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毎年、何千人もの学生が、安全で多様な文化的環境で提供される質の高い教育を求
めて、この美しいニュージーランドを訪れます。ニュージーランドの人口は480万人
で、世界で最も人口密度の低い国の一つです。ここでは、学ぶ喜びと共に、フレンド
リーで楽しくゆったりしたライフスタイルを体験することができます。

本校の3つのキャンパスでは、それぞれ異なる体験をすることができます。

キアオラそしてようこそ 
オタゴポリテクニックへ

本校は質の高い教育機関です。本校で取得した資格
は、ニュージーランドのみならず、世界中で認めら
れており、本校のプログラムが、あなたをグローバ
ルなキャリアサクセスへと導きます。
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オタゴポリテクニックを
選ぶ理由

第2位
コース修了率は
ニュージーラン

ド第2位

96%
の卒業生が 

就職、進学ま
たはその両方

を選択

本校で学べば、成功
する確率が高くなり
ます。高等教育委員
会の調査では、本校
のコース修了率は、
同セクター内で第2位
です。

20+
人以上の熱
心なサポー
トスタッフ

1:16
16人の学生に

1人の教師

20
人の教師が 

教育優秀賞を
受賞

本校は150以上の履修プ
ログラムを提供してお
り、そのうちの40以上
は学士号以上のプログラ
ムです。また、博士号の
プログラムも提供してい
ます。

教室の内外を問わず、困
ったことがあれば、専門
家がお手伝いします。
キャリアアドバイス、学
習サポート、カウンセリ
ング、障害・福祉サポー
ト、マオリおよびパシフ
ィカサポートなどさまざ
まなサポートが受けられ
ます！

少人数制のため、クラス
で取り残されることがあ
りません！教師と学生の
平均比率は1:16で、十
分なサポートが受けられ
ます。

ニュージーランドで最
も優れた高等教育専門
の教師がいます。過去
11年間で、20人の教師
が全国的に権威ある高
等教育優秀賞を受賞し
ています。

以上の履修
プログラム

本校の学生は、高い確率
で自らの希望する道に進
んでいます。最新の調
査では、卒業生の96%
が、就職または進学して
います。

150
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80+
以上の交換留学

提携校

グローバル化に伴い、国
際的な経験がますます求
められています。
本校は、世界中にある
80以上のパートナーと
提携し、交換留学制度を
提供しています。

231
人が宿泊で
きる学生寮

20
人以上の学生
自治会役員

25
通りの 

就職率を高める 
方法

各キャンパスには、それ
ぞれ特徴があります。ダ
ニーデンとセントラル
オタゴは、国内外の学生
向け、オークランドは留
学生専用のキャンパス
です。

本校の学生村、テ・
パ・タウイラは、ダニ
ーデン・キャンパスの
中心に位置し、快適か
つ安全で、スタイリッ
シュな宿泊施設です。
自宅から遠く離れた学
生がくつろげる家庭の
ような空間です。

本校の学習環境を一番よ
く知っているのは在学生
たちです。学生自治会の
役員が、オープンキャン
パスやさまざまなイベン
トで、入学希望者やその
家族に、本学での経験を
伝えています。

本校のケイパビリティ・
フレームワークは、あら
ゆる業界で雇用主の求め
る25の個人的特質を識
別することができます。
学生の能力開発を支援
し、能力証明のための成
績証を授与します。

3
つのキャンパス

統計: 2018年オタゴポリテクニック卒業後の進路調査;
2017／2018年高等教育委員会パフォーマンスレポート
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ニュージーランドは、山、湖、海岸線など、風光明
媚なことで知られています。

ニュージーランド人（一般的にはキウイと呼ばれま
す）は、堅実かつフレンドリーで、アウトドア活動
を愛し、リラックスしたライフスタイルを実践して
います。この小さな国は大きなことを成し遂げる上
で、「キウイの創意工夫」が役立っています。

マオリ、ヨーロッパ、太平洋諸島、アジアの文化と歴史を併せ持つニュージーラ
ンドは、人種のるつぼです。

人口の4分の3以上が北島に住み、3分の1がオークランドに住んでいます。

残りの大部分は、ハミルトン、ウェリントン、クライストチャーチ、ダニーデン
などの主要都市に住んでいます。

広々とした景色、独特の自然や野生動物、アドベンチャー観光や活気に満ちた都
市など、さまざまな経験をすることができます。

ニュージーランドの詳細については、 
WWW.NEWZEALAND.COMをご覧ください
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ニュージーランド
ニュージーランドについて
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ニュージーランドの文化

ニュージーランドは、マオリ語でアオテアロア
(A-o-te-a-ro-a)と言い、「長く白い雲のたなび
く地」を意味します。

490
万人がイギリスと
同じくらいの広さ

の国土に居住 2番目
世界で2番目に 

安全な国
2019年世界平和指数

オークランド 北島

ハミルトン

ネイピア

パーマストンノース

ウェリントン

南島

クライストチャー
チ

ネルソン

ダニーデン
クイーンズタウン

インバーカーギル

ワナカ

スチュアート島
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ダニーデン
ダニーデン・キャンパス

オークランド

ダニーデン

セントラル 
オタゴ

北島

南島

丘陵に囲まれた港のあるダニーデンは、ゴシック
様式建築、自然の美しさ、珍しい野生動物を特徴
とする近代的な都市です。同市は1848年にスコッ
トランドからの入植者によって設立され、1860年
代のゴールドラッシュ時代には、ニュージーラン
ド最大の都市として栄えました。

1860年代のゴールドラッシュ時代には、多くの中国人が入植し、
多額の投資を行い、今日の多様な文化と活気に満ちた都市が形成さ
れました。エネルギッシュで革新的な街、ダニーデンは、勉学、生
活、仕事に適した、安全で居心地の良い都市です。

ダニーデンは、世界的なトレンドの最先端を行く都市として、IT、
起業家精神、ファッション業界を育てる、ニュージーランドのイン
キュベーターとしての役割を果たしています。かつて輸出用の羊毛
を保管していた倉庫は、ウェアハウス地区として再生され、クリエ
イター、ITスタートアップ企業、中小企業などを魅了しています。
毎年3月には、ニュージーランドで最もエキサイティングなファッ
ションの祭典の一つであるiDダニーデンファッションショーが開催
されます。

魅力的なショッピング、ライブミュージック、活気に満ちたアート
シーン、世界中の料理を提供する飲食店、アウトドアなど、ダニー
デンを満喫してください。

<15
平均通勤通学 

時間は 
15分未満

126,000
学期中の人口

dunedinnz.com

84%
の住人が生活の
質が「良い」と
答えています。
NZの平均は80% dunedinnz.com
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ダニーデンで学べること
> アドベンチャー
> 建築学
> アート＆デザイン
> 美容
> ビジネスおよび観光
> 建築
> 教育
> 英語
> 工学

> 進学準備
> ホスピタリティ＆フードデザイン
> 園芸
> インフォメーションテクノロジー

（IT）
> 変革のためのリーダーシップ
> マッサージセラピー
> メディア・デジタル写真
> 助産

> 看護
> 作業療法
> 社会福祉
> スポーツ＆エクササイズ
> サステナブルプラクティス
> 動物看護士

常に何か新しいことが起こる活気に満ちたキャンパスと、
学生を中心に構築された小さな都市をお探しなら、ぜひ本
校のダニーデン・キャンパスにお越しください。
フォース・ストリート・キャンパスは、ダニーデンのダウンタウンの徒歩圏内にあり、学生
地区の中心に位置します。同キャンパスには、アート、スポーツ、商業、ホスピタリティ、
園芸など、同地区内の4ブロックにわたって目的別に建設された施設があります。また、すべ
ての学生および職員が利用できるザ・ハブというスペースもあります。最近では、本校キャ
ンパス内に収容人数231人の宿泊施設が完成しました。

一方、カンバーランド・ストリート・キャンパスは、市内中心部に位置し、近くには、美容
やメディアトレーニングの施設があります。

5,500+
人以上の学生 20

以上のNZ教育
優秀賞を受賞
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「自然に囲まれた平和な街、ダニー
デンが大好きです！何でも近くにあ
って、とても便利です。通学にも時
間がかかりません。」

ホンギ（シシー）サン
観光におけるニュージーランド・ 
サーティフィケート（レベル4）
(オペレーション業務）
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授業料およびプログラムの詳細については
op.ac.nz/studyをご覧ください。

ダニーデン・キャンパスは、本校の中でも最大ですが、クラスは
少人数で運営されており、懇切丁寧かつ実践的な応用学習に力を
入れています。

英語
資格 期間 授業料 開講時期 IELTS

英語におけるニュージーランド・サーティフィケート（レベル2）
すでに日常的な場面では英語を使うことができるが、英語で勉強できる
程度にまで英語力を伸ばしたいという方に最適です。

最長17週 $6,880 2月および7月 登校初日にテス
トがあり、適切
なレベルに振り
分けられます

英語におけるニュージーランド・サーティフィケート（ジェネラル） 
(レベル3）
経験豊富な教師から英語を学び、さらなる学習の準備をします。このプ
ログラムは、オタゴポリテクニックでの資格取得を目指す方に対して、
優れたパスウェイの役割を果たします。

最長17週 $7,290 2月、7月、10月
(10月は受講希望
者数による）

登校初日にテス
トがあり、適切
なレベルに振り
分けられます

英語におけるニュージーランド・サーティフィケート（応用） 
（レベル3）
経験豊富な教師から英語を学び、さらなる学習の準備をします。このプ
ログラムは、オタゴポリテクニックで別のサーティフィケートやディプ
ロマ取得を目指す方に対して、優れたパスウェイの役割を果たします。
また、レベル4（アカデミック）への準備をします。

最長17週 $7,290 2月、7月、10月
(10月は受講希望
者数による）

登校初日にテス
トがあり、適切
なレベルに振り
分けられます

英語におけるニュージーランド・サーティフィケート（ジェネラル） 
（レベル4）
英語を正確に使用し、仕事、一般的な生活、またはより高いレベルでの
学術研究の準備をしたいという方に最適です。このプログラムの修了要
件を満たすと、本校のほとんどのサーティフィケートおよびディプロマ
取得プログラムに出願できるようになります。

最長17週 $7,290 2月、7月、10月
(10月は受講希望
者数による）

登校初日にテス
トがあり、適切
なレベルに振り
分けられます

ダニーデン
ダニーデン・キャンパス
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英語
資格 期間 授業料 開講時期 IELTS

英語におけるニュージーランド・サーティフィケート（アカデミック） 
(レベル4）
このプログラムは、英語を正確に使用し、仕事、一般的な生活、または
より高いレベルでの学業の準備をしたいという方に最適です。このプロ
グラムの修了要件を満たすと、本校のほとんどのディプロマおよび学士
取得プログラムに出願できるようになります。

最長17週 $7,290 2月、7月、10月 
(10月は申し込
み人数による）

5.5（どのバン
ドスコアも5.0
以上）

英語サマースクール
英語力を向上させるための夏期限定の8週間にわたる講習です。

8週 毎週請
求

12月 柔軟に対応

高等教育希望者コース
オーダーメイドプログラム

2-3週 未定 柔軟に対応 適用せず

ヘルスケア分野への準備コース
資格 期間 授業料 開講時期 IELTS

ヘルスケア分野のディプロマと学士レベルに出願するためのブリッジン
グ・サーティフィケート
留学・キャリア準備におけるニュージーランド・サーティフィケート（レ
ベル3）および（レベル4）
ヘルスケアプログラムのディプロマまたは学士レベルへの入学に必要な学
術的要件を満たしていない方に最適です。このプログラムは、ヘルスケア
分野のサーティフィケート（レベル4）に代わるもので、入学に必要な学
術的要件を満たすことを可能にするための完璧なソリューションを提供す
るものです。本校のヘルスケアプログラムへの入学には、学術的要件以外
のものが求められることもあるため、事前に計画を立てる必要がある場合
もあります。このプログラムの修了要件を満たすと、本校のほとんどのデ
ィプロマおよび学士レベルに出願できるようになります。

1年 $7,290 2月（レベル3）
および7月 
(レベル4）

直近2年以内の1
回のテストで
レベル 3 - 5.0（
いずれのバンド
スコアも5.0以上
か、それと同等
レベル）
レベル 4- （アカ
デミック）
– 5.5（いずれの
バンドスコアも
5.0以上か、それ
と同等レベル）

看護
資格 期間 授業料 開講時期 IELTS

エンロールド・ナーシングにおけるニュージーランド・ディプロマ（レ
ベル5）
エンロールド・ナースは、レジスタード・ナースの指示の下、ヘルスケ
ア分野において、看護および健康教育を提供します。このプログラムで
は、エンロールド・ナースとしてニュージーランド看護協議会に登録を
申請するための準備を行います。

18週 $27,010* 2月 直近2年以内の1回
のテストで（アカ
デミック) – 6.5 
(いずれのバンドス
コアも6.5以上）

看護学士（レベル7）
理論的および実践的学習の両方を通じて、最高の専門的基準を満たすた
めの教育を受けます。修了要件を満たすと、ニュージーランドのレジス
タード・ナースとして登録するための最終国家試験の受験資格が得られ
ます。

3年 $27,010* 2月 (アカデミック） 
– 6.5（いずれのバ
ンドスコアも6.5以
上）

海外の有資格看護師のための能力審査プログラム
ニュージーランドで看護士として登録されるための能力審査プログラム
が必要な方に最適です。ニュージーランドのヘルスケアチームの一員と
して実務に従事するために必要な知識を修得します。

8-12週 $9,035 1月、4月、 
7月、9月

(アカデミック） 
– 7.0（いずれのバ
ンドスコアも7.0以
上）またはOETが
すべてのセクショ
ンでB以上

助産
資格 期間 授業料 開講時期 IELTS

助産師学士（レベル 7）
ニュージーランドの助産師としての登録につながる独特かつ国際的に知
名度の高い資格を修得します。確固たる理論に基づく教育を受け、さま
ざまな状況で、助産師としての実地訓練を十分に受けることができま
す。

3年 $33,190 1月 (アカデミック） 
- 7.0（ライティン
グとリーディング
は6.5以上、スピー
キングとリスニン
グは7.0以上）

10



作業療法
資格 期間 授業料 開講時期V IELTS

作業療法学士（レベル7）
高い評価を得ているこの資格は、ニュージーランドの作業療法士として
の登録につながり、世界作業療法士連盟によって認められています。

3年 $25,970* 2月および 
7月***

(アカデミック）
– 6.5 (いずれのバ
ンドも6.5以上）

社会福祉
資格 期間 授業料 開講時期 IELTS

社会福祉学士（レベル 7）
社会福祉学士は、専攻なしに取得することもできますし、カウンセリン
グ、キャリアプラクティス、障害、メンタルヘルスの4つの専攻のいず
れかで取得することもできます。クライアントとの連携が、このプログ
ラムの中核を占めます。

3年 $24,650 2月 (アカデミック）
– 6.5（いずれのバ
ンドも6.5以上）

社会福祉（キャリアプラクティス、障害、またはメンタルヘルス分野）
の（専門）におけるグラデュエート・ディプロマ（レベル7）
すでに取得した社会福祉の学士号に、第二の専門分野を追加したり、一
般的な学位に専門分野を追加することにより、社会福祉の学位を拡大し
たり深めたりするものです。現在業界が必要としているトレーニングを
受けることで、実地の場面で何が期待されているかを正確に知ることが
できます。

1年 $24,650 2月 (アカデミック）
– 6.5（いずれのバ
ンドも6.5以上）

*初年度 **最終承認が条件 **１つの初年度コースが利用可能（空席がある場合）。翌年、初年度の残りの課題を完了します。
^パスウェイ（進学のための準備コース）として履修する場合、入学希望プログラムの英語要件を満たす必要があります。

*Firstyear**Subjecttofinalapproval***Onefirstyearcourseavailable(dependentonavailability).Inthefollowingyear,you'llcompletetheremainingfirstyearpapers

ホスピタリティ＆フードデザイン
資格 期間 授業料 開講時期 IELTS

料理におけるニュージーランド・サーティフィケート（レベル3）
食品の準備と料理の技術に関する必要不可欠な事柄を学び、この実践的プ
ログラムを受講中に、本校のトレーニングレストランにおいて、商業的お
よび実践的な体験をします。

6カ月 $12,630 2月、7月 (アカデミック）
– 5.5（いずれのバ
ンドも5.0以上）^

料理におけるニュージーランド・サーティフィケート（レベル4）
トレーニングキッチンでの実践的な料理と職場体験の機会が多いこのプロ
グラムによって、料理人からシェフへのステップアップが期待できます。
また、成功する食品事業を創出し、それを維持するためのホスピタリティ
マネジメントスキルを習得します。

1年 $22,830 2月 (アカデミック）
– 5.5（いずれのバ
ンドも5.0以上）^

料理学士（レベル7）
南半球で唯一のこの資格に挑戦できます。シェフ、創作料理職人、フード
ライター、教師、起業家、プロモーターなど、さまざまなキャリアに向け
た準備を行います！ホスピタリティ業界と関連の高い経験がある場合は、
そのレベルに対する審査に基づいたパスウェイも提供しています。

3年 $24,980* 2月 (アカデミック） 
- 6.0（ライティング
とスピーキングは
6.0以上、リーディ
ングとリスニングは
5.5以上）

エキサイティン
グな学生ショー
ケース
毎年11月、本校の学生は、フ
ァッションショー、ストリー
トフードフェスティバル、美
術展、植物販売などのさまざ
まなイベントにおいて、その
才能を披露します。
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アート
資格 期間 授業料 開講時期 IELTS

アートおよびデザインにおけるニュージーランド・サーティフィケート
(レベル4）
クリエイターとしてのキャリアをどのような方向で進めるとしても、アー
トおよびデザインをベースとしたスタジオプロジェクトの両方において、
クリエイティブなプロセス、方法、テクノロジーを学び、応用する能力を
修得するメリットがあります。このプログラムは、さらに上のクリエイテ
ィブプログラムに進学するための優れた準備コースです。

6カ月 $11,730 2月 (アカデミック）
– 直近2年以内に発行さ
れた5.5か、それと同等
レベル（すべてのバン
ドスコアで5.0以上）^

デジタルメディアおよびデザインにおけるニュージーランド・サーティフ
ィケート（レベル4）
デジタル写真、デジタルイラストレーション、ウェブデザイン、動画、ア
ニメーション、インタラクティビティにおけるプロジェクトを選択するこ
とにより、より高いレベルに進学するために必要な実務的能力を開発し、
作品ポートフォリオを制作することができます。

6カ月 $11,730 7月 (アカデミック）
– 直近2年以内に発行さ
れた5.5か、それと同等
レベル（すべてのバン
ドスコアで5.0以上）^

アートおよびデザインにおけるニュージーランド・ディプロマ（レベル5）
ニュージーランドで唯一、高等教育レベルのセラミックス資格を取得でき
るこのプログラムは、探求と実験に重点を置いており、独自のプロジェク
トを開発する機会が与えられます。本校のレベル6に進学すれば、さらに上
級の資格を取得することができます。

1年 $24,050 2月 (アカデミック）
– 直近2年以内に発行さ
れた5.5か、それと同等
レベル（すべてのバン
ドスコアで5.0以上）^

アートおよびデザインにおけるニュージーランド・ディプロマ（レベル6）
セラミックスの探求を更に深め、プロジェクト/ブリーフを管理し、実務に
おいて作品を提示するためのリーダーシップと専門的なスキルを習得しま
す。ビジュアルアートの学士号レベルに進学して、さらにスキルセットを
拡大することができます。

1年 $24,050 2月 (アカデミック） 
– 直近2年以内に発行さ
れた6.0か、それと同等
レベル（すべてのバン
ドスコアで5.5以上）

ビジュアルアート学士（レベル7）
ビジュアルアートにおける資格を取得すれば、アーティスト、キュレータ
ー、教育者、研究者など、多様な職に就くことができます。学んだスキル
は、教育、デザイン、マネージメント、マーケティングなど幅広い分野で
応用することができます。最初は、さまざまなスタジオ環境で経験を積
み、2年目から専門化します。

3年 $24,050* 2月 (アカデミック）– 6.0 
(すべてのバンドスコア
で5.5以上）

ビジュアルアートにおけるグラデュエート・ディプロマ（レベル7）
すでに学位を取得している場合は、選択した分野でパーソナライズされた
研究を遂行することができます。卒業生は、イラストレーター、アートセ
ラピスト、研究者、アーティストエージェント、フォトジャーナリスト、
カラーコンサルタントなど、多様でエキサイティングなキャリアを視野に
入れることができます。

1年 $24,050 2月 (アカデミック）– 6.0(
すべてのバンドスコア
で5.5以上）

クリエイティブ・ブリッジング・プログラム
資格 期間 授業料 開講時期 IELTS

アートおよびデザインにおけるニュージーランド・サーティフィケート 
(レベル4）
クリエイターとしてのキャリアをどのような方向で進めるとしても、アー
トおよびデザインをベースとしたスタジオプロジェクトの両方において、
クリエイティブなプロセス、方法、テクノロジーを学び、応用する能力を
修得するメリットがあります。このプログラムは、さらに上のクリエイテ
ィブプログラムに進学するための優れた準備コースです。

6カ月 $11,730 2月 (アカデミック）
– 直近2年以内に発行さ
れた5.5か、それと同等
レベル（すべてのバン
ドスコアで5.0以上）^

デジタルメディアおよびデザインにおけるニュージーランド・サーティフ
ィケート（レベル4）
デジタル写真、デジタルイラストレーション、ウェブデザイン、動画、ア
ニメーション、インタラクティビティにおけるプロジェクトを選択するこ
とにより、より高いレベルに進学するために必要な実務的能力を開発し、
作品ポートフォリオを制作することができます。

6カ月 $11,730 7月 (アカデミック）
– 直近2年以内に発行さ
れた5.5か、それと同等
レベル（すべてのバン
ドスコアで5.0以上）^

ファッションにおけるニュージーランド・サーティフィケート（レベル4）
本校のデザイン学士（ファッション）レベルに進学するための準備をした
り、デザイン、スタイリング、小売/商品化、基本的な被服製作をアシスト
する入門レベルの知識と技術を修得するためのプログラムです。

6カ月 $11,730 7月 (アカデミック）
– 直近2年以内に発行さ
れた5.5か、それと同等
レベル（すべてのバン
ドスコアで5.0以上）^
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デザイン
資格 期間 授業料 開講時期 IELTS

アートおよびデザインにおけるニュージーランド・サーティフィケート
(レベル4）
クリエイターとしてのキャリアをどのような方向で進めるとしても、アート
およびデザインをベースとしたスタジオプロジェクトの両方において、クリ
エイティブなプロセス、方法、テクノロジーを学び、応用する能力を修得す
るメリットがあります。このプログラムは、さらに上のクリエイティブプロ
グラムに進学するための優れた準備コースです。

6カ月 $11,730 2月 (アカデミック）
– 直近2年以内に発行さ
れた5.5か、それと同等
レベル（すべてのバン
ドスコアで5.0以上）^

デジタルメディアおよびデザインにおけるニュージーランド・サーティフィ
ケート（レベル4）
デジタル写真、デジタルイラストレーション、ウェブデザイン、動画、アニ
メーション、インタラクティビティにおけるプロジェクトを選択することに
より、より高いレベルに進学するために必要な実務的能力を開発し、作品ポ
ートフォリオを制作することができます。

6カ月 $11,730 7月 (アカデミック）
– 直近2年以内に発行さ
れた5.5か、それと同等
レベル（すべてのバン
ドスコアで5.0以上）^

ファッションにおけるニュージーランド・サーティフィケート（レベル4）
本校のデザインの学士号（ファッション）レベルに進学するための準備をし
たり、デザイン、スタイリング、小売/商品化、基本的な被服製作をアシス
トする入門レベルの知識と技術を習得するためのプログラムです。

6カ月 $11,730 7月 (アカデミック）
– 過去2年以内に発行さ
れた5.5か、それと同等
レベル（すべてのバン
ドスコアで5.0以上）^

デザイン学士（コミュニケーション）（レベル7）
アイデアを生み出し、画像、テキスト、サウンド、動画、インタラクティブ
なメディアを通じてストーリーを伝える技術を習得します。グラフィックデ
ザイン、写真、広告、ウェブデザインなどの重要な分野に焦点を合わせ、エ
キサイティングで多様なグローバルメディア環境でのキャリアを目指しま
す。

3年 $24,620* 2月 (アカデミック）6.0 
(ライティングとスピー
キングは6.0以上、リー
ディングとリスニング
は5.5以上）**

デザイン学士（ファッション）（レベル 7）
国際的な機会、業界との関わり、デザイナーとしての個々のスタイルとアイ
デンティティを真に開発する機会として認められているファッションにおけ
るこの一流の学位を取得することにより、業界に精通し、熟練したファッシ
ョンの専門家になることを目指します。

3年 $24,620* 2月 (アカデミック）6.0 
(ライティングとスピー
キングは6.0以上、リー
ディングとリスニング
は5.5以上）**

デザイン学士（製品）（レベル 7）
私たちの未来を設計するという役割を果たしてみませんか？この実践的で革
新的なプログラムでは、商業、産業、社会で利用可能な製品、サービス、シ
ステムを設計するための、人間を中心とした持続可能なアプローチを学びま
す。

3年 $24,620* 2月 (アカデミック）6.0
(ライティングとスピー
キングは6.0以上、リー
ディングとリスニング
は5.5以上）**

建築学士（建築技術）または（インテリア建築）（レベル7）
建築家やインテリアアーキテクトになりたい方は、このプログラムを通じ
て、建築技術者として就職したり、さらなる研究を進めたりするための準備
をすることができます。

3年 $24,620* 2月 (アカデミック）6.0 
(ライティングとスピー
キングは6.0以上、リー
ディングとリスニング
は5.5以上）**

料理学士（レベル7）
南半球で唯一のこの資格に挑戦できます。シェフ、創作料理職人、フードラ
イター、教師、起業家、プロモーターなど、さまざまなキャリアのための準
備を行います！

3年 $24,980* 2月 (アカデミック）– 6.5 
(すべてのバンドスコア
で6.0以上）

デザインにおけるグラデュエート・ディプロマ（専門分野）（レベル7）
既存の学位に専門的なデザイン分野を追加したい方や、実践的なスキルとス
タジオプロジェクトの経験を開発したいプロのデザイナーに理想的なプログ
ラムです。

1年 $24,620 2月お
よび7
月

(アカデミック）6.0 
(ライティングとスピー
キングは6.0以上、リー
ディングとリスニング
は5.5以上

*初年度 **最終承認が条件 ***1つの初年度コースが利用可能（空席がある場合）。翌年、初年度の残りの課題を完了します。
^パスウェイ（進学のための準備コース）として履修する場合、入学希望プログラムの英語要件を満たす必要があります
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写真メディアアート
資格 期間 授業料 開講時期 IELTS

デジタルメディアおよびデザインにおけるニュージーランド・サーティフィ
ケート（レベル4）
デジタル写真、デジタルイラストレーション、ウェブデザイン、動画、アニ
メーショ、インタラクティビティにおけるプロジェクトを選択することによ
り、より高いレベルに進学するために必要な実務的能力を開発し、作品ポー
トフォリオを制作することができます。

6カ月 $11,730 7月 (アカデミック）
– 直近2年以内に発
行された5.5（すべ
てのバンドスコアで
5.0以上）^

デジタルメディアおよびデザインにおけるニュージーランド・ディプロマ 
(レベル5）
この実践的なプログラムは、写真や動画制作のすべての側面をカバーし、写
真、動画、その他の関連分野における希望のキャリア形成に必要な知識とス
キルを提供します。

1年 $20,660 2月 (アカデミック）
– 直近2年以内に発
行された5.5（すべ
てのバンドスコアで
5.0以上）か、それ
と同等^

写真におけるニュージーランド・ディプロマ（レベル6）
写真撮影の技術をプロレベルにまで高め、写真、ビデオ、映画の分野におけ
るキャリア形成の準備をします。業界に対応したポートフォリオを開発し、
ワークショップやライブブリーフでは、クライアントと連携したプロジェク
トに参加します。

1年 $20,660 2月 (アカデミック） 
– 直近2年以内に発
行された6.0（すべ
てのバンドスコアで
5.5以上）か、それ
と同等レベル

ビジュアルアート学士（レベル7）
ビジュアルアートにおける資格を取得すれば、アーティスト、キュレータ
ー、教育者、研究者など、多様な職に就くことができます。学んだスキル
は、教育、デザイン、マネージメント、マーケティングなど幅広い分野に適
用することができます。初年度は、様々なスタジオ環境で経験を積み、2年目
から専門化します。

3年 $24,050* 2月 (アカデミック） 
6.0（すべてのバン
ドスコアで5.5以
上）

ビジネス
資格 期間 授業料 開講時期 IELTS

ビジネスへのブリッジング・サーティフィケート
留学・キャリア準備におけるニュージーランド・サーティフィケート（レベル
4）
ビジネスや観光分野におけるより高度なレベルへの進学準備を行うプログラム
です。このプログラムの要件を満たして修了すると、ビジネス(レベル5）、 
観光および旅行のニュージーランド・ディプロマ（レベル5）または応用マネ
ージメントの学士号への入学が保証されます。IT学士やオタゴポリテクニック
のその他のディプロマおよび学位への準備コースとしても利用可能です。

6カ月 $7,290 2月および 
7月

(アカデミック）
–5.5（すべての
バンドスコアで
5.0以上）か、そ
れと同等レベル^

ビジネスにおけるニュージーランド・ディプロマ（会計）、(リーダーシップ
およびマネージメント）または（経営およびテクノロジー**）（レベル5）
業界に関連したこの資格を持って、経営上のさまざまな役割で効果的かつ成功
裏に業務を遂行するために必要なスキルに焦点を当てます。このプログラムの
卒業生は、本校の応用マネージメント学士の2年目に編入することができま
す。

1年 $20,350 2月および 
7月

(アカデミック）
– 直近2年以内の
1回のテストで
5.5（すべてのバ
ンドスコアで5.0
以上）^

応用マネージメント学士（レベル7）
実社会の知識に基づいてビジネスの学位を取得します。このプログラムは、ビ
ジネス環境における経験を中心に据えたもので、ケーススタディ、実際の職場
を意識した課題、さらに重要なインターンシップおよび関連するリサーチプロ
ジェクトを組み込んだプログラムです。運用レベルおよび戦略的レベルで、さ
まざまなマネージメント環境で業務を遂行するために必要な理解力、スキル、
能力を開発します。

3年 $20,350* 2月および
|7月

(アカデミック） 
6.0（すべてのバ
ンドスコアで5.5
以上）

応用マネージメント学士（会計） – CAおよびACAへのパスウェイ 
(レベル 7）
国際的に認められた優秀な会計専門学位を取得し、准公認会計士（ACA）また
は公認会計士（CA）の会員資格を取得するための学術的要件を達成します。

3年 $20,350* 2月および 
7月

(アカデミック） 
6.0（すべてのバ
ンドスコアで5.5
以上）

応用マネージメントにおけるグラデュエート・ディプロマ（レベル7）
すでに取得した学位を補完したり、希望するキャリアを実現するために、マネ
ージメントに関する特定の分野をさらに詳しく学びたい方に最適です。産業に
根差したリサーチプロジェクト（ダニーデン・キャンパスで実施）または200
時間のインターンシップ（セントラルオタゴまたはオークランド・キャンパス
で実施）で、実務に必要不可欠な事柄を経験します。マネージャーが業務を展
開するダイナミックな環境をしっかりと理解して卒業します。グラデュエー
ト・ディプロマのその他の選択肢については、op.ac.nz/businessをご参照く
ださい。

1年 $20,350 2月および 
7月

(アカデミック） 
6.0（すべてのバ
ンドスコアで5.5
以上
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観光
資格 期間 授業料 開講時期 IELTS

観光におけるグラデュエート・ディプロマ（レベル7）
観光業の経営やその組織について学び、実際に観光業を営む機関でリサ
ーチプロジェクトを完了することで、雇用主と建設的な関係を築くこと
ができます。

1年 $20,350 2月 (アカデミック）6.0 
(すべてのバンドスコ
アで5.5以上）

インフォメーションテクノロジー（IT）
資格 期間 授業料 開講時期 IELTS

インフォメーションテクノロジー学士（レベル7）
この刺激的で実践的なプログラムを通じて、コンピューティングテクノ
ロジーの力を認識し、それが、現実世界のソリューションやイノベーシ
ョンの開発にどのように役立つかを見出します。卒業生は、ウェブディ
ベロッパー、システムアドミニストレーター、ソフトウェアディベロッ
パー、プログラマー、ビジネスアナリスト、データベースアドミニスト
レーター、コンピューティングサービスマネージャーを始め、さまざま
な職に就ける可能性があります！

3年 $23,480* 2月および 
7月

(アカデミック）6.0 
(すべてのバンドスコ
アで5.5以上）

インフォメーションテクノロジー・グラデュエート・ディプロマ（レベ
ル7）
ITの専門知識を集中的に習得したり、特定の分野の知識を増やしたい方
に最適です。ITプログラムの卒業生の専門分野には、インタラクティブ
メディア、ハードウェア、プログラミング、データベース、通信、ビジ
ネス、ネットワーク/オペレーティング・システムなどがあります。本校
のオークランド・キャンパスを拠点としたこのプログラムは、留学生向
けに特別に設計されたもので、ニュージーランドのIT環境やビジネス環
境において効果的に仕事をするために必要なプロとしてのスキルを提供
します。

1年 $23,480 2月および 
7月

(アカデミック）6.0 
(すべてのバンドスコ
アで5.5以上）

*初年度 **最終承認が条件 ***1つの初年度コースが利用可能（空席がある場合）。翌年、初年度の残りの課題を完了します。
^パスウェイ（進学のための準備コース）として履修する場合、入学希望プログラムの英語要件を満たす必要があります。
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身体的活動およびウェルビーング
資格 期間 授業料 開講時期 IELTS

スポーツ、エクササイズ、健康、マッサージの専門における応用科学学士
(レベル7）
この現代的な学位は、実践的な経験と問題を中心に据えた学習に基づくも
のです。実際の業界で職場体験をしたり、スタッフのサポートを受けなが
ら、コミュニティプロジェクトに参加したりしながら、専門的な組織にお
いて有能な専門家レベルの職を得るための能力を習得して卒業します。ス
ポーツおよびエクササイズを専門とする卒業生は、レジスター・オブ・エ
クササイズ・プロフェッショナルズの登録要件を満たします。

3年 $22,520* 2月 (アカデミック） 
6.0（すべてのバ
ンドスコアで5.5
以上）

マッサージ セラピー
資格 期間 授業料 開講時期 IELTS

レベル 5ディプロマへのブリッジング・サーティフィケート（下記参照）
留学・キャリア準備におけるニュージーランド・サーティフィケート 
(レベル3）および（レベル4）
レベル5ディプロマに入学するために必要な学術的要件をお持ちでないで
すか？問題ありません。このプログラムは、ヘルスにおけるサーティフィ
ケート（レベル4）に代わるもので、あなたが必要とする学術的要件を満
たすことを可能にするための完璧なソリューションです。

1年 $7,290 2月および7月 (アカデミック）
–5.5（すべての
バンドスコアで
5.0以上）^

ウェルネスおよびリラクゼーション・マッサージにおけるニュージーラン
ド・ディプロマ（レベル5）
解剖学と生理学、リラクゼーションと治療マッサージ、ストレス管理とウ
ェルネス向上の方法について学びます。卒業生は、マッサージセラピー事
業を自営したり、スパ業界に就職できる可能性があります。また、応用科
学学士の2年目（47ページ参照）に編入し、スキルセットを拡大し、雇用
の選択肢を増やすこともできます。

1年 $22,990 2月 (アカデミック）
–5.5（すべての
バンドスコアで
5.0以上）

園芸
資格 期間 授業料 開講時期 IELTS

樹木園
園芸におけるニュージーランド・サーティフィケート（レベル3）(樹木
園）および園芸サービスにおけるニュージーランド・サーティフィケート
(レベル4）（樹木園）
ニュージーランドでも海外でも、樹木学者に対する需要は高まっていま
す。ダニーデン周辺の公園や庭園地域での実践的なトレーニングに重点を
置き、樹木栽培のタスクを実践する方法と理論の両方を学びます。実習と
職場体験は、この資格の重要な側面です。

1年 $30,420 2月 (アカデミック）
– 直近2年以内
に発行された
5.5（すべての
バンドスコアで
5.0以上）^

変革のためのリーダーシップ
資格 期間 授業料 開講時期 IELTS

変革のためのリーダーシップの学士号（レベル7）
この資格を取得して、あなたが情熱を注いでいる分野で力を発揮してく
ださい！ 自主性かつプロジェクトベースであるこのプログラムは、選択
した分野の主要な組織と共に、またその組織内で密接に連携して学びま
す。期間中を通して、熟練した革新的なファシリテーターチームが、ビ
デオコールによる定期的な面談と評価を行ってサポートします。

3年 $22,800 毎月 6.0（ライティ
ングとスピーキ
ングは6.0以
上、リーディン
グとリスニング
は5.5以上）
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建築
資格 期間 授業料 開講時期 IELTS

建築学におけるニュージーランド・ディプロマ（建築管理）または（積算） 
(レベル6）
建築プロジェクトの価格設定とマネージメントのための実践的技術を修得しま
す。卒業生は、コンサルタントとして積算を行なったり、建築会社において見
積もりを行なったり、契約マネージャー、契約アドミニストレーター、プロジ
ェクトマネージャーなどとして働ける可能性があります。さらに建築学士（積
算）のプログラムに進学して、スキルセットを拡大することもできます。

2年 $23,400* 2月 (アカデミック）
– 直近2年以内の1
回のテストで6.0（
すべてのバンドスコ
アで5.5以上）

建築学士（積算）（レベル7）
建築の有資格者には、高い需要があります。このプログラムでは、建築プロジ
ェクトの価格設定と管理およびプロジェクトの成果を高めるための調査、評
価、改善能力を養うことにより技術的な作業準備を修得したリーダーとしての
能力を身に着けます。卒業生は、コンサルタントとして積算を行なったり、建
築会社において見積もりを行なったり、契約マネージャー、契約アドミニスト
レーター、プロジェクトマネージャーなどとして働ける可能性があります。経
験を積めば、上級職に就ける可能性もあります。

3年 $23,400* 2月 (アカデミック）
– 直近2年以内の1
回のテストで6.0（
すべてのバンドスコ
アで5.5以上）

建築学士（建築技術）または（インテリア建築）（レベル7）
建築技術者として就労する、あるいは建築家やインテリア建築者になるために 
進学するための準備をします。

3年 $24,620* 2月 (アカデミック）
–6.5（すべてのバ
ンドスコアで6.0以
上）

工学
資格 期間 授業料 開講時期 IELTS

工学におけるニュージーランド・ディプロマへのブリッジング・サーティフィ
ケート
留学・キャリア準備におけるニュージーランド・サーティフィケート 
(レベル3）
すでにお持ちの学歴に関わらず、工学技術者になるための一歩を踏み出すこと
ができます！このプログラムでは、工学におけるニュージーランド・ディプロ
マに必要な学術的な入学要件を取得することができます（下記参照）。

6カ月 $7,290 7月 (アカデミック）
–直近2年以内の1回
のテストで5.0（す
べてのバンドスコ
アで5.0以上）^

工学におけるニュージーランド・ディプロマ（土木工学）（機械工学）または
(電気工学）（レベル6）
ニュージーランドのエンジニアリング協会によって全国的に認められ、ダブリ
ン合意の下で国際的にも認められたこのプログラムは、大変実用的であり、現
実的なシナリオで学びます。エンジニアリングプロセスと理論を十分に理解し
た上で、さらに知識を深めるために、工学技術の学士課程に進学することもで
きます。

2年 $23,400* 2月 (アカデミック）
–6.0（すべてのバ
ンドスコアで5.5以
上）
あできます

工学技術学士（レベル7）
経営、経済、コミュニケーション、問題解決、批判的思考のスキルを習得しな
がら、土木工学、機械工学、電気工学などの専門的分野における現代技術の原
理と応用に対する理解を深めます。実務に大きく根差したプロジェクトで職場
経験を積み、さまざまな業界で活躍できる能力を持って卒業することを可能に
します。

3年 $23,400* 2月 (アカデミック）
– 6.0（ライティン
グとスピーキング
は6.0以上、リーデ
ィングとリスニン
グは5.5以上）

*初年度 **最終承認が条件 ***1つの初年度コースが利用可能（空席がある場合）。翌年、初年度の残りの課題を完了します。
^パスウェイ（進学のための準備コース）として履修する場合、入学希望プログラムの英語要件を満たす必要があります。
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オークランド

オークランド（「帆の街」という愛称があ
ります）は、多くの小さな島々が浮かぶ美
しい湾内の都市で、1841年、ガティ・ワ
トゥア族から提供された土地に設立されま
した。

ニュージーランドへの主要な玄関口として繁栄した港町
です。オークランドはニュージーランド最大の都市であ
り、ニュージーランド人口の3分の1がここに居住しま
す。オークランドは、急速に発展するビジネスの中心地
であり、あらゆるアクションの起点でもあります。

活気に満ちたカフェ、ナイトライフ、ショッピング、博
物館、ギャラリー、公園などが堪能できます。オークラ
ンドの温暖な気候、素晴らしい風景、多文化コミュニテ
ィに魅了されるでしょう。洗練された都会生活と美しい
アウトドアライフが完璧に融合した都市です。

5番目
東南アジアおよび 

オセアニアで5番目に 
革新的な都市

2016年グローバル・イノベーション・ 
インデックス

トップ10
世界で最も 

フレンドリーな 
都市トップ10

2015年コンデ・ナスト・ 
リーダーズ・チョイス・アワード 

オークランド

ダニーデン
セントラルオタゴ

北島

南島

オークランド・キャンパス

3番目
世界で3番目に 
住みやすい都市

2016年マーサー生活の質調査 
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オタゴ・ポリテクニック・オークランド・インターナショナ
ル・キャンパス（OPAIC）は、自宅から離れて生活し、勉強す
る学生をサポートするよう特別に設計された専門のキャンパス
で、大都会の活気の中に位置します。

キャンパスはオークランドのダウンタウン、クイーンストリートにあるモダンな建物の中にあります。主要なショッ
ピングエリアやビジネスエリアの中心部に位置し、キャンパスの内外に優れた施設があります。

同キャンパスでは、各分野の最先端を行く学問やビジネスの専門家が教鞭をとります。そこで教えられるスキルは、
ニュージーランドまたは留学生の母国、あるいは世界中のあらゆる地域でのエキサイティングなキャリアにつながる
でしょう。学習者の能力開発と、地元産業へのアクセスを提供することに注力しているため、卒業生の多くは正社員
として採用されています。

学生を支えるオークランド・キャンパスのチームメンバーが持つ文化的背景はさまざまで、授業は英語で行われます
が、他の言語を話せるスタッフがいます。

420
実業界における
現在のパート

ナー数

オークランドで学べること
> 会計
> ビジネスおよび応用マネージメント
> 建築物調査
> 建築
> 英語
> ホテルマネージメント
> インフォメーションテクノロジー

> 積算
> オペレーションおよび生産管理
> プロジェクトマネージメント
> 販売およびマーケティング
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オークランド・インターナショナ
ル・キャンパスの学生および卒業
生が、オークランドの高級ホテ
ル、スペンサー・オン・バイロ
ン・ホテルで活躍しています。

左から:インターンのロヒット・ジャッジ、
ハーシュ・ゴグリ、ジンユエ・ウォン。そ
して右端は、卒業生で、現在、デューティ
マネージャーを務めるモヒット・マヴィ。
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OPAICでは、留学生特有のニーズに合わせてプログラ
ムを提供しています。多様性を歓迎する環境の中で学ぶ
ことができます。

オークランド

オークランド・キャンパスのプログラム

授業料およびプログラムの詳細については
auckland.op.ac.nzをご覧ください

英語
資格 期間 授業料 開講時期 IELTS

ジェネラル・イングリッシュおよびIELTS準備トレーニングスキーム
ニュージーランドや世界各国への旅行、留学、仕事に必要な英語とその
応用力を修得します。

柔軟に
対応

$350/週 (2-12週),
$340/週 (13-24週),
$330/週 (25週以上)

3月以降 クラス分けテス
トの受験を条件
とします

英語におけるニュージーランド・サーティフィケート（アカデミック） 
(レベル4）
このプログラムは、英語を正確に使用し、より高いレベルへの進学準備
に最適です。このプログラムを修了すると、本校のほとんどのサーティ
フィケートおよび学位レベルに出願できるようになります。

16週 $7,290 4週間ごと 直近2年以内に
5.5（いずれの
バンドスコアも
5.0以上）

英語におけるニュージーランド・サーティフィケート（アカデミック） 
(レベル5）
読み書き、スピーキング、リスニングの高度な英語力を習得します。こ
れにより、英語圏の多くの環境で効果的かつ自信を持って対応できるよ
うになります。修了要件を満たすと、レベル6以上のアカデミックプロ
グラムに進学できます。

16週 $7,290 4週間ごと 直近2年以内に
6.0、いずれの
バンドスコアも
5.5以上
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ビジネス
資格 期間 授業料 開講時期 IELTS

留学およびキャリア準備におけるニュージーランド・サーティフィケート 
(レベル4）ビジネス的環境
他の資格取得プログラムへの学術的入学要件が不足している場合、このサーティ
フィケートは、そのギャップを埋めるのに役立つ完璧なソリューションです。

17週 $7,290 1月、 
3月、 
6月、 
8月、 
10月

(アカデミック）
–5.5（いずれのバン
ドスコアも5.0以
上）か、それと同等
レベル^

応用マネージメント学士（レベル7）
実社会の知識に基づいてビジネスの学位を取得します。このプログラムは、ビジ
ネス環境における経験を中心に据えたもので、ケーススタディ、実際の職場を意
識した課題、さらに重要なインターンシップおよび関連するリサーチプロジェク
トを組み込んだプログラムです。運用レベルおよび戦略的レベルで、さまざまな
マネージメント環境で業務を遂行するために必要な理解力、スキル、能力を開発
します。

3年 $20,350* 1月、 
3月、 
6月、 
8月、 
10月

(アカデミック）
–6.0（いずれのバン
ドスコアも5.5以
上）

応用マネージメント学士（会計） – CAおよびACAへのパスウェイ（レベル 7）
国際的に認められた優秀な会計専門学位を取得し、准公認会計士（ACA）または
公認会計士（CA）の会員資格を取得するための学術的要件を達成します。

3年 $20,350* 1月、 
3月、 
6月、 
8月、 
10月

(アカデミック）
–6.0（いずれのバン
ドスコアも5.5以
上）

応用マネージメントにおけるグラデュエート・ディプロマ（レベル7）
すでに取得した学位を補完したり、希望するキャリアを実現するために、マネー
ジメントに関する特定の分野をさらに詳しく学びたい方に最適です。産業に根差
したリサーチプロジェクト（ダニーデン・キャンパスで実施）または200時間の
インターンシップ（セントラルオタゴまたはオークランド・キャンパスで実施）
で、実務に必要不可欠な事柄を経験します。マネージャーが業務を展開するダイ
ナミックな環境をしっかりと理解して卒業します。その他のグラデュエート・デ
ィプロマについては、op.ac.nz/businessをご参照ください。

1年 $20,350 1月、 
3月、 
6月、 
8月、 
10月

(アカデミック）
–6.0（いずれのバン
ドスコアも5.5以
上）

ホテルマネージメントにおけるグラデュエート・ディプロマ(レベル7)
マネージメントの可能性を伸ばし、突出した能力を習得したい野心的な方のため
に設計されたプログラムです。実践的な学習およびマネージメント理論と戦略を
融合したこの資格は、すでに習得したスキルの上に、新たなキャリアの可能性を
築きます。 

1年 $20,350 1月、 
3月、 
6月、 
8月、 
10月

(アカデミック） 
–6.0（いずれのバン
ドスコアも5.5以
上）

経営・生産管理におけるニュージーランド・ディプロマ（レベル7）
経営管理は、体系的な管理とフィードバックを通じて、人材およびその他リソー
スを管理することに注力します。新製品およびサービス開発における職域を超え
た活動の効果的な管理の要件を検討し、最良の結果を得るための適切なツールと
方法を評価する方法を学びます。業務、技術管理、プロジェクトマネージメン
ト、商品やサービスの生産に必要なリソースと専門知識をさまざまなレベルで統
合する方法を学習します。また、実際のビジネスにあなたの知識を適用する機会
もあります。

1年 $19,760 1月、 
3月、 
6月、 
8月、 
10月

(アカデミック） 
–6.0（いずれのバン
ドスコアも5.5以上

プロジェクトマネージメントにおけるグラデュエート・ディプロマ（レベル7）
プロジェクトマネージメントの原則と、プロジェクトチームメンバーまたはプロ
ジェクトマネージャーとしてのプロジェクトマネージメントスキル、ツール、テ
クニックを適用する方法を学びます。また、高度なプロジェクトマネージメント
の概念とシステムを、さまざまなプロジェクトに適用する方法についても学習し
ます。例えば、プロジェクト・マネージメント・インスティテュートPMBOK®
に記載されている内容です。学んだ知識を実際のビジネスの場面に適用する機会
もあります。

1年 $19,760 1月、 
3月、 
6月、 
8月、 
10月

（アカデミック） 
–6.0（いずれのバン
ドスコアも5.5以
上）

セールスとマーケティングにおけるグラデュエート・ディプロマ(レベル7)
セールススタッフやマーケティングスタッフは、企業の成長にとって欠かせない
ため、雇用機会は豊富にあります。このグラデュエート・ディプロマのプログラ
ムで、競争の激しい今日のビジネス環境に必要なマーケティングとセールスのス
キルを習得します。実世界に役立つスキルを提供してくれる経験豊富な教師の指
導とサポートを受け、そこで学んだ知識を実際の業界で実施されるプロジェクト
に応用します。

1年 $20,350 1月、 
3月、 
6月、 
8月、 
10月

(アカデミック） 
–6.0（いずれのバン
ドスコアも5.5以
上）

応用マネージメントにおけるポストグラデュエート・ディプロマ（レベル8）
経験的な学習戦略と内省的実践を通じて、現在の管理能力と問題に関する知識を
広めて理解を深めるための学習プログラムです。

1年 $24,020 1月、 
3月、 
6月、 
8月、 
10月

(アカデミック） 
–6.5（いずれのバン
ドスコアも6.0以
上）

応用マネージメント修士（レベル 9）
経験的な学習戦略と内省的実践を通じて、現在の管理能力と問題に関する知識を
広めて理解を深めるための学習プログラムです。。

1.5年 $36,050
（1.5年の
授業料)

1月、 
3月、 
6月、 
8月、 
10月

(アカデミック） 
–6.5（いずれのバン
ドスコアも6.0以上)

^パスウェイ（進学のための準備コース）として履修する場合、入学希望プログラムの英語要件を満たす必要があります。
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建築
資格 期間 授業料 開講時期 IELTS

建築学におけるニュージーランド・ディプロマ（建築管理）または（定量調
査）（レベル6）
建築プロジェクトの価格設定とマネージメントのための実践的技術を修得し
ます。卒業生は、コンサルタントの積算の実践や、建築会社における見積も
り、契約マネージャー、契約アドミニストレーター、プロジェクトマネージ
ャーなどの職に就く可能性があります。さらに建築学士（積算）プログラム
に進学して、スキルセットを拡大することもできます。

2年 $23,400* 1月、3月、 
6月、8月、 
10月

(アカデミック） 
–直近2年以内の1
回のテストで6.0
（いずれのバンド
スコアも5.5以
上）

建築学士（定量調査）（レベル7）
建築の有資格者には、高い需要があります。このプログラムでは、建築プロ
ジェクトの価格設定と管理およびプロジェクトの成果を高めるための調査、
評価、改善能力を養うことにより技術的な作業準備を修得したリーダーとし
ての能力を身に着けます。卒業生は、コンサルタントとして積算を行なった
り、建築会社において見積もりを行なったり、契約マネージャー、契約アド
ミニストレーター、プロジェクトマネージャーなどとして働ける可能性があ
ります。経験を積めば、上級職に就ける可能性もあります。

3年 $23,400* 1月、3月、 
6月、8月、 
10月

(アカデミック） 
–直近2年以内の1
回のテストで6.0
（いずれのバンド
スコアも5.5以
上）

インフォメーションテクノロジー（IT）
資格 期間 授業料 開講時期 IELTS

情報技術学士（レベル7）
この刺激的で実践的なプログラムを通じて、コンピューティングテクノロジ
ーの力を認識し、それが、現実世界のソリューションやイノベーションの開
発にどのように役立つかを見出します。卒業生は、ウェブディベロッパー、
システムアドミニストレーター、ソフトウェアディベロッパー、プログラマ
ー、ビジネスアナリスト、データベースアドミニストレーター、コンピュー
ティングサービスマネージャーを始め、さまざまな職に就ける可能性があり
ます！

3年 $23,480* 3月、6月、 
8月、10月

(アカデミック） 
–6.0（いずれのバ
ンドスコアも5.5
以上）

情報技術グラデュエート・ディプロマ（レベル7）
ITの専門知識を集中的に習得したり、特定の分野の知識を増やしたい方に最
適です。ITプログラムの卒業生の専門分野には、インタラクティブメディ
ア、ハードウェア、プログラミング、データベース、通信、ビジネス、ネッ
トワーク/オペレーティング・システムなどがあります。本校のオークラン
ド・キャンパスを拠点としたこのプログラムは、留学生向けに特別に設計さ
れたもので、ニュージーランドのIT環境やビジネス環境において効果的に仕
事をするために必要なプロとしてのスキルを提供します。

1年 $23,480 1月、3月、 
6月、8月、 
10月

(アカデミック） 
–6.0（いずれのバ
ンドスコアも5.5
以上）

応用情報技術におけるポストグラデュエート・ディプロマ（レベル8）**
IT環境において、より広範な分野にわたって、リサーチやインクワイアリー
の手法、現在の能力、問題に対して知識を広げ、理解を深めます。経験的な
学習戦略、内省的実践、実業界でのプロジェクトに情報技術分野の知識と経
験を応用します。このプログラムでは、さらに大学院で研究を進めたり、就
職やキャリアアップ、自営業/スタートアップ企業の開発を行うための準備を
行います。利用可能なコースとして、機械学習、データサイエンス、ゲーム
およびAR/VRの設計およびプログラミング、UX/UI、クラウドコンピューテ
ィング、サイバーセキュリティ、高度なモバイルプログラミング、ビジネス
分析、ビジネスインテリジェンスなどがあります。

1年 未定 6月、8月、 
10月

(アカデミック） 
–6.5（いずれのバ
ンドスコアも6.0
以上）か、それと
同等レベル

応用情報技術修士（レベル9）**
応用情報技術の分野で、自信を持って研究し、さまざまな理論を応用するこ
とを学びます。
卒業生は、将来を見据えた批判的思考と効果的な問題解決が可能な専門家と
して、情報技術分野の新たな環境に、専門的な情報技術とリーダーシップの
知識と能力を応用することができます。
この資格は、博士レベルへの進学や、教職、高度な専門知識を必要とする情
報技術分野への就職、自営の組織/スタートアップ企業の改善などに役立ちま
す。利用可能なコースには、機械学習、データサイエンス、ゲームおよび
AR/VRの設計およびプログラミング、UX/UI、クラウドコンピューティン
グ、サイバーセキュリティ、高度なモバイルプログラミング、ビジネス分
析、ビジネスインテリジェンスなどがあります（ただし、これらに限定され
ません）。

18カ月 未定 6月、8月、 
10月

(アカデミック） 
–6.5（いずれのバ
ンドスコアも6.0
以上）か、それと
同等レベル

*初年度 **最終承認が条件
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61,000
セントラルオタゴ・
クィーンズタウン

レイク人口
ニュージーランド国勢調査

ニュージー
ランドで最
も降雨量の
少ない地域

ニュージーランド 
国立大気水圏研究所  

(NIWA)

オークランド

ダニーデン
セントラルオタゴ

北島

南島

セントラルオタゴは、通称「セントラル」と呼
ばれ、南島の南半分に位置する、国内で最も内
陸部にある地域です。起伏のある広大な風景、
雪を頂く険しい山々、青く澄んだ川、深い峡
谷、タソックに覆われた丘など、息をのむほど
美しい景色に囲まれています。

セントラルオタゴは、ブドウ畑、果樹園、クイーンズタウンやワ
ナカなどの世界的な高山リゾートを抱えたニュージーランド最大
の観光地で、スキー、ジェットボート、マウンテンバイク、バン
ジージャンプなどのアクティビティが楽しめます。

セントラルオタゴは「大陸」気候で、夏は暑く
乾燥し、冬は寒いのが特徴です。この地域にと
って、春と秋は特別な季節です。

春の果樹園は果物の花の絨毯で覆われ、秋に
は、木々が赤や黄色や金色に色づきます。オタ
ゴ・キャンパスは、クロムウェルという、歴史
的な金鉱山の町にあります。学生は、ほかに類
のない経験をすることができます。

3番目
に行きたい場所

南太平洋トップ25
トリップアドバイザー

トラベラーズチョイス・アワード
2017

写
真

提
供

：
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セントラル 
オタゴ
オタゴ・キャンパス
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非常にユニークなプログラムを、そのライフスタイルの中で学
ぶことができる、他に類のないキャンパスです。

オフラインで学ぶか、オンラインで学ぶかを問わず、あなたの経験を素晴らしいものにするための
施設と教育者が揃っています。

ストーンメーソンおよびスポーツターフマネジメントのプログラムは、この種の資格では国内唯一
のフルタイムコースです。

植物園、ブドウ園、果樹園、レストラン、最先端のスポーツターフ、スノースポーツ施設など、一
流の施設を併設しています。ワナカの近隣の高山リゾートは、スキーおよび雪崩安全プログラムの
拠点となっています。

地元でのコネクションを通じて、豊富な職場体験が可能です。

オタゴ・キャンパスは、持続可能なモデルの手本を創造し続けており、自分の選択した分野で持続
可能の実践者となるためのツールを修得して卒業することができます。

セントラルオタゴで学べること
> 応用マネージメント
> 自動車工学
> 自転車力学
> 醸造
> 建築（石工）
> 料理
> 農業
> 園芸

> 助産
> スノースポーツ
> スポーツターフ
> ストーンメーソン
> アウトドア・アドベンチャー
> ブドウ栽培

200+
以上の学生数
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「セントラル・キャンパスでは、
実践的なレッスンと学習によっ
て、大いに楽しみながらスポーツ
ターフを学ぶことができます。」

ハリー・ホン
スポーツターフマネジメントにおけるナショナ
ル・サーティフィケート（レベル 4）*
*現在、園芸サービスにおけるニュージーランド・
サーティフィケートに置き換えられようとしてい
ます（スポーツターフ）（レベル 4）
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授業料およびプログラムの詳細は
central.op.ac.nzをご覧ください

セントラル・キャンパスのプログラムは実用的であり、雇用者が
求めるスキルを習得できます。実際のプロジェクトや職場など、
実社会の中で学びます。

クリエイティブ
資格 期間 授業料 開講時期 IELTS

ビジュアルアート学士（レベル7）
ビジュアルアートにおける資格を取得すれば、アーティスト、キュレー
ター 、教育者、研究者など、多様な職に就くことができます。学んだス
キルは、教育、デザイン、マネージメント、マーケティングなど幅広い
分野で活用できます。1年目にさまざまなスタジオ環境で経験を積み、2
年目から専門化します。（セントラルオタゴ－2年目の専攻は絵画とデ
ジタル写真のみ）

3年 $24,050 2月 (アカデミック） 
– 6.0（いずれの
バンドスコアも
5.5以上）

ビジネス
資格 期間 授業料 開講時期 IELTS

応用マネージメントにおけるグラデュエート・ディプロマ（レベル7）
すでに取得した学位を補完したり、希望するキャリアを実現するため
に、マネージメントに関する特定の分野をさらに詳しく学びたい方に最
適です。産業に根差したリサーチプロジェクト（ダニーデン・キャンパ
スで実施）または200時間のインターンシップ（セントラルオタゴまた
はオークランド・キャンパスで実施）で、実務に必要不可欠な事柄を経
験します。マネージャーが業務を展開するダイナミックな環境をしっか
りと理解して卒業します。その他のグラデュエート・ディプロマについ
ては、op.ac.nz/businessをご参照ください。

1年 $20,350 2月、8月 (アカデミック） 
– 6.0（いずれの
バンドスコアも
5.5以上）

セントラル
セントラル・キャンパスのプログラム
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ホスピタリティおよびフードデザイン
資格 期間 授業料 開講時期 IELTS

料理におけるニュージーランド・サーティフィケート（レベル3）
食品の準備と料理の技術に関し、必要不可欠な部分を学び、この実践的な
プログラムを受講中に、本校のトレーニングレストランで商業および料理
の貴重な体験をします。

1週間に 
1日を 
1年間

$12,630 2月 (アカデミック） 
– 5.5（いずれのバ
ンドスコアも5.0以
上）^

料理におけるニュージーランド・サーティフィケート（レベル4）
トレーニングキッチンでの実践的な料理と職場体験の機会の多いこのプロ
グラムによって、料理人からシェフへのステップアップが期待できます。
また、成功する食品事業を創出し、それを維持するためのホスピタリティ
マネジメントスキルを習得します。

1年 $22,830 2月 (アカデミック） 
– 5.5（いずれのバ
ンドスコアも5.0以
上）^

醸造におけるニュージーランド・サーティフィケート（レベル4）
広範な監督のもと、醸造業に必要なスキルと知識を習得します。職場体験
が、このプログラムの中核を占め、実践的な学習に加え、業界とのつなが
りを築く上でも役立ちます。

1年 $22,830 2月 (アカデミック） 
– 5.5（いずれのバ
ンドスコアも5.0以
上）

料理におけるニュージーランド・ディプロマ（上級）（料理）（レベル5）
セントラル・キャンパスで提供されるユニークな「パドック・ツー・プレ
ート」アプローチのメリットを享受し、トレーニングキッチンや地元の事
業所での職場体験を通じて、実践的な料理体験をすることができます。

1年 $22,830 2月 6.0（いずれのバン
ドスコアも5.5以
上）

醸造におけるニュージーランド・ディプロマ（レベル 6）
重要なスキルと経験のある醸造業者のために設計されたこのディプロマ
は、NZQA認定資格に照合して、経験的な学習と知識を審査します。この
資格は、Capable NZを介して提供され、商業的または非商業的な環境にお
いて、専門的なレベルで独力で醸造できる能力を示すものです。

1年 未定 2月 (アカデミック） 
– 直近2年以内に発
行された6.0（いず
れのバンドスコアも
5.5以上）

アドベンチャーおよびスノースポーツ
資格 期間 授業料 開講時期 IELTS

アウトドア・アドベンチャー教育（マルチスキル）におけるニュージー
ランド・サーティフィケート（レベル4）
カヤック、ラフティング、ロッククライミング、トランピング、マウン
テンバイク、栄養、健康、身体的および心理的なパフォーマンス、リー
ダーシップなど、アウトドア＆アドベンチャー教育の業界で働くために
必要なコアスキルと知識を習得します。

1年 $22,990 2月 (アカデミック） 
– 直近2年以内に
発行された5.5 
(いずれのバンド
スコアも5.0以上)

アウトドア・アドベンチャー教育（マルチスキル）におけるニュージー
ランド・ディプロマ(レベル5)**
このアクション豊富なプログラムでは、さまざまなアウトドア・アクテ
ィビティを安全に指導するためのスキルを向上・開発します。卒業生に
は、ニュージーランドレクリエーション専門家登録協会（NZRRP）に
正式登録する資格が授与されます。

1年 未定 2月 ご連絡ください

入門スノースクール・インストラクション（応用）（スキー）または 
(スノーボード）におけるニュージーランド・サーティフィケート（レ
ベル4）
南アルプスの中心でスキーや乗馬のスキルを学び、実際にスノースクー
ルの環境で働きながら、エントリーレベルのプロのスノースポーツ教育
資格を取得します。合格者は、NZSIAスノースポーツインストラクター
L1などの国際的に認められた資格を取得することができます。高度なス
キルを持つ学生は、トレーニングを行い、NZSIAスノースポーツインス
トラクターL2（追加料金）を受験することもできます。場所:ワナカ

3週（理論） 
14週（実
践）

$11,700 6月 (アカデミック） 
– 直近2年以内に
発行された5.5 
(いずれのバンド
スコアも5.0以上)

雪崩リスク管理におけるニュージーランド・サーティフィケート（レベ
ル5）
雪崩教育においてニュージーランドで最も経験豊富なプロバイダーとプ
ロの雪崩リスク管理について学びます。このプログラムは、利用可能な
専門的なトレーニングの第一レベルを提供するもので、雪崩に関連する
あらゆるセクターで働くことを可能にします。場所:ワナカまたはメス
ベン。

10週（オン
ライン）
1週（実践） 
1週（必要な
場合、再評
価）

$7,860 (ワナカ） 
4月および7
月（メスベ
ン）6月

(アカデミック） 
– 直近2年以内に
発行された5.5 
(いずれのバンド
スコアも5.0以上)

雪崩リスク管理におけるニュージーランド・サーティフィケート（レベ
ル6）
ニュージーランドで利用可能な最高レベルの専門的トレーニングが受け
られます。プロによる教育を受け、卒業後、業界のあらゆるセクターで
監督的役割を引き受ける能力を習得します。このプログラムはオンライ
ン学習を特徴とし、理論コースと雪の応用研究の開始日が柔軟に設定さ
れているため、受講者の都合に合わせて学習スケジュールを立てること
ができます。フィールドトレーニングと実践的な評価の日程は、毎年固
定されています（それぞれ7月と9月）。場所:オンライン、ワナカでの
トレーニング/アセスメントを含む

18週（最
短）

$13,770 7月（トレー
ニング） 
9月（審査)

(アカデミック） 
– 直近2年以内に
発行された6.0 
(いずれのバンド
スコアも5.5以上)
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*初年度**最終承認が条件^パスウェイ（進学のための準備コース）として履修する場合、入学希望プログラムの英語要件を満たす必要があります。

建築
資格 期間 授業料 開講時期 IELTS

石工建築におけるニュージーランド・サーティフィケート（レベル4）
さまざまな実践的トレーニングと実務経験を通じて、石工として働くた
めに必要なスキルと知識を習得します。長期的なキャリアオプションに
は、現場管理、下請け、自営、景観アーキテクチャー、セールスおよび
石の調達や彫刻などがあります。

2年 $22,830* 2月 (アカデミック） 
– 5.5（いずれの
バンドスコアも
5.0以上）

園芸
資格 期間 授業料 開講時期 IELTS

種苗および果物生産
園芸におけるニュージーランド・サーティフィケート（レベル 3） 
(種苗生産）
および園芸生産におけるニュージーランド・サーティフィケート 
(レベル4）（果物生産）
この実践的なプログラムにより、果樹園、ブドウ園、種苗場、または
その他の主要な商業活動における園芸家にとって必要な基本的スキルと
知識を習得します。キャンパス内の種苗場、水耕栽培ユニット、
10ヘクタールの作物生産施設を利用して、実務的なスキルを習得し、
セントラルオタゴのさまざまな園芸産業における職場体験を通じて、
人脈を築くことができます。

1年 $22,830 2月および
7月

(アカデミック）
– 直近2年以内に発
行された5.5いずれ
のバンドスコアも
5.0以上

スポーツターフ
園芸サービスにおけるニュージーランド・サーティフィケート（レベル4
）（スポーツターフ）と園芸サービスにおけるニュージーランド・サーテ
ィフィケート（レベル5）（スポーツターフ）**
これは、ニュージーランドで提供されている唯一のフルタイムのスポーツ
ターフプログラムです！世界クラスのスポーツ会場に近いだけでなく、こ
の資格に対応するために特別に設置された屋外トレーニングエリアを利用
することができます。やる気と努力次第で、ニュージーランドのトップス
ポーツ会場でスキル開発の職場体験に参加できるチャンスもあります！

18カ月
(レベル4）

22,110* 2月 (アカデミック） 
– 直近2年以内に発
行された5.5（いず
れのバンドスコア
も5.0以上）

園芸生産（果物生産）におけるニュージーランド・ディプロマ 
(レベル5）
ストーンフルーツ、ピップフルーツ、ベリー、ワイン用ブドウ生産業界に
おいて、有能なリーダーになるための知識とスキルを習得することによ
り、国内外の園芸コミュニティにおけるキャリアアップが図れます。すべ
ての授業は持続可能な成長原則に則って実施されます。専門的な職場体験
を通じて、また本校の優れた実用的設備を利用して、実践的な経験を積
み、業界内の人脈を作ることができます。留学生はオンラインではなく、
実際にキャンパスに来て受講する必要があります。

1年 $22,830 2月および
7月

(アカデミック） 
– 直近2年以内に発
行された5.5（いず
れのバンドスコア
も5.0以上）

農業・牧畜
資格 期間 授業料 開講時期 IELTS

高地農業
農業におけるニュージーランド・サーティフィケート（農業システム） 
(レベル3）
と農業におけるニュージーランド・サーティフィケート（車両・機械・
インフラ）(レベル3）
高地農業を含むニュージーランドで唯一のこの農業研修プログラムは、
屋外をベースにした資格で、農業におけるキャリア形成の準備をしま
す。幅広いスキルを習得できる上、実際に農場で行われる実務試験や、
地元の高地農場で職場体験に参加できるというメリットもあります。

1年 $22,830 2月および7月 直近2年以内の
1回のテストで
5.5（いずれの
バンドスコアも
5.0以上）
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英語
進学に向けて英語力を向上させましょう！
本校の英語プログラムは、本校併設のサーティフィケート、グラデュエート・ディプロマや学位取得コースへの明確な
パスウェイとして機能するよう設計されています。

メリット
> 全国で認められる資格
> 経験豊富な教師
> 少人数クラス
> 柔軟性のある学習プログラム
> レベル4に含まれるアカデミックライティングと学習スキル

「この素晴らしいブリッジングプ
ログラムで、言語やニュージーラ
ンドの伝統・文化について教えて
くれた、とても協力的なスタッフ
と出会うことができました。」

ワン・シン–中国
英語におけるニュージーランド・サーティフィケート

（レベル3）

マイクロ認証情報を使用すれば、あなたにどのような
知識があるかを対外的に示すことができます。
EduBitsは、正式な資格を取得しなくても、あなたにどのような専門的なスキルや知
識があるかを対外的に示すことができるエキサイティングな新しい学習プラットフォームです。

デジタルバッジは、特定のスキルセットにおいて評価され、それらを習得したことを示す信頼性の高い証明書です。バッジは、
サステナブルビジネス、プロジェクトマネージメント、ビジネススキル、教育など、幅広いトピックにおいて利用可能です。

edubits.nz
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プログラム 
レベル

IELTS 
テスト2

TOEFL
ペーパーベ 
ースドテスト 
(PBT)

TOEFL
インターネッ
トベースドテ
スト(IBT)

CAMBRIDGE 
英語テスト OET

NZCEL3 
A)エクスパイ
アリング
B)カレント

PEARSON 
TEST OF 
ENGLISH 
(アカデミック)

ランゲ―ジ・
サーティフィケート

TRINITY 
ISE

サーティフィケ
ート 
レベル 3

一般またはア
カデミックス
コア 5 
(いずれのバ
ンドスコアも
5以上）

スコア500 
(エッセース
コア4TWE)

スコア35 
(ライティン
グスコア14）

B2ファースト
またはB2ファ
ースト・フォ
ー・スクール
のスコアは
154。
いずれのスキ
ルも154以上

グレードC
以上または
すべてのサ
ブテストで
200以上

a) レベル 3
(一般)または
(ワークプレイ
ス)
b) レベル 3
(一般)

PTE
(アカデミック)ス
コア36 
(いずれのバンド
スコアも36以上）

B1アチーバー
IESOL(LRWS)PASS
以上（いずれのスキ
ルもPASS以上）

ISE I 
(いずれのバ
ンドもディス
ティンクショ
ン以上)

サーティフィケ
ート 
レベル4

一般またはア
カデミックス
コア 5.5
(いずれのバ
ンドスコアも
5以上）

スコア530
(エッセース
コア

スコア46 
(ライティン
グスコア14）

B2 ファースト
またはB2ファ
ースト・フォ
ー・スクール
のスコア162
。いずれのス
キルも154以
上

グレードC
以上または
すべてのサ
ブテストで
200以上

a) レベル 3 
(アカデミック)
b) レベル 3 
(アプライド)

PTE
(アカデミック) 
スコア42(いずれ
のバンドスコアも
36以上）

B2コミュニケーター 
IESOL(LRWS)PASS
以上（いずれのスキ
ルもPASS以上）

ISE II
(いずれのバン
ドコミュニケ
ーター
IESOL(LRWS)
もPASS以上）

サーティフィケ
ートまたはディ
プロマ 
レベル5

アカデミック
スコア
5.5
(いずれのバ
ンドスコアも
5以上）

スコア550
(エッセース
コア5TWE）

スコア46(ラ
イティングス
コア20）

B2ファースト
またはB2ファ
ースト・フォ
ー・スクール
のスコア162
。いずれのス
キルも154以
上

グレードC
以上または
すべてのサ
ブテストで
200以上

a) レベル 4  
(一般）または 
(ワークプレイ
ス)
b) レベル 4 
(一般）または 
(エンプロイメ
ント)

PTE
(アカデミック）
スコア42(いずれ
のバンドスコアも
36以上）

B2コミュニケーター
IESOL(LRWS)が
HIGH PASS以上で 
いずれのスキルも
Pass以上

ISE II 
(いずれのバ
ンドもメリッ
ト以上）

サーティフィケ
ートまたはディ
プロマ 
レベル 6

ディプロマまた
は学位 
レベル

グラデュエー
ト・サーティフ
ィケートまたは
ディプロマ 
レベル 7

アカデミック
スコア 6
(いずれのバ
ンドスコアも 
5.5以上）

スコア550 
(エッセース
コア5TWE）

スコア60  
(ライティン
グスコア18）

B2ファースト
またはB2ファ
ースト・フォ
ー・スクール
またはC1
アドバンスド
またはC2プロ
フィシェンシ
ーのスコア
169。いずれ
のスキルも
162以上

グレードC
以上または
すべてのサ
ブテストで
200以上

a) レベル 4 
(アカデミック)
b) レベル 4  
(アカデミッ
ク）

PTE
(アカデミック）
スコア50 
(いずれのバンド
スコアも42以上）

C1エキス 
パート
IESOL(LRWS）が
PASS以上で、いず
れのスキルもPass 
以上

ISE II 
(いずれのバ
ンドもディス
ティンクショ
ン以上）

ポストグラデュ
エート・ディプ
ロマまたはポス
トグラデュエー
ト・サーティフ
ィケート 
レベル 8

優等学士学位 
レベル 8

修士号 
レベル 9

博士号 
レベル 10

アカデミック
スコア
6.5
(いずれのバ
ンドスコアも
6以上）

スコア590
(エッセース
コア5.5TWE)

スコア79 
(ライティン
グスコア21）

C1
アドバンスド
またはC2プロ
フィシェンシ
ーのスコア
176．いずれ
のスキルも
169以上。

グレード
C+以上ま
たはすべて
のサブテス
トで300以
上

a) レベル 5 
(アカデミッ
ク）または（プ
ロフェッショナ
ル）
b) レベル 5

PTE
(アカデミック）
スコア58 
(いずれのバンド
スコアも50以上）

C1エキスパート
IESOL(LRWS）が
HIGH PASS以上で
いずれのスキルも
Pass以上またはC2
マスタリーESOL 
(LRWS)がPASS以 
上で、いずれのスキ
ルもPass以上

ISE III
(いずれの 
バンドもパス
以上）

英語力を対外的に示すことができる国際的
に認められた留学生のためのプログラム
プログラム修了によって認められる英語力1

1上記一覧表にある成績は、各プログラムの入学資格を与えるために必要な、各テストまたは各資格の最低スコアまたはグレードを意味します。特定のプログラムに必要なスコアを超えるスコアやグレ
ードを持つ学生も、そのレベルに入学することができます。プログラムの入学要件が、上記表において、入学要件が、学生が入学しようとしているプログラムレベルの該当欄に記載されているよりも高
い英語力を必要とする場合、学生はそのより高いレベルを満たす必要があります。
2 使用するIELTSスコアは、単一のIELTSテストレポートフォームから取得する必要があります（すなわち、複数のテストのスコアを組み合わせることは許されません）。
3一部のNZCEL資格については、新たなバージョンまたは新たな資格が2017年6月13日に公開されています。これらは、既存のバージョンおよび資格に代替えすることが予定されているもので、既存
のバージョンおよび資格は、2019年12月31日に廃止されるまで、期限切れ予定（エクスパイアリング）のバージョンとしてのステータスが与えられています。
Copyright© New Zealand Qualifications Authority
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一般情報

オタゴポリテクニックは、NZQA（ニュージーランド資格局）が発行した2016年の（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、これに拘束されることに合意しています。同規定については次のウェブ
サイトをご覧ください。nzqa.govt.nz

入学基準や各国の資格が、どのレベルのニュージーランドの資格に相当するということに関する詳しい情報に
ついては、次のウェブサイトをご覧ください。www.op.ac.nz/international/study-and-application-
information/entry-criteria/

プログラムまたはコースのキャンセル
プログラムまたはコースの入学は条件付きのものであり、そのプログラムまたはコースに入学する学生
数が十分に確保されることが条件となります。詳しい規約については、次のウェブサイトをご覧くださ
い。auckland.op.ac.nz/terms-and-conditions

授業料
授業料は変更される場合があります。学習を希望するプログラムの最新の授業料については、op.ac.nz/
study/にアクセスし、関連するプログラム情報シートを開いてください。外部試験や、NZQA手数料、追加
の教材費などの追加料金が必要になる場合がありますのでご注意ください。

英語力要件
英語が第一言語でない場合は、希望するプログラムに入学するための、英語力要件を満たす必要があります。
入学に必要なIELTS要件は、プログラムごとに提示されています。

希望するプログラムのIELTS要件を現在満たしていない場合は、本校の提供する様々なレベルの英語における
ニュージーランド・サーティフィケート・コースを履修して取得することもできます。

免責事項
このガイドブックに含まれる情報は、本校が提供する内容の概要を示すことを目的としたものです。印刷時に
は、正確を期すよう細心の注意を払っておりますが、情報を変更および修正し、予告なしにプログラムを撤回
する権利は、オタゴポリテクニックが留保します。すべてのプログラム、授業料、費用は、概算であり変更さ
れる場合があります。

規約
願書に署名をすることで、記載されている事柄を承認したことになりますので、願書を提出する前によく読ん
でおく必要があります。

本校の詳細な規約およびポリシーについては、次のウェブサイトをご覧ください。auckland.op.ac.nz/
terms-and-conditions

十分な情報に基づいた意思決定ができるよう、知っておくべ
き重要な情報をご案内します。
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ニュージーランドに住む人々の文化は多様です。
前回の国勢調査では、人口の70%がヨーロッパ
人、17%がマオリ人、15%がアジア人、8%が太
平洋諸島の人々でした。

ニュージーランドの文化
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新入生として生活を始めることは、エキサイティングなことですが、同時に
不安を感じることがあるかもしれません。本校のスチューデントサポート
は、オタゴポリテクニックに留学することを検討する段階から、キャンパス
に到着するまで、ご質問やご心配があればいつでもお手伝いいたします。

スチューデントサポート

スチューデント・サクセス・チーム

スチューデントアドバイザーは、本校の各キャンパスに常駐し、電話や電子メールで
いつでも直接連絡を取ることができます。オタゴポリテクニックでの生活を始めるに
あたっての個人的な心配事や学習上の問題の解決を支援し、その後も継続的なサポー
トを提供します。また、学生の福祉、障害者支援、カウンセリング、チャプレン、留
学生に特化したサポートも提供しています。

ラーニングサポート

要望を出せば、いつでもサポートを受けることができます。オンラインリソースやフ
レンドリーなスチューデント・サクセス・チームが、あなたが自立した学習者として
成功するためにサポートします。

キャリア指導サービス

専門家のガイダンスを提供し、学生が十分な情報に基づいて、価値観・目標・興味に
沿ったキャリアの進路決定ができるように、フレンドリーなスタッフが親身になって
支援します。キャリアオプション、そのために必要な学習コース、求人への応募や面
接、その他キャリアに関連した事柄について話し合うことができます。

ITサポート

テクノロジーは、 使い方次第で時間の節約に有意義なツールとなります。利用可能な
サービスとサポートを認識してテクノロジーを活用すれば、学習時間を最大限に拡大
することができます。
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宿泊施設に関する最新の情報はこちらのウェブサイトをご覧ください。
studentservices.op.ac.nz/home/student-success/

ニュージーランドは物理学者、アーネスト・ラザフォード
が生まれた国です。ラザフォードは、原子を分割した最初
の人物で、彼の研究は、原子研究の重要な第一歩となりま
した。

ニュージーランドの歴史
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宿泊施設
本校は、留学生に適した滞在先を探すお手伝いをいたします。
そして滞在中も継続的なサポートを提供します。利用可能な宿
泊施設は、各キャンパスにより異なります。

宿泊施設のさまざまなタイプ
監督付きの宿泊施設:さまざまなタイプの個室を備えた学生寮。すべての食事が提
供され、サポートスタッフが常駐します。

共有宿泊施設（「フラッティング」と呼ばれます）:友人や他の学生と家を借りて
共同生活をする方法も学生間で人気です。電気、電話、食料などの生活費を居住者
間で共有します。

スタジオおよびホステル: YMCAまたはYWCAなど。

ホームステイ: 地域の現地家族と一緒に住む方法です。個室を与えられ、すべての
食事が提供されます。

ダニーデン
監督付き宿泊施設
Te Pā Tauira（テ・パ・タウイラ） - オタゴポリテクニック学生村（38ページ参
照）。

サーモンド・カレッジは、ダニーデン・キャンパスから徒歩15分の距離に位置し
ます。学習やレクリエーションのための優れた施設および共用食堂があります。 
詳しくは、次のウェブサイトをご覧ください。salmondcollege.ac.nz

スタジオおよびアパートメント
スタジオは、通常、キッチンが利用できる家具付きの宿泊施設です。費用は、週約
160-280ドルで、これに電気代、暖房代、市内通話料、共有エリアの清掃が含まれ
る場合もあります。自炊式の1ベッドルームのアパートメントは、週200~350ドル
です。

フラッティング
家具付きでないフラットは、一般的に1部屋あたり週約90-130ドルです。このほか
に電気代、電話代、食料品などの費用で別途80-100ドルの費用がかかります。家
具付きのフラットは、通常、これよりもわずかに割高です。

ホームステイ
おおよその目安は、1泊38ドル、週266ドル（インターネットは含まれず、2~3日
の送迎と1日3食付き）です。手配料として、 280ドルの費用が別途かかります。
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宿泊施設に関する最新の情報は、こちらのウェブサイトをご覧ください。
op.ac.nz/students/support/accommodation

1893年9月8日、ニュージーランドの女性は、世
界初の参政権を獲得しました。ケイト・シェパー
ドは参政権運動の指導者で、当時過去最大であっ
た32,000人の署名を集め、議会に請願書を提出し
ました。

ニュージーランドの歴史
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ダニーデン・キャンパス内にある学生村で
は、留学生の第二の故郷のような、快適でス
タイリッシュな宿泊施設を提供しています。
231人を収容できる家具付きの住宅村には、食事付きのシングルルー
ム、自炊式スタジオ、4ベッドルームアパートメントがあります。教
室までは徒歩ですぐ、市内中心部からもわずか数分という絶好のロケ
ーションです。

このほか次のような利点があります。
> エキサイティングで協力的なコミュニティの一員になる
> 現代的で近代的な生活環境
> ユニークな学生寮プログラム
> 学生寮住民アドバイザー
> 新しい友達を作るチャンス
アメニティとメリットは次の通りです。
> 共用スペース、ビリヤードテーブル、運動場
> UniPolジム、スタジアム、ロバートソン図書館に隣接
> 食事付き学生寮
> Wifi
> 安全な駐輪場
> 菜園
> 二重サッシと高水準の断熱設備
> 洗濯設備
mystudentvillage.com/nz/otago-polytechnic-student-
village
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セントラル
新築の専用複合施設
セントラル・キャンパスに併設された25人が宿泊で
きる新築の複合施設は、近代的で最良の生活環境を学
生に提供します。5棟の家具付きの新築の家の各棟に
は、寝室が5室ずつ備わっています。すべての家は二
重ガラスで断熱設備が完備されています。
central.op.ac.nz/students/living-in-central

フラッティング
家具付きでないフラットは、一般的に1部屋あたり週
85~115ドルで、電力、電話、食料などの経費が別途
80-100ドルかかります。家具付きのフラットは、通
常、これよりもわずかに割高です。クロムウェルに
は、少数ながら本校が管理する賃貸物件があり、週
125-143ドルと諸費用がかかります。このオプショ
ンに関心がある方は、次のアドレスにご連絡くださ
い。barbara.emmitt@op.ac.nz

スタジオおよびホステル
ザ・シャレー(thechaletscromwell.co.nz)は、 シン
グルルームが電気代を含み週125ドルの監督なしのホ
ステルです。通常数名づつの学生が、シャレーの一つ
に割り当てられ、ラウンジ、バスルーム、キッチン設
備を共有します。

ホームステイ
ホームステイの数は限られており、費用は週約231-
242ドルです（すべての食事を含む）。手配料として
250ドルの費用が別途かかります。

オークランド
アパートメント
市内中心部には短期滞在と長期滞在の両方に適し
た、学生に人気の高いアパートメントが数多く
あります。empire21.co.nz、princeton.net.
nz、Columbia Apartmentsなどの優れたオプショ
ンがあります。

フラッティング
OPAIC Student CommunityというFacebookグル
ープをチェックしてください。多くの学生が、ここに
投稿して、ルームメイトや宿泊施設を探しています。

ホームステイ
費用には全ての食事と家具付きの個室が含まれます。
料金は週300ドルで、最長12週間まで滞在すること
ができます。手配料として250ドルの費用が別途かか
ります。詳細については、次のアドレスにお問い合わ
せください。inhomes@ihug.co.nz
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よくある質問

諸費用には何が含まれますか？
諸費用はプログラム等によって異なり、旅行
医療保険は含まれません。料金の詳細につい
ては、 次のウェブサイトをご覧ください。 
op.ac.nz/international/important-
information-and-policies/

出願費用は
かかりますか？

かかりません。

いつ出願すればいいですか？
プログラム開始の少なくとも3か月前まで
に出願することをお勧めします。

出願方法は？
願書はオンラインで送信できます。問題
がある場合は、お問い合わせいただく
か、 次のウェブサイトから願書のPDFを
ダウンロードしてください。 
www.op.ac.nz/apply

もしくは本校認定のいずれかのエージェ
ントに連絡することもできます。 次のウ
ェブサイトをご覧ください。 
op.ac.nz/international/agents/

願書には何を添付すれば 
いいですか？

高校、短大、大学の成績表（英語版）を添付して
ください。英語が第一言語でない場合は、英語能
力のテスト結果（IELTS、TOEFL、TOIECまたは
NCEAレベル2の英語の試験結果）が必要な場合も
あります。

プログラムによっては、職務経歴書やポートフォ 
     リオの提出など、その他の要件が課される 
         場合もあります。

オタゴポリテクニックへの留学について質問がある場合は、お
気軽にお問い合わせください！入学審査および学生ビザの取得
から、ニュージーランドでの生活まで、あらゆる質問にお答え
します。
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どのような入学要件があり
ますか？
学部レベル（アンダーグラデュエート）
のサーティフィケート、ディプロマ、学
位取得プログラムへの入学には、ニュー
ジーランドの中等教育またはそれと同
等レベルの12～13年間の学校教育を修
了している必要があります。グラデュ
エートおよびポストグラデュエート・プ
ログラムへの入学には、学部レベルで
一定以上の成績を収めているか、通常
は学士号を取得している必要がありま
す。各国の資格がニュージーランドのど
のレベルに相当するかの詳細について
は 次のウェブサイトをご覧ください。 
op.ac.nz/international/study-
and-application-information/
entry-criteria/

本校は、留学を成功に導くために、各人
の願書を審査します。

学生ビザの申請など、入
国管理要件に関する情報
はどこで入手できますか？
入国管理要件と学生ビザの申請方法の
詳細については 次のウェブサイトをご
覧ください。 immigration.govt.nz

留学期間は 
どれくらいですか？

本校の学部の学位取得には通常3年か
かります。ディプロマは通常2年、サ
ーティフィケートは1年かかります。
グラデュエートおよびポストグラデ    
   ュエートの資格は1年から2年かか 
      ります。

ニュージーランドでどのくら
いの期間、勉強できますか?
プログラムに合格し、学生ビザの要件を満
たせば、ビザを延長することができます。
学生ビザの要件と延長については、次のウ
ェブサイトをご覧ください。 
www.immigration.govt.nz

留学中、働くことはで
きますか？
フルタイムの学生は、週に20時間
まで働くことができます。最低時
給は、16歳以上の場合、税引き前
で17.70NZDです。詳細は次のウ
ェブサイトをご覧ください。 
employment.govt.nz

ニュージーランドではどの程度
の生活費がかかりますか？

本校の授業料に加えて日々の生活費がかかりま
す。ニュージーランド移民局は、留学生がすべ
ての生活費をカバーするには、少なくとも年間

15,000NZDが必要だと見積もっています。

ニュージーランドの生活費に関する最新情報に
ついては、次のウェブサイトをご覧ください。 
newzealandnow.govt.nz/living-in-nz/
money-tax/comparable-living-costs

学位を取得するとどうな 
りますか？
1年間のジョブ・サーチ・ビザを取得で
きる場合があります。ワークビザと永
住資格の詳細については、次のウェブ
サイトをご覧ください。immigration.
govt.nz

電話 +64 9 309 0301
Eメール auckland@op.ac.nz

ウェブサイト op.ac.nz



オークランド・インターナショナル・キャンパス
Level 1, 350 Queen Street

PO Box 5268, Victoria Street West, Auckland
New Zealand 1142

電話 +64 9 309 0301

セントラルオタゴ・キャンパス
Corner Erris & Ray Streets

PO Box 16, Cromwell
New Zealand 9342

電話 +64 3 445 9900
ウェブサイト op.ac.nz

ダニーデン・キャンパス
Forth Street 

Private Bag 1910, Dunedin
New Zealand 9054

電話 +64 3 477 3014
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