
If you’re looking for 
quality education, a 
supportive learning 
environment, 
affordable living, 
friendly people, 
fun and adventure, 
Palmerston North 
City and Manawatu 
is the place for you!

ようこそ
Kia Ora , こんにちは

パーマストンノース市長とし
て、あなたとご家族に心から
歓迎の意を表します。

マナワツ地方にあるパーマ
ストンノース市は、高い水準と
国際的に認められている優れ
た初等・中等・高等教育機関
を有しています。

当市は、長い間良好な関係を築いてきた、 
留学生とご家族を大切にしています。

私たちの地域社会はフレンドリーで温かく、 
世界保健機関（WHO）が認定した安全都市のステ
ータスがあります。

130を超える国からの人々が居住するこの地方
は、この州の最も大きな多文化都市です。私たちは
多様性を歓迎し、この地で学ぶ留学生がスポーツ、
芸術や文化活動に参加することを積極的に推奨し
ています。あなたやご子息は地域社会に関わること
で、末永い友情を築くことができるでしょう。

当市の住民や国際級の教育機関が、あなたやご子
息に最高の支援を提供できることを大変誇りに思い
ます。

パーマストンノース市は、交通の便が良く、ニュージー
ランドの他の都市と比べて、物価が安く経済的です。

北島の中心部に位置しているため、この美しい国
の他の地方へも容易に足を延ばすことができます。

ニュージーランドの留学に、マナワツ地方のパー
マストンノース市をご検討いただいて感謝いたしま
す。貴殿にお会いして歓迎できる日を楽しみにして
います。

Ngā mihi nui　（ありがとうございました。）

Grant Smith (グラント　スミス)
パーマストンノース市、市長
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Best of New Zealand 
on Your Doorstep
Surrounded by spectacular scenery and landscapes, 
Palmerston North City and Manawatu is the ultimate 
natural playground for students. The central location 
means you are only a short journey away from iconic 
New Zealand tourism destinations such as Rotorua, 
Taupo, New Plymouth, Hawke’s Bay, Mount Ruapehu 
and Wellington, and connected to most key South 
Island locations through the Palmerston North Airport. 

Multi-Cultural Society
With more than 100 cultures living here, 
Palmerston North City brings a dynamic 
international perspective to community 
culture. Those who live in the city and 
the wider region are friendly and highly 
respectful of international students. 

Facebook.com/PalmerstonNorth

多文化社会 
100を超える異文化が存在するパーマストンノ
ース市は、ダイナミックな国際的視点を地域
文化にもたらしています。市民および周辺地
域の住民はフレンドリーで、留学生を尊重して
います。

壮大な景色や景観に囲まれたパーマストンノー
ス市とマナワツ地方は、留学生にとって究極の
自然の行楽地です。北島の中央に位置するこ
とから、ロトルア、タウポ、ニュープリマス、ホー
クスベイ、ルアペフ山およびウェリントンといっ
たニュージーランドを代表する観光地へも近
く、南島の主要地へもパーマストンノース空港
から容易にアクセスできます。

最高のニュージーランドが目前に
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The Ultimate Student City
It is a close-knit community where people are well 
connected. Palmerston North City and Manawatu 
is a place where you can have a better New Zealand 
experience. If you want to be more exposed to the Kiwi 
culture and to make Kiwi friends, if you want to explore 
real New Zealand while being able to concentrate on your 
studies and make new friends, then Palmerston North 
City and Manawatu is the best study option for you!

究極の学生都市
人々が強い結びつきを持つ、密接なコミュニティーです。パ
ーマストンノース市とマナワツ地方は、優れたニュージーラ
ンド体験ができるところです。キウィ文化にもっと触れキウ
ィの友人を作りたい、勉学に専念しながら真のニュージー
ランドを探求したり、新しい友達を作りたいと思うのなら、
パーマストンノース市とマナワツ地方はあなたの留学先と
して最適な場所となるでしょう！

A centre for learning and knowledge, 
we are known for our excellent tertiary 
education providers, as well as our quality 
primary, intermediate and secondary 
schools. Our city and region offers a 
relaxed lifestyle and endless opportunities 
to explore and travel, located in the heart 
of the lower North Island, New Zealand.

当市は、学習と知識の中心地として、優れた高等教育
機関のみならず、質の高い初等・中等教育を提供して
いることでも知られています。当地方は、ニュージー
ランドの北島南部の中心に位置し、のんびりしたライ
フスタイルと、探検や旅行の無限の機会を提供して
います。

Safe & Affordable
You’re welcomed here by friendly locals and safe 
communities. Living costs are low, and the city 
is easy to get around with great public transport 
options and safe cycle lanes. Accommodation 
options including living with a host family, renting 
private accommodation or utilising tertiary student 
accommodation such as hostels or halls of residence.

安全で経済的
フレンドリーな地域住民が、この安全なコミュニティに温
かく迎え入れます。生活費が安く経済的で、便利な公共
交通機関や安全な自転車道が整備されているため、市
内の移動も容易にできます。留学中の滞在には、ホーム
ステイまたは教育機関付属のホステルや学生寮、フラッ
トと呼ばれる民間の賃貸施設など、数多くの宿泊施設の
選択肢が提供されています。

World Class Quality 
Education Providers
Explore a range of world-class tertiary education providers and 
secondary schools that host international students, while specialist 
English language providers support international students as they 
further develop their English competency.

質の高い国際級の教育機関
数ある国際級の高等教育機関および中等教育機関の中から、各自のニーズ
に合った学校を選択することができます。専門の英語教育機関は、留学生
の英語能力を高めるサポートをします。 


