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アオテアロア 
ニュージーランド
ニュージーランドは美しい自然に恵まれ、多文化が共生する
安全な国です。そのような環境で優れた教育を受けるため 
毎年、世界各地から数多くの留学生達がやってきます。 

世界の中でも人口密度の低い国（全人口400万人）の一つに数えられる環境で
勉学に励みながら、楽しく友好的なライフスタイルを存分に味わうことができ
ます。 

オタゴ·ポリテクニックは3カ所にキャンパスがあり、いずれもその持ち味を生
かした留学体験を提供します。
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セントラル オタゴ
息を呑むような自然の美しさで知られるアドベンチャーの中
心地です。寒暖の差が激しく、夏の暑さと冬の寒さの厳しい
ことで知られています。

美しい湖や山河に囲まれた地域におよそ4万9750人が暮らし、観光
接客業が盛んであり、各種のアドベンチャースポーツ、スノースポ
ーツ、レジャーを楽しむことができます。

www.centralotagonz.com 
国際通話+64 3 445 9900 電子メール central@op.ac.nz 
Corner Erris & Ray Streets, PO Box 16, Cromwell,  
New Zealand 9342

オークランド
商工業の中心とされる全国最大の都市です。160万人の人々
が暮らし、生活の質の高さを評価する近年の調査*では、世
界第3位、アジア太平洋圏第1位に選ばれています。

ショッピングはもちろん、博物館や劇場、美術館といった観光名所
や世界の味覚を楽しめるレストランなどが揃っています。また、都
心部のすぐ近くに豊かな自然環境が広がっています。

www.aucklandnz.com 
国際通話+64 9 309 0301 電子メール auckland@op.ac.nz  
Level 2, 350 Queen Street, PO Box 5268, Auckland, New Zealand 1141

*Mercer Quality of Life Survey, 2015年世界生活環境調査都市ランキング

ダニーデン
学生の街として名高い学術研究都市です。ここでは市内人口
の20%に当たる、延べ2万5000人の学生が学んでいます。

港や海岸に囲まれた美しい港湾都市であり、世界的に珍しい野生動
物たちの生息地も点在します。歴史的建造物が立ち並ぶ市内には、
興味深い博物館や美術館があり、カフェ、バー、レストランでは世
界各地の味覚を楽しむことができます。

www.dunedinnz.com 
国際通話+64 3 477 3014 電子メール info@op.ac.nz  
Forth Street, Dunedin, Private Bag 1910, New Zealand 9054



オタゴㆍポリテクニックは、ニュージーランド屈指のポリテクニックおよび公立高等技術専門学校です。 
国内外のネットワークや提携へ積極的に関与し、クムルス（デザイン）、国際ファッション工科大学連盟（デザイン）、
メトロㆍグループ（工学）などに加盟しています。 

学生は履修内容の一環として様々な実社会密着型プロジェクトに取り組み、各業界において体験学習を積み重ねます。
本校が誇る長年の伝統は、優秀な卒業生たちによって支えられてきました。

オタゴㆍポリテクニックで学び、充実した留学生活を送ってみませんか。将来のキャリアに向けて実力を育んでいく皆
さんのお手伝いを致します。 

取得できる資格

本校は常に高い水準を追求する教育機関です。ここで取得した資
格は国内外で広く認められ、国際的なキャリア養成を主眼にした
各種プログラムを用意しています。過去の教育実績は最高級の政
府推奨を受けており、優れた教育を期待できます。

学習環境

実践的な応用学習を中心とした少人数制のクラス編成です。それ
ぞれの担当専門分野に精通した経験豊富な教師陣が、高度な専門
的知識や最新の業界情報を伝授します。本校の教員には、高等教
育教員資格（レベル7、修士準備課程以上）の取得が義務付けら
れています。 

一流の教師陣本校の教師陣は、優秀な高等教育教員を評価する
Tertiary Teaching Excellence Award（全国高等教育教員大賞）の常
連です。 

近年では、本校教員7名が調理学、看護、コミュニケーションデ
ザインの各分野で受賞しました。

学生に愛されるオタゴㆍポリテクニック先ごろ、オーストラリア
とニュージーランドで実施された学生アンケートの結果、教師と
学生間のやりとり、教育体験、支援体制のある学習環境の評価に
おいて、本校が第1位に選ばれました。

支援体制

入学申請から卒業まで、目標達成のお手伝いをいたします。大規
模な最新施設と万全な支援体制が整えられています。

留学体験 

ニュージーランドには、素晴らしい学生生活を送れる環境があり
ます。汚染や公害と無縁の緑豊かな自然と気さくな人々に触れ、
真の連帯感やつながりといったものを感じ取れるでしょう。全3カ
所のキャンパスでは、数多くのレクリエーションや社交活動を通
じて友だちを作り、キウイ流のライフスタイルを体験できます。 

本校は教育大臣が発令したCode of Practice for the Pastoral Care of 
International Students（留学生の生活保障に関する服務規程）に合意
し、その順守義務を履行します。同服務規程はwww.minedu.govt.nzか
らダウンロードできます。

入国情報：ビザおよび滞在許可の全要項、留学中の就労権に関する助言、報告義務に
ついての詳細は、移民局のホームページを参照してください。 
www.immigration.govt.nz

公的医療サービスの受診資格：ニュージーランド滞在中の留学生は、ほとんどの場
合、公的医療補助金の対象にはなりません。留学中に何らかの治療を受けた場合は、
医療費全額を個人負担することになります。公的医療補助金制度の詳細は、保健省の
ホームページを参照してください。www.moh.govt.nz

事故保険：ACC（Accident Compensation Corporation：事故補償制度）は、国民や永住
者だけでなく、一時滞在者をも対象とした事故保険ですが、事故以外で発生した医療
費や関連諸経費は自己負担となります。詳しくは、ACCのホームページを参照してく
ださい。www.acc.co.nz

医療ㆍ旅行保険：留学全期間中に渡って有効かつ適切な医療ㆍ旅行保険に加入するこ
とが義務付けられています。

返金方針：学費返金方針をはじめ、入学の諸条件については次のウェブページを参照
してください。www.op.ac.nz/termsandconditions

免責条項：本冊子の内容については作成段階で万全を期していますが、本校は予告な
しに記載内容の変更、修正、削除をする権利を有します。本冊子には目安として2015
年度受講料を掲載しています。付加的な受講料や諸経費が発生する場合もありますの
でご注意ください。

7,000+
全日/定時制の全学生数

850
留学生数 

100+
プログラム数（修了
証～大学院）  

92%
雇用主満足度

98%
卒業後の就職/進
学率 

オタゴ·ポリテクニックを選ぶ理由
キャリア志向の優れた教育

 42
出身国数



世界に通用する資格
本校で学んだスキルを武器に世界へ羽ば
たくことができます。講座修了証からデ
ィプロマ、学位課程に至る各種プログラ
ムは国際的に認められ、広範な科目を網
羅しています。英語、ビジネス、経営、
工学、応用科学、観光のほか、100種を
超えるプログラムの中から希望の資格を
取得できます。

安全で緑豊かな留
学先
安全かつ好意的な環境で優れた教育を受け、 
価値あるスキルを身に付けましょう。

素晴らしいチャンス
の数々
本校は、キャリア志向の実務能
力養成に抜群の実績を誇りま
す。オーストラリアとニュージ
ーランドで実施された学生アン
ケートの結果、学生満足度ラン
キングで上位入りし、さらに卒
業生の就職/進学率は98%に達し
ています。雇用主は国際経験の
ある即戦力を求めています。本
校へ留学し、世界のどこへ行っ
てもキャリアで成功する優位性
を身に付けましょう。

親しみを感じる留学先
全人口400万人のニュージーランドは、
世界でも人口密度の低い国の一つに挙
げられます。世界有数の美しい自然に
囲まれ、公害や汚染と無縁の安全な環
境で勉学に専念できます。全3カ所（ダ
ニーデン、セントラルオタゴ、オーク
ランド）にあるキャンパスは、安全か
つ快適な環境の中でそれぞれの特質を
活かした留学体験を提供します。



学費の経費内訳を教えてくださ
い。

受講料は選択科目によって異な
りますが、いずれの場合も旅行
ㆍ医療保険や学生会費などは含
まれません。学費についての詳
細は、次のウェブページを参照
してください。 www.op.ac.nz/
students/important-information 

申請費用はかかりますか。

いいえ。

願書提出の時期はいつ頃です
か。

希望するプログラムの開講3ヶ月
前までに願書を提出してくださ
い。

どのような入学資格が必要です
か。 

修了証/ディプロマ/学位取得のた
めに学部課程のプログラムを受
講するには、ニュージーランド
の高等学校卒業資格、あるいは
それに相当する12～13年の学校
教育を修了している必要があり
ます。大学院へ進学する場合
は、学部課程における優秀な学
業成績（通常は学士号）が必要
です。入学資格相当として指定
されている各国の準備教育課程
に関しては、次のウェブページ
を参照してください。 
www.op.ac.nz/international/
entry-criteria

入学後の可能性を念頭に入学資
格審査を個別に実施します。

願書に必要な添付書類は何です
か。

在籍していた高校、短大、大学
が発行した成績票（英語表記）
の証明付きコピーを添付してく
ださい。英語が第一言語でない
方は、公認英語試験
（IELTS、TOEFL、TOIEC、NCEA

レベル2英語）の成績結果も添付
してください。 

希望するプログラムによって
は、この他に履歴書や作品ポー
トフォリオが必要になる場合も
あります。

申請方法を教えてください。

オンライン手続きができます。
オンライン手続に支障がある場
合、本校までご連絡いただく
か、次のウェブページからPDF
版申請書をダウンロードしてく
ださい。 
www.op.ac.nz/apply 

学生ビザ申請をはじめ、入国要
件に関する情報はどこで入手で
きますか。

入国要件の詳細および学生ビザ
の申請方法に関しては、移民局
ホームページを参照してくださ
い。www.immigration.govt.nz

卒業までにはどれくらいかかり
ますか。

通常、学部課程は3年、ディプロ
マは2年、修了証には1年が必要
です。学部課程修了後に大学院
へ進学する場合は、さらに1～2
年かかります。

ニュージーランドへ留学できる
期間はどれくらいですか。

プログラム単位を履修し、学生
ビザの要件を満たせれば、ビザ
を更新できます。 

学生ビザの取得要件と更新に関
する詳細は、移民局ホームペー
ジを参照してください。 
www.immigration.govt.nz

留学中にアルバイトはできます
か。

全日制の留学生は週20時間まで
働くことができます。ニュージ
ーランドでは最低時給（税引前

NZD $14.75）が保証されていま
す。

留学中の収入に関する詳細は、
移民局ホームページを参照して
ください。 
www.immigration.govt.nz

生活費はどれくらいかかります
か。

他国との比較でも生活費は高く
ない方ですが、授業料に含まれ
ない経費であることにご留意く
ださい。ニュージーランド移民
局の概算では、留学中の生活費
として年間NZD$15,000以上を見
込んでおく必要があります。 

生活費に関する最新情報は次の
ウェブページに掲載されていま
す。www.newzealandnow.govt.
nz/living-in-nz/family-friendly/
comparable-living-costs 

学位取得後はどうなりますか。

職探しのため、1年間のビザ延長
が許可される場合があります。
就労ビザおよび永住権の取得要
件に関しては、移民局ホームペ
ージを参照してください。 
www.immigration.govt.nz 

よくある質問 
および重要情報

詳しくは、www.op.ac.nz/international/faqsを参照するか、お電話+64 3 477 3014でお問い合わせください。



滞在先
留学生にとって、適切な住環境の確保は重要な
問題です。専属の滞在先斡旋アドバイザーが各
人のニーズに合わせた滞在先をご紹介します。

Student Success 
まで、電話+64 3 477 3014 
、あるいは電子メールstudentsuccess@op.ac.nz
でお問い合わせください。

 
滞在先の種類
滞在先はいくつかのタイプに分かれるため、各
自の希望と予算を十分に考慮する必要がありま
す。

ホームステイ
留学生の多くは、初年度にホームステイを選択
します。地元の家庭で暮らし、貴重な生活体験
を得ることができるからです。各家庭ではシン
グルベッドと勉強机、収納のある個室をあてが
われます。ホームステイ先ではインターネット
を使用できますが、使用量によって追加費用が
生じる場合もあります。インターネットは校内
でも接続可能です。

本校はホームステイ先を定期的に監督、評価し
ています。また、留学生の代理として交渉も行
います。18歳未満の留学生は、「留学生の生活
保障に関する服務規程」においてホームステイ
先に滞在することが義務付けられています。

フラットまたはシェアハウス
アパートや戸建て住宅での共同生活も選択肢の
一つです。ニュージーランドではそれをフラッ
ティングと呼び、同居人の間で電気代や通信
費、食費を折半します。

スタジオ
家具付きワンルームでキッチンなどは共有で
す。通常、賃貸料には電気、暖房、市内通話料
金、共有部分の清掃費などが含まれます。高額
のスタジオには専用バスルーム付きのものもあ
ります。

学生寮
舎監付き学生寮の費用は週$350程度です。食事
付きで、電気代、電話レンタル料なども寮費に
含まれます。

入寮申し込みは、オタゴ大学公式ホームペー
ジを通じて、9月30日までにCity Collegeまたは
Salmond Collegeに申請してください。

滞在先に関しては、次のウェブページを参照
してください。http://www.op.ac.nz/students/
campuses/dunedin/accommodation

滞在先に関する詳細は、Pre-Departure and Arrival 
Guide（留学準備ガイド）にも記載されています。

留学生活を楽しく有意義なものにす
るため、学生サービス課および学内
施設をご利用ください。各キャンパ
スでは、年間を通じて数々の社交行
事やレクリエーションを企画、催行
しています。

Student Success（学生支援課）
新入生としての第一歩は刺激的であると同時に
不安もつきものです。本校への留学を考え始め
た時からキャンパスに到着するまで、あらゆる

質問や問題のお手伝いをいたします。学生生
活の支援と向上のため、より良い情報やアド
バイスを提供し、それぞれの学生に適した支
援と協力に努めます。

留学アドバイザー
入学オリエンテーションから卒業まで、留学
生支援の専門担当者です。留学生が抱える悩
みや問題に対し、適切なアドバイスを与え、
個別に指導します。各キャンパス専属の留学
アドバイザーが、電話やメールでご相談に応
じます。

学生支援



ビューティーセ
ラピー
ビューティーセラピーは創造性に溢れる需
要の高い職業であり、職種も様々です。雇
用主は、出勤初日から即戦力となる訓練済
みのセラピストを求めています。

マッサージセラ
ピー
生体構造や生理機能、事業経営、専門施術
に関する高度な知識と技能を培います。

医療と地域 
社会 

看護学
助産術
作業療法
社会福祉

プログラム

本冊子には2017年度受講料を掲載しています。受
講料の最新情報は、本校ウェブサイトを参照して
ください。



プログラム キャンパス 募集人員 期間 IELTS 受講料

New Zealand Certificate in English Language（英語講習国家修了証、レベル3～4）
進学準備のための英語を学びながら、友達作りや文化体験を楽しめます。セントラルオタゴキャンパ

スでは、Academic Strand（学術系英語、レベル3）のみ開講します。

ダニーデン 
セントラル

2月、7月 3週間以
上； 
1学期、全
日制

各人の能力
レベルに応
じたクラス
分けを行い
ます。

$6,490**

Certificate in Foundation Studies（ファンデーションスタディーズ修了証、レベル2～3）
進学に必要な基礎学力を養成します。読み書きㆍ計算に加え、自己啓発やコンピュータのスキルを伸ば

します。プログラム修了後は任意のレベル3～4の資格に受講申請することができます。

ダニーデン 2月、7月 6ヶ月 英語力を証
明するもの

$6,490**

Certificate in Foundation Studies（ファンデーションスタディーズ修了証、レベル4）
このプログラムを通じてニュージーランドの学習事情に精通し、学位課程進学に必要なコミュニケー

ション能力を身につけるため、英語力にさらに磨きをかけましょう。 

オークラン
ド

3月、6月、 
8月、10月

6ヶ月 5.5 $7,000

Tertiary Taster*（高等教育お試し講座）
高等教育機関への進学に備え、専門的な学問に必要な英語を学びながら、希望分野（創造学、観光、

スポーツㆍアドベンチャー、工学、園芸、ビジネスなど）の実習体験を積みます。

ダニーデン 不定 2～3週 参加人数
によって
決定

* NZQA最終認可待ち    **コース、レベルまたは学期ごと    ^ 初年度のみ       未定: www.op.ac.nzを参照してください。

プログラム キャンパス 募集人員 期間 IELTS 受講料

Diploma in Beauty Therapies and Epilation（ビューティーセラピーㆍ脱毛技能講習ディプ
ロマ、レベル5）
主任や経営者を目指し、上級ビューティーセラピストとしてより広範な責任を担いましょう。このプ

ログラムでは、International Therapy Examination Council（ITEC）認定資格検定も実施します。 

ダニーデン 2月 1年 5.5 $17,430

Certificate in Stress Management and Spa Therapies（ストレス管理ㆍスパセラピー技能
講習修了証、レベル5）
ストレス管理指導員あるいは健康とリラクゼーションのためのマッサージセラピストなど、高級市場

に位置付けられるスパ業界でのキャリアに焦点を当てたプログラムです。

ダニーデン 2月 1年 6.0 未定

Diploma in Advanced Therapeutic Massage（上級マッサージセラピーディプロマ、レベ
ル6）
筋骨格の実践的な治療や健康状態の管理を中心とした、ヘルスケア分野のキャリアに強い関心がある

方にお勧めします。

ダニーデン 2月 2年 6.0 未定

英語、ファンデーションスタディーズ

ビューティーセラピー、マッサージセラピー

医療と地域社会
プログラム キャンパス 募集人員 期間 IELTS 受講料

Certificate in Health（衛生技能講習修了証、レベル4）
ヘルスケア分野のディプロマや学位課程への入学資格が不足している場合、進学準備とし
て本プログラムを選択できます。

ダニーデン 2月 1年 6.0 $20,310

Diploma in Enrolled Nursing（准看護師ディプロマ、レベル5）
准看護師は様々な医療現場において、国家登録看護師の指導下で看護や健康教育に従事します。模擬

病棟および臨床医療現場での就業体験を通じて、重要な実務経験を積み、学習した理論を実践に移す

ことができます。

ダニーデン 2月 18ヶ月 6.5 $24,010^

Bachelor of Nursing（看護学専攻学士課程、レベル7）
理論的かつ実践的な学習を通じ、最高水準の看護教育を受けることができます。必要単位の履修者は、

登録看護師国家試験の受験申請を行います。

ダニーデン 
学外施設

2月 3年 6.5 $24,010^

Competency Assessment Programme (CAP) for Overseas Registered Nurses（外国の看
護師免許取得者を対象とした能力評価プログラム）
すでに諸外国で看護師免許を取得し、ニュージーランド国家登録を希望する看護師の能力を評価する

プログラムです。当地の医療現場で看護師として活躍するために必要な知識を習得します。

ダニーデン 5月、7月、 
10月

8～12週 7.0 $8,025

Bachelor of Midwifery（助産師術専攻学士課程、レベル7）
ニュージーランド国家登録助産師を目指し、国際的に評価される特殊資格を身に付けます。しっかり

とした理論教育を受け、重要な助産術を習得します。 

ダニーデン 
学外施設

1月末 3年 7.0 $29,510^

Bachelor of Occupational Therapy（作業療法専攻学士課程、レベル7）
現場の就業体験も得られる画期的なプログラムを通じて、ニュージーランド国家登録作業療法士を目

指します。世界作業療法士連盟認定プログラムです。

ダニーデン 
学外施設

2月 3年 6.5 $23,090^

Certificate in Human Services（福祉技能講習修了証、専門科目別、レベル4） 
次のいずれかの修了証取得を目指します。National Certificate in Mental Health and Addiction Support 

（精神衛生ㆍ依存症支援技能講習国家修了証、レベル4）、 National Certificate in Community Support 
Services（地域社会支援技能講習国家修了証、障害者への情報提供、レベル4）、 National Certificate in 
Social Services （社会福祉技能講習国家修了証、レベル4） 

ダニーデン 2月 1年 6.0 $20,800

Bachelor of Social Services（社会福祉専攻学士課程、レベル7）
カウンセリング；キャリア訓練；社会福祉、追試単位であるDiploma in Social Services（社会福祉ディ

プロマ、レベル6）を含む: 障害者支援、精神衛生支援。ニュージーランドの福祉領域で活躍する熟練

専門家を養成します。当該領域の基礎学習全般をしっかりと身に付けたうえで、専攻を選択し、現実

のクライアントに対応します。

ダニーデン 2月 3年 6.5 $21,930^



クリエイテ
ィブ
芸術
陶芸、電子アート、
ジュエリー制作と金細工、

絵画、フォトグラフィー、プリント、
彫刻、テキスタイル

デザイン
内装建築、通信、ファッション、 
製品、創造学

メディア
ジャーナリズム、映画ㆍテレビ制作、
デジタルフォトグラフィー



プログラム キャンパス 募集人員 期間 IELTS 受講料

Certificate in Film and Television（映画テレビ制作技能講習修了証、レベル4）
映画やテレビの概念あるいは制作に関連する理論的知識や技能を学びます。密接なつながりがあるテ

レビ番組制作会社の協力により、実社会の番組制作体験を得ることができます。

ダニーデン 2月 1年 5.5 $16,170

National Diploma in Journalism (Multimedia)（マルチメディアジャーナリズム国家ディプ
ロマ、レベル5）
熟練ジャーナリストが指導するジャーナリズム入門プログラムは、全国各地の人気メディア業種で即

戦力となるジャーナリスト養成を目指します。

ダニーデン 2月 1年 6.0 $15,666

Diploma in Digital Photography（デジタルフォトグラフィーディプロマ、レベル6）
クライアントへの対応の仕方、照明やポストプロダクションの高度な技術を学び、撮影技能のレベル

アップを図ります。

ダニーデン 2月 1年 5.5 $18,375

プログラム キャンパス 募集人員 期間 IELTS 受講料

Bachelor of Visual Arts（ビジュアルアート専攻学士課程、レベル7） 
専攻領域： 陶芸；電子アート；ジュエリー制作、金細工；絵画；フォトグラフィー；プリント；彫

刻；テキスタイル

ダニーデン 2月 3年 6.0 $21,370^

Graduate Diploma in Visual Arts（ビジュアルアート専攻修士準備課程、レベル7）
何らかの学士号を取得した後、美術技能の向上を目指して学習を継続する学生のために、個人の目標

とニーズに合わせた集中指導を行います。

ダニーデン 2月 1年 6.0 $21,370

Postgraduate Diploma in Visual Arts（ビジュアルアート専攻準修士課程、レベル8）
ビジュアルアート専攻準修士号を取得すると、美術分野で刺激的なキャリアの幅が広がるだけでなく、

そのスキルを教育分野へ応用すれば、様々な雇用機会に恵まれる可能性があります。

ダニーデン 2月、7月 1年 6.5 $25,090

Master of Visual Arts（ビジュアルアート専攻修士課程、レベル9）
専門領域に関連した職業上、技術上、概念上の技能を磨き、独自の展覧会や著作物を通じてそれらを

表明することによってキャリアオプションが広がります。

ダニーデン 3月、7月 1年 6.5 $25,090

Master of Fine Arts（美術専攻修士課程、レベル9）
活動中のアーティストにとって特に有意義な徹底研究プロジェクトです。国内外の基準に従って評価

され、作品公開および論文作成をもってプログラムを締めくくります。

ダニーデン 応相談 2年 6.5 $25,090^

芸術

デザイン

メディア

プログラム キャンパス 募集人員 期間 IELTS 受講料

Certificate in Creative Studies（創造学講習修了証、レベル4）
芸術分野の専攻領域を決めかねている、あるいは学位課程進学のためのポートフォリオ作成が必要な

学生に適したプログラムです。各領域の基礎知識を培います。

ダニーデン 2月 1年 6.0 $20,800

Certificate in Fashion Studies（ファッション学講習修了証、レベル4）
ファッションデザイン専攻学士課程進学のため、あるいはファッション業界で縫製見習いや製造アシ

スタントとして就職するために必要な技能、知識、業界認識を養います。 

ダニーデン 2月、7月 6ヶ月 6.0 $10,430

Bachelor of Architectural Studies - Interior Architecture*（建築学専攻学士課程－内装建築）
建築分野の創造的な技術キャリアを目指し、建築デザインや専門技術で活躍する人材を育成します。

ダニーデン 2月 3年 6.0 未定

Bachelor of Design (Fashion)（ファッションデザイン専攻学士課程、レベル7）
国際的なチャンスや業界のコネ作りが可能な本プログラムを通じ、独創的なスタイルやデザイナー意

識の確立を目指します。

ダニーデン 2月 3年 6.0 $21,900^

Bachelor of Design (Product)（製品デザイン専攻学士課程、レベル7）
商工業、地域社会のために役立つ製品やサービス、システムを設計するために、人間重視の持続可能な

方法を学ぶ革新的かつ実践的なプログラムです。  

ダニーデン 2月 3年 6.0 $21,900^

Bachelor of Design (Communication) 
（コミュニケーションデザイン専攻学士課程、レベル7）

グラフィックデザイン、フォトグラフィー、広告、ウェブデザインをはじめとするコミュニケーショ

ンデザインの主要分野を学び、急成長を遂げるグローバルメディア環境で就職するために必要なスキ

ルを培います。 

ダニーデン 2月 3年 6.0 $21,900^

Graduate Diploma in Design（デザイン専攻修士準備課程、専門科目別、レベル7）
専門的なデザイン分野で応用性のある資格を取得し、学士号に重みを加えることができます。応用性

のある技能の向上やスタジオプロジェクト体験を希望するプロのデザイナーや開業者に適したプログ

ラムです。

ダニーデン 2月、7月 1年 6.0 $21,900

Postgraduate Diploma in Design（デザイン専攻準修士課程、レベル8）
学生個人あるいは業界や地域社会の協力者と考案した応用デザイン研究プロジェクトを通じ、研究能

力の向上とデザイン業の発展を目指す学士号取得者に最適です。

ダニーデン 
オークラン
ド

ダニーデン： 
3月、8月
オークランド： 
8月

1年 6.5 $21,900^

Master of Design Enterprise （デザインエンタープライズ専攻修士課程、レベル9）
学生個人のニーズに合わせた業界密着型の研究に参加します。通信教育のご相談にも応じます。

ダニーデン 10月中旬 18ヶ月 6.5 $25,090

Master of Design （デザイン専攻修士課程、レベル9）
多数の学術的創作品を制作し、それらに解説（またはそれに相当するもの）を付けてフォーラムで公

開します。あるいは、学術雑誌への寄稿文の原型となる論文作成によって単位を履修することも可能

です。

ダニーデン 
オークラン
ド

ダニーデン： 
3月、8月 
オークランド： 
8月

1年 6.5 $21,900^

* NZQA最終認可待ち    **コース、レベルまたは学期ごと    ^ 初年度のみ       未定: www.op.ac.nzを参照してください。



接客業
プログラム キャンパス 募集人員 期間 IELTS 受講料

New Zealand Certificate in Cookery（調理技能講習国家修了証、レベル3）
プロ仕様の厨房で優秀な見習い調理師になるための技能を習得します。簡単な料理を作り、基礎技術

（準備、調理、盛り付け）を学びます。

ダニーデン
セントラル
オタゴ

2月、7月 6ヶ月 5.5 $11,250

New Zealand Certificate in Cookery（調理技能講習国家修了証、レベル4）
プロ仕様の厨房で中堅調理師になるための技能を習得します。手の込んだ冷菜、温菜、デザートの調

理法（準備、調理、盛り付け）を学びます。研修用レストランで実践訓練を受け、地元の飲食店で就

業体験を積みます。

ダニーデン
セントラル
オタゴ

2月 1年 5.5 $20,310

New Zealand Certificate in Food and Beverage Service  
(Café Services) (Bar Services)（飲食業接客技能講習国家修了証、カフェ/バー、レベル3）
飲食サービス業界の接客業に必要な技能を習得します。プロのお客様サービスと食品安全について学

び、研修用レストランでの実践体験を通じて、自信を付けていきます。 

ダニーデン 2月、7月 6ヶ月 5.5 $11,250

New Zealand Certificate in Food and Beverage Service (Restaurant Services) 
（飲食業接客技能講習国家修了証、レストラン、レベル4）

飲食業で必要な接客技能のレベルアップを図ります。業界の専門的な知識や経験を深め、研修用レス

トランでの実習と就業体験を通じて実戦経験を積みます。

ダニーデン 7月 6ヶ月 6.0 未定

New Zealand Diploma in Cookery (Advanced)（上級調理技能国家ディプロマ、レベル5）
プロ仕様の厨房で上級調理師に必要な知識と技能を習得し、監督や厨房管理の技術も学びます。上級

専門分野として、調理全般あるいはパティスリーのいずれかを選びます。

セントラル
オタゴ

2月 1年 5.5 $20,310

National Diploma in Hospitality Management（接客業経営国家ディプロマ、レベル5）*
接客業界の管理職を目指します。経営スキルのほか、接客業、調理、経営、業務通信、営業の原則を

学びます。

ダニーデン 2月 2年 6.0 $20,800^

Bachelor of Culinary Arts （調理学専攻学士課程、レベル7）
南半球唯一のプログラムで資格取得を目指しましょう。シェフ、食品生産者、料理記者、教師、起業

家、プロモーターなどの幅広いキャリアに応用できる知識と技能を習得できます。

ダニーデン 2月 3年 6.0 $22,220^

接客業

料理
調理学
飲食サービス業
接客業経営

* NZQA最終認可待ち    **コース、レベルまたは学期ごと    ^ 初年度のみ       未定: www.op.ac.nzを参照してください。



ビジネス、 
観光、IT
ビジネス
応用経営学、経営管理、
会計、マーケティング、人事管理

観光業

情報技術



プログラム キャンパス 募集人員 期間 IELTS 受講料

Certificate in Foundation Studies（ファンデーションスタディーズ修了証、レベル4）
このプログラムを通じてニュージーランドの学習事情に精通し、学士課程進学に必要なコミュニケー

ション能力を身につけるため、英語力にさらに磨きをかけましょう。様々な体験を通じて、ニュージ

ーランドのビジネス界の内情と文化を理解し、当地の労働環境や生活に溶け込む下地作りができます。

オークラン
ド

3月、6月、 
8月、10月

6ヶ月 5.5 $7,000

National Certificate in Business Administration and Computing 
（事務ㆍコンピュータ処理技能講習国家修了証、レベル3） 

世界中の企業が求める優秀な事務担当者を目指しませんか。事務職の資格や経験がなく、この分野の

就職を希望している方に適しています。

ダニーデン
セントラル
オタゴ
学外施設

2月、7月 6ヶ月 5.5 $9,140

National Certificate in Business Administration 
（事務ㆍコンピュータ処理技能講習国家修了証、レベル4）

事務職のスキル養成：MYOB、上級文書処理、医療事務、事務所管理、給与支払など

ダニーデン
セントラル
オタゴ
学外施設

2月、7月 6ヶ月 5.5 $9,140

New Zealand Diploma in Business（ビジネス国家ディプロマ、レベル6）
会計、業務通信、商法、経営、営業などの分野において、下級管理職に必要なスキルを習得します。

関心のある分野に合わせて専門的な経営能力を形成します。所定の科目を履修した場合、CAANZまた

はNew Zealand Institute of Managementの推奨資格が取得できます。

ダニーデン
オークラン
ド

ダニーデン： 
2月、7月 
オークランド： 
1月、4月、 
7月、10月

2年 6.0 $18,100^

New Zealand Certificate in Tourism（観光実務技能講習修了証、レベル4）
4モジュール制のプログラムを通じて、観光業界で必要とされる技能を習得します。

ダニーデン 2月 6ヶ月 5.5 $9,050

New Zealand Diploma in Tourism and Travel（観光旅行業国家ディプロマ、レベル5）*
観光旅行業界でのキャリアアップを目指す方に適したプログラムを通じ、顧客体験を向上させる方法

を学びます。観光地訪問や招待講演、各地の観光会社訪問などから知識を深めます。  

ダニーデン 2月 1年 6.0 未定

Bachelor of Applied Management (Accounting) 
（応用経営学専攻学士課程：会計、レベル7） 

公認会計士または勅許会計士の免許取得を目指す方に最適なオーストラリアㆍニュージーランド公認

会計士協会の認定プログラムです。事例研究、実務密着型の模擬課題、主要な会計実務プロジェクト

およびその関連研究プロジェクトなどを取り入れ、同業界での実務体験や関係構築に主眼を置いたプ

ログラムです。キャンパスによって、専攻科目が異なる場合があります。 

ダニーデン 
オークラン
ド

ダニーデン： 
2月 
オークランド： 
1月、3月、 
6月、8月、10月

3年 6.0 $18,100^

Bachelor of Applied Management（応用経営学専攻学士課程、レベル7）
専攻科目：ビジネス；変革および変化；イベント経営；人事管理；営業販売；スポーツ経営；戦略的

経営；観光経営； 

幅広い管理職に就く際に役立つ、経営の基礎的な知識と技能を培います。信頼されるビジネス学位を

取得するに相応しい、業界体験を主眼としたプログラムです。

ダニーデン
オークラン
ド

ダニーデン： 
2月、7月 
オークランド： 
1月、3月、 
6月、8月、 
10月

3年 6.0 $18,100^

Graduate Diploma in Hotel Management （ホテル経営修士準備課程）(Level 7)
卓越した管理職としての可能性を追求してみたい野心家向けのプログラムです。経営理論や戦略と実

践的学習の組み合わせによって、取得済みのスキルに磨きをかけ、キャリアの可能性を広げます。

オークラン
ド

1月、3月、 
6月、8月、10月

1年 6.0 $18,100

Graduate Diploma in Applied Management （応用経営学修士準備課程、レベル7）
管理職が職務を遂行する環境について知識と理解を深め、その知識を様々な業界や企業において組織

的な戦略レベルで応用できるようになります。業界密着型の研究プロジェクトやインターンシップを

通じて、貴重な実務経験を得ることができます。

ダニーデン
オークラン
ド

ダニーデン： 
2月、7月
オークランド： 
1月、3月、 
6月、8月、 
10月

1年 6.0 $18,100

プログラム キャンパス 募集人員 期間 IELTS 受講料

Certificate in IT Service and Support（ITサービスㆍサポート技能講習修了証、レベル4）
コンピューター技師としてのキャリアを目指し、PCハードウェアやネットワーク、サーバについて学

びます。当該分野の外部検定試験に備え、Cisco CCNA、Linux、Securityに対する理解を深めます。

ダニーデン 2月 1年 5.5 $20,800

Certificate in Information Technology（情報技術技能講習修了証、レベル4）
コンピュータ処理やソフトウェアについて掘り下げた入門プログラムです。情報技術専攻学士課程や

その他のITプログラムを受講する際に必要な基礎的知識を習得します。

ダニーデン 2月、7月 6ヶ月 6.0 $10,430

Bachelor of Information Technology（情報技術専攻学士課程、レベル7）
広く認められ、信頼される優れた学位であり、国内外で求められる人材を輩出しています。高度の技術

力とIT概念の理論的理解を育み、最終学年では主要な産業プロジェクトに取り組むチャンスがあります。

ダニーデン 2月、7月 3年 6.0 $20,880^

Graduate Diploma in Information Technology（情報技術専攻修士準備課程、レベル7）
ITに関する専門的な知識や技能を集中的に伸ばすほか、専門分野の知識を深められます。習得済みス

キルの向上に最適です。

ダニーデン
オークラン
ド

ダニーデン： 
2月、7月
オークランド： 
1月、3月、 
6月、8月、 
10月

1年 6.0 $20,880^

ビジネス、観光

情報技術

* NZQA最終認可待ち    **コース、レベルまたは学期ごと    ^ 初年度のみ       未定: www.op.ac.nzを参照してください。



園芸、 
農牧業
樹木栽培

ブドウ栽培

運動用地の芝管理

プログラム キャンパス 募集人員 期間 IELTS 受講料

National Certificate in Farming Skills（農牧業実務技能講習国家修了証、レベル3）
セントラルオタゴのハイカントリーを拠点とした実践プログラムを通じて、農牧業従事者を養成します。

セントラル
オタゴ 

2月 1年 5.5 $20,310

National Certificate in Sports Turf Management 
（運動用地の芝管理技能講座国家修了証、レベル4）

ゴルフ場をはじめ、クリケットや各種スポーツの競技場、人工芝管理など、運動用地の芝管理専門家

に対する需要は国内外で伸びています。

セントラル
オタゴ

2月 2年 5.5 $20,850^

National Certificate in Horticulture（園芸技能講習国家修了証、レベル4）
実践面と理論面の指導を受け、園芸をより良く理解します。選択科目：造園施工、持続可能な園芸、

樹木栽培、ブドウ栽培、造園、果実生産、温室栽培、育苗

ダニーデン
セントラル
オタゴ

ダニーデン： 
2月
セントラル： 
2月、7月、 
10月 

1年 5.5 $20,310

Diploma in Horticulture（園芸ディプロマ、レベル5）
園芸分野における実務能力の向上と経営技能の習得に最適なプログラムです。集中的な実習期間を組

み入れ、実際の作業に従事しながら実践力を高めます。

ダニーデン
セントラル
オタゴ
学外施設

2月、7月、 
10月

1年 6.0 $20,310

Diploma in Viticulture（ブドウ栽培ディプロマ、レベル5）
国内有数のブドウ産地で学び、実習見学のチャンスもあります。ブドウ生産には、技術、経営の優れ

た能力が必要です。本プログラムは、国内外で必要とされるこれらの技能を育成します。持続可能な

生産法、有機生産の原則を取り入れ、涼しい気候で育つ良質のワイン用ブドウ生産を軸に学習を進め

ます。

セントラル
オタゴ

2月、5月、 
7月、10月

1年 6.0 $20,310

園芸、農牧業

* NZQA最終認可待ち    **コース、レベルまたは学期ごと    ^ 初年度のみ       未定: www.op.ac.nzを参照してください。



建設工事業

建設
建設管理、設計、積算、石工

工学
自動車、機械、 
土木、電気工事



プログラム キャンパス 募集人員 期間 IELTS 受講料

石工技能講習修了証（レベル4） 
家屋外壁の化粧張り、石造りの小道、壁、暖炉、噴水などの製作工程を学びます。総合
的な実践学習と実習経験から必要な技能を習得します。

セントラル
オタゴ

2月、7月 1年 5.5 $20,310

National Diploma in Construction Management（建設管理国家ディプロマ、レベル6）
National Diploma in Quantity Surveying（積算技能国家ディプロマ、レベル6） 

（建設強化プログラムとして2種の資格取得が可能）

オークラン
ド 
ダニーデン

オークランド： 
1月、3月、 
6月、8月、10月
ダニーデン：
2月

2年 6.0 $20,200^

National Diploma in Construction Management（建設管理国家ディプロマ、レベル6）
建設管理とは、建築事業のプロジェクト管理を意味します。時間、品質、安全性、資源、
リスクの管理と共に、財務管理についても理解を深めます。

ダニーデン 2月 2年 6.0 $20,800

National Diploma in Quantity Surveying（積算技能国家ディプロマ、レベル6）
建設費管理の全側面を学び、国際的に認められる資格を取得します。このプログラムで
は、建築費用の見積作成、調達管理、入札、リスク管理、予算編成およびキャッシュフ
ロー予測、支払要求および認証などの主要科目を取り上げ、プロジェクト管理や調停の
領域へつなげることも可能です。

ダニーデン 2月 2年 6.0 $20,800

Bachelor of Architectural Studies - Architectural Technology*（建築学専攻学士課程－建
築技術）
建築分野の創造的な技術キャリアを目指し、建築デザインや専門技術で活躍する人材を育てます。

ダニーデン 2月 3年 6.0 未定

工学

建設

プログラム キャンパス 募集人員 期間 IELTS 受講料

Certificate in Foundation Studies（ファンデーションスタディーズ修了証、レベル3） 
（工学ディプロマ準備課程）

過去の学歴を問わず、ここからエンジニアの道を進み始めましょう。プログラム修了後は、 

New Zealand Diploma in Engineering（工学国家ディプロマ）へ進級できます。

ダニーデン 2月、7月 6ヶ月 5.0 $6,490

New Zealand Diploma in Engineering - Civil Engineering（土木工学国家ディプロマ、レベル6）
土木工学の工程および理論に関する適切な知識と理解、実践的判断を培い、学習上の成果を実用的か

つ革新的な方法で応用できるようにします。

ダニーデン 2月、7月 2年 6.0 $20,800

New Zealand Diploma in Engineering - Mechanical Engineering  
（機械工学国家ディプロマ、レベル6）

技能優秀な機械技術者を目指してみませんか。本プログラムは機械工学の工程と理論に関する知識と

理解を養います。

ダニーデン 2月、7月 2年 6.0 $20,800

New Zealand Diploma in Engineering - Electrical Engineering 
（電子工学国家ディプロマ、レベル6）

電子工学の工程および理論に関する適切な知識と理解、実践的判断を培い、学習上の成果を実用的か

つ革新的な方法で応用できるようにします。

ダニーデン 2月、7月 2年 6.0 $20,800

Bachelor of Engineering Technology（工学専攻学士課程、レベル7）
幅広い業界で必要とされる工学理論および実践的な応用力を習得し、業界密着型プロジェクトを通じ

て専門分野の理解を深めます。専攻は機械、土木、電子の3分野に分かれます。

ダニーデン 2月、7月 3年 6.0 $20,800

* NZQA最最最最最最    **最最最最最最最最最最最最最    ^ 最最最最最       未未: www.op.ac.nz最最最最最最最最最最



プログラム キャンパス 募集人員 期間 IELTS 受講料

Certificate in Snowsport Instructing 
（スノースポーツ指導技術講習修了証、スキー/スノーボード、レベル4）

ゲレンデから離れられない人に最適のプログラムです。サザンアルプスを教室にカードローナㆍアル

パインㆍリゾートの熟練スタッフが実践指導を行います。

セントラル
オタゴ

5月 18週 5.5 $20,800

Diploma in Outdoor Leadership and Management 
（アウトドア活動のリーダーシップ/経営ディプロマ、レベル5）

技術、専門性、教授法、指導性の面から、様々なアウトドア活動に必要な技能を養成するアクション

満載のプログラムです。

ダニーデン 2月 2年 6.0 $19,000^

Diploma in Applied Sport and Exercise Leadership 
（スポーツㆍ運動応用指導学ディプロマ、レベル5）
スポーツ経営とコーチング、およびパーソナルトレーニングと運動処方の二つの専門分野に分かれて

います。人々が健康な生活を送り、健康やフィットネスの目標を達成するためのお手伝いができるよ

うになります。本プログラムは、就業体験や実習の機会を数多く設けています。

ダニーデン 2月 2年 6.0 $19,000^

Bachelor of Applied Science (Physical Activity, Health and Wellness) 
（応用科学専攻学士課程、身体活動およびヘルス＆ウェルネス、レベル7）
スポーツ科学やヘルス＆ウェルネスへの興味を広げ、関連分野のキャリアや大学院進学へつなげるこ

とができます。

ダニーデン 2月 3年 6.0 $20,030^

Graduate Diploma in Applied Science 
（応用科学専攻修士準備課程、専門科目別、レベル7）
スポーツやヘルス＆ウェルネス業界での就活力アップにつながります。専門分野：身体活動とヘル

ス＆ウェルネス、運動能力と運動解析、身体調整

ダニーデン 2月 1年 6.0 $20,030

スポーツ、アド
ベンチャー
スポーツ
身体活動、ヘルス＆ウェルネス；
経営、コーチング；
パーソナルトレーニング；身体調整；
運動能力、運動解析

アドベンチャー
アウトドアリーダーシップ；
スノースポーツ；雪崩対策

スポーツ、アドベンチャー

* NZQA最終認可待ち    **コース、レベルまたは学期ごと    ^ 初年度のみ       未定: www.op.ac.nzを参照してください。



プログラム キャンパス 募集人員 期間 IELTS 受講料

Graduate Diploma in Sustainable Practice （持続可能な慣行専攻修士準備課程、レベル7）
地域社会や職場で持続可能性分野の推進リーダーとなるべき知識を習得します。持続可
能性が社会、経済、政治、環境に与える影響について考察します。必須集中講座あり。

学外施設 随時 応相談 6.0 $18,100

Graduate Diploma in Professional Practice （専門業務慣行専攻修士準備課程、レベル7）
複雑な職場問題を抱える熟練正社員の方に適したプログラムです。現実問題を学習基盤
として、勤務先や地域社会にとって価値ある重要な業務密着型プロジェクトに取り組み
ます。職場環境で業務を通じて専門知識の向上を図りながら、学術的な資格を取得でき
ます。

ダニーデン
学外施設

応相談 1年 6.5 $18,100

Master of Professional Practice （専門業務慣行専攻修士課程、レベル9）
在住国でのキャリアアップ、またはニュージーランドのビジネス環境で経験を積むチャン
スにつながる特殊プログラムです。学生個人の自己開発や業務革新といった現実的な目標
に的を絞って学習を進めます。本プログラムは、Capable NZがオークランド国際キャン
パスの施設で開講します。

ダニーデン 
オークラン
ド

応相談 2年 6.5 $32,960

持続可能な
慣行
様々な国際問題に対する戦略的ア
プローチの必要性が高まっていま
す。本プログラムはそれらのニー
ズに応え、将来を見据えるプログ
ラムです。

Centre for Sustainable Practice 
（持続可能な慣行推進センター）で

の学習を通じて、現代の企業が直
面する課題やチャンスの理解に努
めるコミュニティーの一員となり、
最善の結果を導き出します。

Capable NZは、正式な資格を持たないま
ま、実社会で膨大な知識や技能を身に付
けてきた人たちの能力を評価します。

www.capablenz.co.nz

キャリア向上の
ための実務資格

CAPABLE NZ
Valuing your experience



オタゴㆍポリテクニック
キャンパス

Wellington

Queenstown

Central 
campus

Dunedin
campus

Auckland
International
Campus

Christchurch

知的好奇
心を刺激
する学習
の機会

希望のキャリアをつかもう！



お問い合わせ

Kerrie Hodgson  
International Market Manager 

（ケリーㆍホッジソン、日本担当国際営業部長）

電子メール kerrie.hodgson@op.ac.nz 
携帯 +64 27 455 7580
電話 +64 3 489 4595

NZ国外からの国際通話 +64 3 477 3014
NZ国内通話 0800 762 786
電子メール international@op.ac.nz
ホームページ www.op.ac.nz

J0
25

49


