同で一軒家を借りる（フラッティン
グ）という方法もあります。たいていの
教育機関が滞在先を探す手助けをして
います。

生活環境
すばらしい

「初めてニュージーランド
に来たときはとても嬉し 
かったです。でも、あまり 
英語が話せないまま家族と
離れて暮らすことに少し不
安も感じていました。特に
リスニングで大変な思いを
したけれど、友達や先生は
とても親切でした。RBHS
は英語を学び、ラグビーを
するのにぴったりの場所で
す。ホステルでの生活も心
から楽しんでいます。」 

ツボウチ タイチ	-	日本
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ニュージーランドでは政府が留学生の生活を保障する服務規程を
定め、カリキュラムにも全国的な枠組みを設けているので、どの 
教育機関を選んでも高水準の教育を受けることができます。一方、
ロトルアだからこそ得られる学習支援など、留学生にとってメリット
となる要素がここにはたくさんあります。
ロトルアでは多くの留学生が英語力の
向上を重視していることがよく理解され
ており、英語を母語としない学生を対
象とした英語プログラム（ESOL）に力
を入れています。よって、留学生は国際
色豊かな環境で意見を交換したり、関
心を共有したりしながら学べます。	
また、運転免許証を取得したい、幼児
教育機関とやりとりをしたい、職場で使
われる英語を理解したい、といったよう
な特定の目的に応じて英語力を伸ばす
ことも可能です。
単に英語を教えるのではなく、英語環
境で学び、暮らし、働く学生が、自信を
持って英語を使えるようにサポートし
ます。
ロトルアはニュージーランドで初めて	
バイリンガル都市のイニシアチブ「レオ
ルア」に取り組んだ街で、他国から来る
人 と々マオリの豊かな文化を積極的に
分かち合っています。

進学をめざして 
ある程度の英語力が身についたら、国
内外の中・高等学校、民間の職業訓練
機関、ポリテクニックや大学などへ進学
するためのサポートを受けることもで
きます。	

次のステージに進むときが来たらスムー
ズに踏み出せるよう、各種教育機関が
連携しています。

仕事につなげる
就労の可能なビザを有する留学生につ
いては、パートタイムやフルタイムの仕
事を探すお手伝いもしています。
様々な業種や分野で実務経験を得る機
会が開かれています。特に、ロトルアは
国際的な観光地として重要な役割を果
たしているため、観光、ホスピタリティ、
サービス業において多言語対応の可能
な人材に需要があります。ロトルアを訪
れる人々を迎える仕事では英語を使う
機会にも恵まれます。

「ここで暮らしていて一番
良いのは、世界中から来る
人 と々接する機会があるこ
とです。文化や言語、生活
様式が違っても、共通の言
語と目標があるから、意思
疎通ができるのです。」
エリーン・ジャノット -	仏領ポリネシア

質の高い学びを
ロトルアで
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ニュージーランドのライフスタイルは健康的でアウトドアは身近な
存在です。ロトルアはその利点を活かすのにぴったりの場所です。
きらきらと輝く湖、壮大な森林、すばら
しい地熱地帯に囲まれたロトルアは、自
然の好きな人にとって申し分ない環境
です。バランスのとれた留学生活を望む
方も、ロトルアなら、ニュージーランド
でも有数の幅広いレクリエーション活
動にアクセスできます。学校は住宅街に
近く、様々な文化活動やスポーツも近場
で楽しめます。
大都市の通勤通学には渋滞によるスト
レスがつきものですが、ロトルアなら簡
単に移動できます。市内は車で10分も
あればたいていの場所に行けます。大
きな幹線道路がもたらす大気汚染とも
無縁です。
自転車道のネットワークが充実してい
るのでサイクリング気分で学校や職場
にアクセスできます。また、安価で	
安心して利用できる市バスが走って	
います。

留学生活をのびのびと
海外生活はときに困難を伴うもので
す。ロトルアの教育機関はいずれも留学
生の安全と健康に配慮し、適切なケア
を提供するよう尽力しています。

ロトルアではすべての教育機関が政府
の定める（留学生の生活保障としての）
教育に関する服務規程を遵守し、一定
水準以上のケアやアドバイスを提供し
ています。その概要は次のとおりです。
•	 安全で協力的な学習環境づくり
•	 安全かつ適切な居住環境を提供
•	 総合的なオリエンテーションプログラ
ムで学習支援と留学生としての義務に
ついて説明

安全な環境
厚生面の配慮と

「ロトルアに留学したこと
は最高の経験になりまし
た。チューターやスタッフは
とても親切で、思いやりを
もって手助けしてくれまし
た。それに、世界中から集
まった留学生と出会えたの
も嬉しかったです。8ヶ月の
語学留学の間に、他の学生
と仲良くなる方法も学びま
した。ニュージーランドでも
最高水準の語学学校で、ス
トレスなく勉強に励むこと
ができました。今は、ノボテ
ル・レイクサイド・ロトルア
の飲食部門でシニアスタッ
フとして働きながら、トイ・
オホマイでホスピタリティ・
マネジメントを勉強してい
ます。」
日本からの留学生
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経済
•	 GDP	28億ドル（Infometrics調べ、2018年9月）
•	 人口	7万2500人（StatsNZ調べ、2018年6月）
•	 観光客は年間300万人以上（観光スポットやアクティビティ	
のモニタリングデータより、2018年10月）

•	 主要産業	-	林業、地熱利用、観光、アグリビジネス	

環境
•	 18もの湖、3つの河川、多数の小川、泉、天然温泉プール	
•	 原生林、雑木林	
•	 すばらしい地熱地帯	
•	 総面積	26万1906ヘクタール	
•	 夏の日中平均気温：22〜26°C	
•	 冬の日中平均気温：10〜16°C	

インフラとサービス	
•	 ロトルア空港は中心街からわずか10分	
•	 公共・民間とも医療機関が充実	
•	 路線バスなど、便利な輸送インフラ	
•	 就学前から高等専門教育まで、実績ある教育機関各種	

生活とレジャー  
•	 150の以上の民族が居住する多文化都市
•	 100を超えるアクティビティとアトラクションが楽しめる	
観光の中心地

•	 タラウェラ・ウルトラマラソン、クランクワークスなど、	
各種スポーツの有名な国際競技会を開催

•	 スポーツ・レクリエーション関連のクラブ多数、地元の	
イベントやマーケットも盛況

基本情報 
ロトルア
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大地 / フェヌア
ニホ・タニファ（怪物タニファの歯）をイメージした 
この模様は、マオリの人々の神話や伝説を表しています。 
山や森を象ったタパトル（三角）には、強さとしなやかさ 
が込められています。 

炎 / アヒ
カオカオと呼ばれる模様はマオリの戦士の燃えるよう
な情熱を反映しています。腕っぷしの強い仲間が団結
し、一族の誇りを背負ってハカを舞う様子が想起 
されます。

水 / ワイ
水は「万物に生命を与える」ものと言われています。
このシンボルは、水がコル（渦巻き状のシダの芽） 
にエネルギーを注ぎ、若葉を広げる様子を表してい 
ます。3つの波紋は、湖、川、地熱系、それぞれに 
特有のマウリ（生命力）を象徴しています。

大気 / ハウ
4つのコル（渦巻）はナ・ハウ・エ・ファ 
（4つの風）を表しています。その昔 
トフンガという聖職者は4つの風を 
操ることで部族を守ると考えられていました。 
このシンボルは、人々を結びつけるものです。

エレメントを見出そう - 土と気と火と水は、古来、 
生命の四大元素（エレメント）とされてきました。
ロトルアはまさに四大要素のすべてを兼ね備え、人と大地が一体と 
なって究極の体験のできる環境を生み出しています。これほど豊かで 
強い生命力にあふれている場所は世界でも貴重な存在です。

詳しくは以下のウェブサイトをご覧ください。

RotoruaNZ.com/study 
studyinnewzealand.govt.nz 

naumainz.studyinnewzealand.govt.nz 

immigration.govt.nz


