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アオテアオラ、ニュージーランド
質の高い教育を安全で多文化的な環境で受けるために、毎年、

数千人もの学生たちが、この美しいニュージーランドにやってき

ます。ニュージーランドは人口が400万人という、世界でも最も

人口密度の低い国のひとつです。この国では、勉強だけでなく、

楽しく親しみやすいライフスタイルを楽しむことができます! オタ

ゴ・ポリテクニックにある3つのキャンパスでは、各キャンパスご

とに異なる経験をすることができます。

本校は、質の高いキャリア志向でトップクラスの教育を提供しており、即戦力の

あるモチベーションの高い、自信に満ちた卒業生たちは、雇用主たちにも気に入

られています。留学を通して、自分が人生に求めるものを掴む最高のチャンスや、

あなたが希望するキャリアを手に入れることができるように、ぜひこの案内書を

ご覧ください! 
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International
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キアオラ & ニュージーランドへようこそ
オタゴ・ポリテックは、楽しく活気に満ちた留学先です!



セントラル・オタゴ
オタゴ・ポリテックのセントラル・オタゴ・キャンパスでは、他にはない学生
体験を提供しています。 ライフスタイルに合わせた学習方法、‘lifestyle 
learning’に飛び込み、独自のプログラムで学び・・・そして、ニュージーラン
ド有数の美しい地域での生活を満喫しましょう。

キャンパス内であろうとキャンパス外であろうと、あなたの留学経験を卓越したものにし
てくれる施設/設備や教育者たちが揃っています。

Phone +64 3 445 9900 | Email central@op.ac.nz | www.central.op.ac.nz

ダニーデン
ダニーデンは、都市部の斬新さと、学び、暮らし、働くのにぴったりの安全
な環境という、優れた部分をあわせ持つ、活気に溢れる学生都市です。
この都市はあらゆるニーズを満たすのに十分な大きさでありつつも、居
心地よく感じるのに十分なこぢんまりとした街です。

ダニーデンに留学し、この都市独自の特色あるスタイル、そして活気に満ちた国際的な
雰囲気を満喫する、毎年増え続ける学生たちの一員になりましょう。ショッピングや素
晴らしい演奏、そして世界各地からの食を提供する食事処などを最大限に活用してみ
ましょう。また、目を見張るような美しい景色や砂浜にも行きやすく、世界でも珍しい野
生生物たちにも出会うことができます。本校のフォース・ストリート・キャンパスは、ダニー
デンの中心街から徒歩ですぐのところにあり、学生地区の真ん中に位置しています。街
の中心にあるカンバーランド・ストリート・キャンパスには、マッサージや美容、ヘアードレ
ッシング、そしてメディア訓練設備/施設などがあります。

Phone +64 3 477 3014 | Email info@op.ac.nz | www.op.ac.nz/Dunedin 

オークランド
オークランド・インターナショナル・キャンパスは、何百艇ものヨットが停
泊する港を持つ”航海の街(City of Sails)”としても知られる、セントラル・
オークランドの中心地にあります。

この街では、様々な文化や国籍の人々が暮らしており、ショッピングや素晴らしい博
物館、劇場、アート・ギャラリーなどあらゆるものが揃っています。オークランドは、
生活の質において世界で3位に、またその住みやすさにおいて8位*にランクづけされ
ています。*2016年度マーサー・クオリティー・オブ・ライフ調べによる

オークランドは、人口160万人から成るニュージーランド最大規模の都市です。この
国のビジネスや産業の中心地でもあり、優れた雇用機会やライフスタイルを提供して
います。

Phone +64 9 309 0301 | Email Auckland@op.ac.nz  | www.op.ac.nz/Auckland

キアオラ & ニュージーランドへようこそ
オタゴ・ポリテックは、楽しく活気に満ちた留学先です!



国際的に評価される資格の数々

オタゴ・ポリテクニックで身につけるスキ
ルの数々は、あなたを世界各地に導いてく
れます。本校では、国際的に評価されるサ
ーティフィケイト、ディプロマ、そして学位プ
ログラムを幅広い分野で提供しています。
数ある中から、英語、ビジネス、マネジメン
ト、工学、応用科学、または観光学などの
分野で資格を獲得してみましょう! オタ
ゴ・ポリテクニックには、100コース以上の
プログラムの選択肢があります。

フレンドリーな留学先

人口が400万人であるニュージーランド
は、世界で最も人口密度の低い国です! 
安全かつ清潔感のある場所で、世界ト
ップクラスの美しい景色に囲まれつつ
留学を経験しましょう。ダニーデン、セン
トラル・オタゴ、そしてオークランドにあ
るオタゴ・ポリテクニックの全キャンパス
には、あなたを温かく迎え入れてくれる
安心な環境が整っており、ここでしかで
きない経験をさせてくれます。

安全で緑豊かな 

ニュージーランドで学ぶ 
安全かつフレンドリーな環境で重要なスキ
ルを学び、質の高い教育を受ける

素晴らしいチャンスの数々

オタゴ・ポリテクニックは、実地型の、
そしてキャリアを重視した教育を提供
するリーダーでもあります。オーストラ
リアレーシア内で、最も高い学生満足
度や達成率を獲得している機関のひ
とつです。何と本校の卒業生の98%が
就職、進学、あるいはまたその両方を
実現しています! 雇用主たちは、国際
的な経験を積んだ人材を求めていま
す。本校で学び、ニュージーランド国
内外でキャリアを成功させるのに有利
な条件を獲得しましょう！



授業料には何が含まれています
か？

授業料はコースにより異なりま
す。また、旅行医療保険や学生
組合の会員費等の追加費用は
含まれていません。費用に関す
る詳しい情報については、www.
op.ac.nz/students/important-
informationをご確認ください。 

オタゴ・ポリテクニックでは出願
費用はかかる？

いいえ、かかりません。

出願はいつ？

プログラムが始まる少なくとも3ヶ
月前には出願することをおすす
めします。

入学条件は？

学部レベルのサーティフィケイト、
ディプロマおよび学位コースへ
の入学は、ニュージーランドのセ
カンダリースクールの修了資格(
日本でいう中・高等学校)、また
はそれに相当する12-13年間の
学校教育に基づいて判断されま
す。また、大学院レベル（グラデ
ュエイト/ポストグラデュエイト）プ
ログラムへの入学には、学部レ
ベル（通常は学士号レベル）を良
い成績で修了していることが求
められます。各国の入学条件に
相当する成績の詳細情報につ
いては、ウェブサイト(www.op.
ac.nz/international/entry-
criteria)をご覧ください。

本校では、あなたがオタゴ・ポリ
テクニックで成功を修めることが
できるか、その可能性を確実な
ものにするため、一つひとつの出
願を個別に審査します。

出願の際に提出が必要な書類
は？

セカンダリースクール、カレッジ
または大学の成績証明書の認
証コピーを英語で提出してくださ

い。第一言語が英語でない場合
は、英語能力検定試験の結果
の提出が求められる可能性が
あります(IELTS, TOEFL, TOIEC
やNCEA Level 2 English の試
験結果など)。

プログラムにより、履歴書やポー
トフォリオなど、その他の書類の
提出が求められる場合がありま
す。

出願方法は？

Yオンラインで出願をすることが
できます。オンラインでの出願に
問題があれば、直接問い合わ
せていただくか、www.op.ac.nz/
applyから出願書のPDFファイル
をダウンロードすることも可能で
す。 

学生ビザの申請などを含む、入
国に関する情報はどこで確認す
ることができますか？

www.immigration.govt.nzのペ
ージで入国条件の詳細、そして
学生ビザの申請方法などをご確
認ください。.

コースを修了するには何年かか
る？

本校の学部課程は修了するの
に通常3年かかります。ディプロマ
の場合は、通常2年、サーティフィ
ケイトの場合には1年です。大学
院課程および大学院の資格取
得コースの場合には、1年から2
年かかる可能性があります。

ニュージーランドに滞在できる
期間はどのくらい？

プログラムに合格し、学生ビザの
条件を満たし続けることができ
れば、ビザを延長することができ
ます。

学生ビザの申請条件および延
長に関する詳しい情報について
は、www.immigration.govt.nzを
ご確認ください。

留学中はどの程度仕事をするこ
とができる？

フルタイムの学生の場合、週20
時間まで働くことができます。最
低賃金は、16歳以上の場合、税
引き前の時給でNZD $15.75で
す。

ニュージーランドに留学中に、ど
の程度仕事をできるかについて
詳しく知るには、www.
immigration.govt.nzをご確認く
ださい。

ニュージーランドでの生活費は
どのくらい？

ニュージーランドは、他の国々に
比べ、そこまで費用がかからな
い国ですが、授業料に加えて日
々の生活費がかかることをお忘
れなく。ニュージーランド移民局
は、留学生1名あたりにかかる年
間の生活費は、あらゆる生活費
を考慮すると少なくとも
NZD$15,000かかるとしていま
す。

ニュージーランドでの生活費に
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: 
https://www.newzealandnow.
govt.nz/living-in-nz/money-
tax/comparable-living-costs

学位を取得した後はどうなる？

就職活動をすることのできる1年
間のジョブ・サーチ・ビザを取得
できる可能性があります。就労ビ
ザや永住権の獲得条件などに
関する詳しい情報について
は、www.immigration.govt.nzを
ご覧ください。

よくある質問 
& 重要事項



オタゴ・ポリテクニックは、ニュージーランドでも一
流の職業能力開発機関であり、公立の三次教育/技
術研究所です。本校は、Cumulus Association (デ
ザイン)やInternational Foundation of Fashion 
Technical Institutes (デザイン)、そしてMetro 
Group (工学)などを含む、数多くの国内外のネット
ワークや提携先とのつながりをもっています。

また、本校では、資格取得の一環として、様々な興
味深い「実社会」プロジェクトに学生たちを参加さ
せることにより、業界に関わるチャンスを提供してい
ます。優秀な卒業生たちを輩出してきた伝統のある
学校でもあります。

オタゴ・ポリテクニックに留学し、素晴らしい経験をつみ、
キャリアでの成功に備える手助けをさせてください! 

資格

オタゴ・ポリテクニックは、質の高い教育機関です。本校の資格は、
ニュージーランド国内、そして世界中で広く評価されており、そのプ
ログラムは、国際的なキャリアでの成功に備えさせてくれます。

本校はその業績において、政府から可能な限り高い評価を受けて
います。つまり、本校の教育の質に信頼を寄せてもらうことができる
のです。

学習環境

実践的かつ応用学習を重視した小規模のクラスで学びましょう。本
校の講師陣の多くが、各専門分野で様々な経験を積んでいるため、
彼らのノウハウや業界の最新知識を得ることができます。本校のア
カデミック・スタッフ全員が、認定された三次教育の資格取得者です
(レベル7、グラデュエイト・ディプロマ以上のレベル)。

オタゴ・ポリテクニックのレクチャーはトップクラスのものです。講
師たちは、ニュージーランド国内の優秀な三次教育の教師たちを

称える栄誉ある賞、Tertiary Teaching Excellence Awardの常連
です。

最近では、本校の7名の講師たちが、調理学、養殖方法、看護学、コ
ミュニケーション・デザインの分野で受賞しています。

オタゴ・ポリテクニックは、学生たちからも愛される大学です。本校
のスタッフと学生間の交流や、教育経験、サポート体制の整った学
習環境は、最新のオーストラレーシアにおける学生調査で首位を獲
得しています!

サポート体制

出願したその瞬間から、卒業するその日まで、あなたが目標を達成
するため、私たちが手助けします。さまざまな近代設備が整っており、
学生たちは全面的なサポートを受けることができます。

経験できること 

ニュージーランドは、学生にとって最高の場所です。綺麗で緑に溢
れており、親しみやすい人たち、そして本当の意味でのコミュニティ
ーの連帯感があります。数多くのレクリエーションや交流アクティビ
ティが3つのキャンパス全てで行なわれており、友達をつくる機会や 
’キウイ’式ライフスタイルを知ることができます。 

ご存知ですか？ 

ニュージーランド政府の調査によると、コースと資格取得の修了率
において、本校は84%と90%という、ポリテクニック部門でもトップ
を走っています。NZQAの2015年度に実施された外部調査およびレビ
ューでは、本校は学業成績や、自分たちの業績の評価能力において、
可能な限り高いレベルの評価を受けています。

本校のトップクラスのプログラム、そして講師陣たちは広く知られて
います。過去10年間で本校の18名の講師たちが、国内でも権威のあ
る賞、Tertiary Teaching Excellence Awardを受賞しています。

最近の調査では、卒業生の雇用主のうち92%が、オタゴ・ポリテクニ
ックの卒業生たちを他の第三次教育機関（大学・職業専門学校）の
卒業生たちと比較した際、同等以上だと評価しています。

本校の多くの学生たちが素晴らしいキャリアを築いているのも納
得ですね!

7,000 7,名+
フルタイムおよびパー
トタイムの学生

100

100

コース+
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卒業生たちが就職、
進学あるいはその
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オタゴ・ポリテクニックで学ぶ理由
質の高い、キャリア志向の教育
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留学生

オタゴ・ポリテクニックは、ニュージーランド政府機関NZQA 

(New Zealand Qualification Authority)が発行した2016年

度の教育服務規程である、留学生の生活保障に関する服務

規程を遵守し、それに従うことに同意しています。

規程については、www.nzqa.govt.nzをご覧ください。

本校への入学条件、およびそれに相当する出身国の資

格などに関する詳しい情報については、www.op.ac.nz/

international/entry-criteriaをご覧ください。 

プログラム/コースのキャンセル

プログラムやコースへの入学は、そのプログラム/コースに十

分な入学者がいることが条件になります。諸条件の全文に

ついては、ウェブサイトwww.op.ac.nz/termsandconditions

をご覧ください。

費用

このプログラムに記載されている授業料は、2017年分の留

学生を対象とした授業料になります。時折、外部の試験や

NZQA試験料、または追加教材費などの追加費用がかかる可

能性があります。

2017年度の授業料はあくまでも目安であり、三次教育委員会

の規則およびガイドラインが適用された後、変動する可能性

があります。 

 

必要とされる英語力 

英語が第一言語でない場合、志望するプログラムに必要とさ

れる英語力の条件を満たす必要があります。各プログラムが

示すIELTS (アカデミック)のスコアが必要とされます。

志望するプログラムで必要とされるIELTSスコアに満た

ない学生向けに、本校では様々なレベルのNew Zealand 

Certificate in English(英語)を提供しています。

これらのプログラムは、学生たちが英語スキルを磨くことが

できるようにデザインされています。また、本校の資格コース

への進学にぴったりのパスウェイでもあります。

基本情報



本校のサービスや施設/設備が、あなたの
オタゴ・ポリテクニックで過ごす時間を
楽しく価値のあるものにしてくれます! 
各キャンパスでは、学生たちのために様
々な交流・レクリエーション活動が一年
を通して行なわれています。 

新入生として新しい生活を始めるのはワクワクすること
であると同時に、やりがいのあることでもあります。オ
タゴ・ポリテクニックへの留学を検討し始めたその瞬間
から、キャンパスに到着するまで、あらゆる質問に答
え、問題や不安を解決します。このサービスは、3つの
全キャンパスで提供しており、電話やメールで利用する
ことができます。

学生アドバイザー

学生アドバイザーは、ダニーデン・キャンパスを拠点と
しており、直接、または電話やメールでいつでも相談す

ることができます。オタゴ・ポリテクニックでの暮らし
で生じるあらゆる個人的な問題や勉強の悩みなどの手助
けをすることが可能で、授業が開講されている期間中
は、継続してサポートを提供しています。

キャリア・サービス

キャリア・サービスでは、専門的なアドバイスを提供し
ており、個々の価値観や目標、興味などに基づき学生た
ちが十分な情報を得たうえでキャリアを決断できるよ
う、その手助けをするため耳を傾けています。キャリア
の選択肢や考えられる進学先、就職申し込み、またはイ
ンタビュー、そしてその他キャリアに関わる様々な相談
することができます! 

キャリア・ガイダンスでは、全体的なアプローチを用い
ています。自分にとって何が大切かよく考えることが、
キャリアの目標に向かって踏み出す次の一歩を決める手
助けになります。

http://studentservices.op.ac.nz/career-counseling/

学生サポート

滞在施設
街の外から通いたいのであれ、同級生たちとフラットシェア
をし、あらゆる経験をしてみたいのであれ、オタゴ・ポリテク
ニックでは、あなたの暮らしにぴったりな滞在先を探し、ま
た継続して滞在施設に関する援助やサポートを行ないます。
暮らす場所は、あなたが受講するプログラムがどのキャンパ
スで提供されているかによります。

留学先を問わず、滞在施設の選択肢には、次のようなものが
含まれます

民間の学生寮でのフラットシェアなど、管理人付き滞在施設
の大部分が家具付きではありませんが、家具付きの滞在先
を選ぶならば、スタジオやホステルなどの滞在施設の選択
肢、例えばYMCAまたはYWCAホームステイで現地の家族と共
に生活する機会などもあります。.

オークランド

住む場所は、オークランドでの学生経験に大きな違いをも
たらします。幸運なことに、オークランド・インターナショナ
ル・キャンパスの近くには、素晴らしい滞在施設の選択肢が
数多くあります。

滞在先を探す際には、自分のニーズや予算にぴったり合う滞
在先を探すための、優れた情報源が数多くあります。手始め
に、OPAIC Student Communityと呼ばれる本校の学生向け
のフェイスブック・グループから始めてみましょう。在籍中の
学生、そして新入生のルームメイトや滞在先探しに関する投
稿をここで行っています。

また、街の中心部には、短期と長期、両方の滞在期間に
適した、留学生向けの人気のあるアパートが多数ありま
す。Empire Apartments www.empire21.co.nz , Princeton 
Apartments www.princeton.net.nz , and Columbia 
Apartments www.columbiaapartment.co.nz  なども、おす
すめの選択肢です。

ダニーデン

ダニーデンでは、管理人付き滞在施設はとても良い選択肢
です。新しい出会いがあり、また多くの食事が提供され、電気
代や電話の貸し出し料金なども、通常は含まれています。こ
の滞在施設の家賃は週$350程度です(最新の家賃について
は、ウェブサイトをご確認ください。)

シティー・カレッジは、ダニーデン北部に位置し、学生地区の
中心にあります。アパート式の滞在施設でフラットメイトたち
と暮らし、共同の食事スペースで食事をとることになります。
シティー・カレッジには、素晴らしいレクリエーション施設や
学習設備が整っています。

サルモンド・カレッジは、本校のダニーデン・キャンパスから
徒歩でわずか15分のところにあります。学習やレクリエーシ
ョンの優れた設備/施設、そして共用の食事スペースなどが
整っています。無料の学習個別指導なども利用可能です。

ガーデン・カレッジは、ダニーデンの全学生たちに開かれて
いる民間の学生寮です。70部屋あり、中には各部屋にバスル
ームや簡易キッチンがついているものもあります。

セントラル

セントラル・オタゴの学生には、幅広い滞在施設の選択肢が
あります。フラットの部屋を借りる、スタジオやホステルに滞
在する、またはホームステイなどの選択肢から選ぶことがで
きます。

詳しい情報については、セントラル・キャンパスに直接お問い
合わせいただくか、下記のウェブサイトをご覧ください。 
https://central.op.ac.nz/students/living-in-central/
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* NZQAの最終認可の対象**各コース、レベルまたはセメスターごと。̂ 1年目のみ              要確認: www.op.ac.nz でご確認ください。

プログラム名 キャンパス 受入れ時期 コース期間 IELTS 授業料

New Zealand Certificate in English Language (レベル4) 
経験豊かな講師陣たちから英語を学び、進学に備えましょう。これらのプログラムは、オ

タゴ・ポリテクニックのアカデミックなプログラムに進学するための、優れたパスウェイ・プ

ログラムです

オークランド 2月および7月
（ダニーデ
ン）
5度の受入れ(
オークランド)

最短3週間;1
セメスタ
ー、フルタ
イムで19週
間

適したレベ
ルにクラス
分けします

$6,680** 

New Zealand Certificate in English Language (プロフェッショナル/アカ
デミック) (レベル5) このコースは、英語圏で自信を持って様々な状況に
効率的に対処できるように英語力を磨くことのできるコースです。身につ
けた英語スキルは、国家資格フレームワーク(National Qualifications 
Framework, レベル6以上)の主要アカデミック・プログラムに進学するた
めの基礎になります。

オークランド 5度の受入れ フルタイム
で19週間

IELTSのアカ
デミックスコ
アが6.0、各要
素のスコアが
5.5以上であ
ること

$6,680** 

英語

プログラム名 キャンパス 受入れ時期 コース期間 IELTS 授業料

応用経営学学士号
基本的な経営に対する理解・スキルを磨き、幅広いマネジメントの役割を果たせる

ようになるコースです。このプログラムは業界での経験が軸となっており、高く評

価されるビジネス学位を取得するとても良い機会を与えてくれます。関連分野での

就労経験がある場合には、Capable NZオプションを受講することもできます。. 

受講可能な専攻分野については、ウェブサイト：www.op.ac.nzをご覧ください。 

オークランド 1月、
3月、
6月、
8月および
10月

フルタイムで3年間 6.0 $18,640 ^

Certificate in Foundation Studies ((レベル4) (ビジネス)
このサーティフィケイトを無事取得すると、本校のビジネス・ディプロマ、または学位プロ

グラムへの入学が保証されます! プロジェクトを主体とする学習を通して、効果的なビジ

ネス書類の作成方法やコミュニケーション方法を知りましょう。 

オークランド・キャンパスを拠点としているプログラムは、留学生のみが受講可能です。

オークランド 3月、
6月、
8月および
10月

フルタイムで1セメス
ター

5.5 $6,680

応用経営学グラデュエイト・ディプロマ 
オフィスをスムーズに、効率的に運営する方法を知りたいですか? それならば、このコー

スは理想的な選択肢です。もし既に経営学の基礎をマスターしているならば、この国内で

高く評価される資格が、さらに上の段階にステップアップする手助けをします。また、経営

学が初めての場合でも運営管理スキルに対する理解を深めることができ、雇用主にとって

貴重な人材に育ててくれます。

入学条件については、ウェブサイトwww.op.ac.nzをご覧ください。

オークランド 1月、
3月、
6月、
8月および
10月

フルタイムで1年 6.0 $18,640

会計学グラデュエイト・ディプロマ
今就いている仕事での昇進を目指している人、そしてより幅広いスキルを身につけ

たい人に役立つ資格コースです。様々な商業的企業の財務実績を計画・記録する能

力の需要は常に高く、会計学に関わる一通りのスキルを身につければ、幅広い機関/

組織で働くことができます。200時間の実践的な業界プロジェクトでは、業界との重

要なつながりや取引関係を築くことができます。入学条件については、ウェブサイ

トwww.op.ac.nzをご覧ください。

オークランド 1月、
3月、
6月、
8月および
10月

フルタイムで1年 6.0 $18,640

ホテル経営学グラデュエイト・ディプロマ
経営分野における自分の可能性を開花させ、大勢のライバルの中で抜きんでようという、

高い目標を持つ人のためにデザインされたコースです。この資格コースでは、あなたが既

に持つスキルをもとに実践とあわせて経営理論・戦略を学ぶことができ、新しいキャリア

の可能性に導いてくれます。オークランド・インターナショナル・キャンパスの留学生のみ

が受講可能なプログラムです。

オークランド 1月、
3月、
6月、
8月および
10月

フルタイムで1年 6.0 $18,640

セールス・マーケティング学グラデュエイト・ディプロマ
ビジネスの成長には、セールスやマーケティングスタッフが不可欠です。そのため、この業

界は非常に高い就職率を誇ります。このグラデュエイト・ディプロマで、今日の競争の激し

いビジネス環境で必要とされるマーケティング、セールススキルを身につけましょう。実社

会でのスキルを提供してくれる経験豊かな講師陣の助言やサポートを役立て、業界の実

践的なプロジェクトに学んだことを応用してみましょう。

オークランド 1月、
3月、
5月、
8月または
10月

1年フルタイム 6.0 $18,640

応用経営学ポストグラデュエイト・サーティフィケイト
応用経営学でポストグラデュエイト資格を取得し、経営的役割への就職の可能性をさらに

高いものにしましょう。柔軟性に富んだこの資格はあなたのキャリアと学習をぴったり合

ったものにしてくれます。この資格は、留学生のみが取得可能です。

オークランド 1月、
3月、
6月、
8月および
10月

1セメスター 6.5 $11,000

応用経営学ポストグラデュエイト・ディプロマ
ビジネスマネジメント、またはビジネス情報システムを専攻するこの資格取得コー

スでは、実験的な学習ストラテジーや反省的実践を通して、現在の管理能力や課題

に対する知識や理解を深め、伸ばすことができます。このオプションは、留学生の

み受講可能です。

オークランド 1月、
3月、
6月、
8月および
10月

1年 6.5 $22,000

ビジネス、観光学
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* NZQAの最終認可の対象**各コース、レベルまたはセメスターごと。̂ 1年目のみ              要確認: www.op.ac.nz でご確認ください。

プログラム名 キャンパス 受入れ時期 コース期間 IELTS 授業料

応用経営学修士号
この資格コースでは、コースワーク、プロフェッショナルプロジェクトおよびコースワーク、

または研究論文の、3つのパスウェイの選択肢を提供しています。プログラムの卒業生たち

は批判的に思考を深め、効率的に問題を解決し、また未来志向で、ビジネスマネジメント

やビジネス情報システムの分野で生じる新たな状況に、経営の専門知識や、指導力に関す

る専門知識や能力を応用することができる人材です。

オークランド 1月、
3月、
6月、
8月および
10月(オー
クランド

1年半、フルタイム 6.5 $33,000

大学院教育を通してキャリアをステップアップさせる準備は整っていますか? あな

たは職場で興味深い課題に直面している経験豊富な専門家ですか? 教育の自由なア

プローチ、そしてニュージーランド国内でもこの種のコースでは初であるこの大学

院プログラムでは、あなたの能力開発や、仕事でのイノベーション目標に重点的に

取組み、あなたの熱意をサポートします。こうした職場での目標が直接、あなたの

学習に活かされることになります。

ニュージーラ
ンド各地の
キャンパス

随時 フルタイムで1年半（
グラデュエイト・ディ
プロマ）、フルタイム
で2年間（修士号）

6.5 グラデュエイト・
ディプロマ: 
$18,640、修士号: 
$33,940 

情報技術（IT）
プログラム名 キャンパス 受入れ時期 コース期間 IELTS 授業料

情報技術(IT)グラデュエイト・ディプロマ 
この新しいプログラムは、留学生向けに組まれたものです。ニュージーランドのIT

およびビジネス環境で効果的に仕事をするのに必要な、専門的スキルを身につけさ

せてくれます。

オークランド 1月、
3月、
6月、
8月および
10月

フルタイムで1年 6.0 $21,500

プログラム名 キャンパス 受入れ時期 コース期間 IELTS 授業料

ホテル経営学グラデュエイト・ディプロマ
経営における自分の可能性を開花させ、大勢のライバルの中で抜きんでようという、

高い目標を持つ人のためにデザインされたコースです。この資格コースでは、あなた

が既に持つスキルをもとに、実践とあわせて経営理論・戦略を学ぶことができ、新し

いキャリアの可能性に導いてくれます。オークランド・インターナショナル・キャン

パスの留学生のみが受講可能のプログラムです。

*プログラム期間や受講可能な場所、指導方法、そして開始時期にも複数の選択肢があります。詳細

については、全情報が記載された案内書をご覧いただくか、直接お問い合わせください。

オークランド. 1月、
3月、
6月、
8月および
10月

フルタイムで1年 6.0 $18,640

ホスピタリティ

プログラム名 キャンパス 受入れ時期 コース期間 IELTS 授業料

New Zealand Diploma in Construction (レベル6) (建設：数量計算)
建築専門家たちの一員に加わり、商業建設や住宅建設プロジェクトの現場を見てみた

いですか? この新しい資格コースは、新卒者を含む、様々な学歴を持った候補者たち

にぴったりのコースです。雇用主たちや業界団体、学術機関、専門家団体などと相談

を重ね、開発されたコースで、非常に優秀な卒業生たちを確実に輩出し、即戦力を身

につけさせてくれるコースです。

オークランド 2月 フルタイムで2年 6.0  $21,420

New Zealand Diploma in Building Surveying (レベル6)(建築測量)
ニュージーランドの専門的な現場で、建築測量技師になりたいですか? それならば、

この資格はあなたにぴったりです!  建築測量分野ですでに働いている人にとっても

理想的なコースです。**開始日については要確認。

オークランド 8月 フルタイムで2年 6.0 $21,420 

貿易、工業
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プログラム名 キャンパス 受入れ時期 コース期間 IELTS 授業料

New Zealand Certificate in English Language (レベル3-4) (英語)
経験豊かな講師陣から英語を学び、進学に備えましょう。このプログラムは、オタゴ・ポリ

テクニックの、他のアカデミック・プログラムに進学するための優れたパスウェイ・プログラ

ムです 

ダニーデン 2月および7月
（ダニーデ
ン）  
5度の受入れ(
オークランド)

最短3週間、
フルタイム
で1セメスタ
ー

適したレベ
ルにクラス
分けします

$6,680** 

New Zealand Certificate in English Language (レベル2)(英語)
進学のためのしっかりとした基礎を身につけましょう。ライティング、計算能力、自

己啓発スキルやコンピュータースキルなどを磨きましょう。このサーティフィケイト

を無事終了すると、レベル3またはレベル4の資格コースに出願

ダニーデン 2月および7月 6ヶ月 英語力を証
明するもの

$6,680**

英語

美容、ヘアードレッシング、マッサージ

プログラム名 キャンパス 受入れ時期 コース期間 IELTS 授業料

Certificate in Beauty Therapy ((レベル4) (美容療法)
このプログラムでは、実際の顧客と向かい合って仕事をし、また最上級の設備や製品に触

れることができます。卒業するとニュージーランドの登録美容セラピストになる条件を満た

す、または進学することができます。

ダニーデン 2月 フルタイムで1年 6.0 $17,950

美容療法・脱毛ディプロマ(レベル5)
このプログラムは、あなたの美容療法のスキルを次の段階までレベルアップさせてくれ、ス

キンケアやボディートリートメントのスキルを向上させてくれます。より大きな責任が伴い、

自分の美容クリニックを経営することもできる、シニア・ビューティー・セラピストになりま

しょう。

ダニーデン 2月 フルタイムで1年 6.0 $17,950

New Zealand Certificate in Hairdressing (Salon Support) (レベル3)(美容：
サロン・サポート)
このサーティフィケイト・コースは、美容師見習い生(ヘアードレッシング)の1年目に相当し

ます。本校の美容トレーニングサロンで実施されるこのコースでは、実際のサロンで働くの

と同じような作業に取組むことになります。

ダニーデン 2月および7月 フルタイムで1年 6.0 $18,490

プロフェッショナル・ヘアードレッシング・サーティフィケイト(レベル3) 

美容コース(ヘアードレッシング)の1年目を終え、継続して学習を続けたいならば、

このプロフェッショナル・ヘアードレッシング・サーティフィケイトの2年目に進学

することができます。

ダニーデン 2月 フルタイムで1年 6.0 $18,490
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健康学、地域社会学

プログラム名 キャンパス 受入れ時期 コース期間 IELTS 授業料

看護学学士号
オタゴ・ポリテクニック看護学コースの卒業生たちは、その優秀さと即戦力から需要

が高く、医療関連職業では、マオリ人やパスフィカ人の看護師たちが特に必要とされ

ています。

ダニーデンま
たはティマル

2月              フルタイムで3
年、パートタイ
ムで最長5年(席
数は限り有)

6.0 $24,730^

New Zealand Diploma in Enrolled Nursing (レベル5) (准看護師)
ニュージーランドの准看護士は、登録看護師の指揮下にある幅広い医療の現場で、看

護ケアや健康教育を提供することになります。准看護師には様々な役割があり、医療

消費者やその家族、様々な領域のチームと協力して仕事をしています。 

ダニーデン 2月 フルタイムで18
ヶ月

6.5 $24,730^

海外の登録看護師向け Competency Assessment Programme (CAP) コー
ス
このプログラムを修了し、専門基準の最高水準にいたるまでの訓練を受けましょう。 

ダニーデン 5月、
7月および
10月

フルタイムで
8-12週間

7.0 $8,025

プログラム名 キャンパス 受入れ時期 コース期間 IELTS 授業料

Certificate in Health (レベル4) (健康学)
このサーティフィケイトは、ギャップを埋めるのに最高の解決策です! ヘルスケアの

専門家は、地域社会の健やかさに貢献する非常にやりがいのある仕事で、人々の暮ら

しに本当の意味で違いを生み出すチャンスがあります。

ダニーデン 2月。必要とさ
れる入学条件
を満たす場合
には、
7月入学が許可
される場合も
あります。

フルタイムで
1年。また、7
月開始の6か
月間のフルタ
イム・コース
もあります。

6.0 $18,490

ストレス管理、スパセラピー・サーティフィケイト(レベル5) 

オンラインでの学習と実践的な集中授業、そして本校のマッサージ・セラピー・クリ

ニックでの臨床経験を組み合わせたこのサーティフィケイト・コースは、応用レベル

のディプロマの1年目にあたります。

ダニーデン 2月 フルタイムで
1年

6.0 $21,050^

応用セラピュティック・マッサージ・ディプロマ(レベル6) 

解剖学と生理学、病理学、評価方法、軟組織法、そしてビジネススキルや専門診療に関する

より高度なスキルや知識を身につけましょう。

ダニーデン 2月 フルタイムで
2年

6.0 $21,050

プログラム名 キャンパス 受入れ時期 コース期間 IELTS 授業料

助産学学士号
この革新的で国際的にも認められる資格を取得すると、ニュージーランドの助産師として登

録することができます。

ダニーデン 1月末 フルタイムで3年 7.0 $30,390^

助産業務ポストグラデュエイト・サーティフィケイト
このポストグラデュエイト・プログラムは、柔軟性に富み、実践を重視するだけでなく、適切

な内容を学ぶことができるため、理想的なプログラムです。助産業務の様々な側面に焦点を

あてた4つのコース(各7週間)を受講し、自分自身の助産業務を批判的に分析し、知識を深

めましょう。 

条件付　問い
合わせ先: 
International@
op.ac.nz

2月、5月、7
月および9月

サーティフィケイ
ト：フルタイムで
半年、（フルタイ
ムでポストグラデ
ュエイト・サーテ
ィフィケイト） 

6.5 $12,910

助産学ポストグラデュエイト・ディプロマ
このディプロマを無事修了すると、助産学修士号に必要な単位数を、半分獲得するこ

とができます。

条件付　問い
合わせ先: 
International@
op.ac.nz

2月、5月、7
月および9月

ディプロマ: フル
タイムで1年（フル
タイム、ポストグ
ラデュエイト・デ
ィプロマ）

6.5 $25,840

助産学修士号
この国際的にも評価されているプログラムは研究を重視しており、助産学ポストグラデュエ

イト・ディプロマで身につけた知識やスキルを基礎とした、より厳しく集中的な学びを提供

しています。このプログラムを修了するには、2つの選択肢があります。

条件付　問い
合わせ先: 
International@
op.ac.nz

2月および7月 フルタイムで2年
間、（フルタイム
でポストグラデュ
エイト・ディプロ
マ）

6.5 $25,840

助産学

看護学
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プログラム名 キャンパス 受入れ時期 コース期間 IELTS 授業料

作業療法学士号
この医療専門職には、幅広い就職機会があります。作業療法師たちは、病
気や怪我、または障害を抱える学校やコミュニティー、病院や個人的なシ
ーン、Primary Health Organisations (PHO)、リハビリ・センター、刑務所、
鉱山など、様々な環境で仕事をします。

ダニーデンま
たはハミルト
ン

2月および7
月**

フルタイムで3年 6.5 $23,780^

作業療法学士号(Honours)
この大学院レベルの資格で専門的な実践力を伸ばし、就職の可能性を増やしましょ

う。ニュージーランド国内や海外での研究志向の仕事、そして作業療法でのさらに責

任を伴う役割などに備えましょう。 

条件付　問い
合わせ先: 
International@
op.ac.nz

2月 フルタイムで1年 6.5 $23,780

作業療法ポストグラデュエイト・サーティフィケイト
臨床推論を明確に表現する力に自信をつけ、治療のさまざまな側面に関する知識を増やし

ましょう。作業療法の人文・科学に関わるアカデミックなスキルを身につけ、自分の知的好

奇心を、自信をもって証明してみましょう。 

2月および7月 フルタイムで半
年

6.5 $13,110

健康学応用実践ポストグラデュエイト・サーティフィケイト (専門) 
このハイレベルなプログラムは、作業療法士である人、そしてそうでない人の両方

が、作業療法学部でポストグラデュエイト・サーティフィケイトを取得できるよう

に、開発されたものです。

2月および7月 フルタイムで6か
月

6.5 $13,110

作業療法ポストグラデュエイト・ディプロマ
作業療法ポストグラデュエイト・サーティフィケイトで身につけたスキルをもとに、自分が

選択した分野に関する応用知識を身につけ、キャリアの可能性を高めましょう。

2月および7月 フルタイムで1年 6.5 $26,220

作業療法修士号
作業療法修士号コースは、国際的に作業療法を実践するのに関連した知識やスキルを指導

する、優れた資格コースです。適切な経験を積むことにより、作業療法におけるより責任の

伴う役割を担うことができたり、政策や研究などの分野に関わることができます。

2月および7月
（また、相談
可）

フルタイムで2年 6.5 $26,220

作業療法
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プログラム名 キャンパス 受入れ時期 コース期間 IELTS 授業料

社会福祉学学士号
キャリア関連業務やカウンセリング、メンタルヘルス、障害者支援に特化するか決める前

に、1年かけて分野に関する様々な要素の基礎固めをしましょう。出願時には、どの分野に

最も興味を持っているか示す必要がありますが、1年目の終りまでには、正式に専門を選ぶ

ことは求められません。

ダニーデン 2月 フルタイム
で3年

6.5 $22,580^

社会福祉サーティフィケイト (レベル4) (専門)
この資格コースを活用し、社会福祉分野で働くのに必要とされる実践的な知識やスキルを

身につけましょう。現地の業界のニーズや国の戦略と足並みを揃えたこのサーティフィケイ

ト・コースには、3つの国家資格が組み込まれており、専門的な知識とともに一般的な福祉・

アカデミックスキルを磨くことができます。メンタルヘルス、障害者支援、または社会福祉

事業サポートから、どの専門分野を専攻するか選んでみましょう。 

ダニーデン 2月 フルタイム
で1年

5.5 $21,420^

プログラム名 キャンパス 受入れ時期 コース期間 IELTS 授業料

幼児学サーティフィケイト (レベル3)
子供達と働くことは、やりがいや挑戦に満ちた、楽しく多様性のある仕事です。この入門プ

ログラムでは、重要なスキルや知識を得る手助けをすることにより、幼児学関連の仕事に必

要とされるさらに高い水準での学習に備えさせてくれます。  

ダニーデン 2月 フルタイム
で1年

5.5 $15,680

社会福祉事業

教育学

プログラム名 キャンパス 受入れ時期 コース期間 IELTS 授業料

Certificate in Film and Television (レベル4) (映画・テレビ)
この実践的なプログラムでは、今日の刻々と変わるテレビ放送に合ったマルチスキル・アプ

ローチを取り入れています。映画、テレビ・コンセプトや制作に関する理論と技術的なスキ

ルの両方を学ぶことができるのです。

ダニーデン 2月 フルタイム
で1年

5.5 $16,650

デジタル写真サーティフィケイト(レベル5)
趣味やクリエイティブな才能を、自分が愛してやまないキャリアへと変えてみましょう。写真

はますます利益を上げることのできる、面白いキャリアの選択肢になっており、世界各地に

広がるダイナミックな業界での雇用につながる可能性があります。

ダニーデン 2月 フルタイム
で1年

5.5 $18,160 

デジタル写真ディプロマ(レベル6)
このプログラムでは、商業写真家として成功を収めるのに必要なスキルや技術的な知識、そ

してクリエイティブな表現方法を身につけることができます。

ダニーデン 2月 フルタイム
で1年

5.5 $18,920

視覚芸術学士号
この学位コースでは、クリエイティブな考え方を持った制作者になるため、そして現地、ニュ

ージーランド国内、国際的な舞台において活動的なエージェントになるための方法を伝授

します。

ダニーデン 2月 フルタイム
で3年

6.0 $22,010^

視覚芸術学学士号(Honours)
視覚芸術学学士号(Honours)は、その歴史や、現代のその分野における約束事な
どについて、学部レベルで学んだことをさらに磨く機会を提供します。

ダニーデン 2月および7月 フルタイム
で1年

6.5 $25,090

芸術



* NZQAの最終認可の対象**各コース、レベルまたはセメスターごと。̂ 1年目のみ              要確認: www.op.ac.nz でご確認ください。

Page 17  

プログラム名 キャンパス 受入れ時期 コース期間 IELTS 授業料

視覚芸術学グラデュエイト・ディプロマ
すでに学位を取得しており、美術のスキルをさらに磨きたいのであれば、このプログ

ラムが、各自の目標や必要としていることに合わせてカスタマイズできる、集中的な

学習を続けるためのチャンスを提供します。

ダニーデン 2月 フルタイム
で1年

6.0 $22,010

視覚芸術学ポストグラデュエイト・サーティフィケイト
大学院レベルの学習をスタートさせたいあなたには、この構成のしっかりとしたプログラム

がぴったりです! 批評的な視点をもってスタジオを拠点とした作品群を制作し、関連する研

究方法論についての一通りの小論文をこなしてみましょう。 

ダニーデン 2月および7月 フルタイム
で半年

6.5 $12,920

視覚芸術学ポストグラデュエイト・ディプロマ
オリジナルの展示会やそれに関連した執筆課題などを通して、自分の専門分野に関連する

専門的スキルや技術、そしてコンセプチュアル・スキルを磨き、習得し、より幅広いキャリア

の選択肢につなげてみましょう。

ダニーデン 2月および7月 フルタイム
で1年

6.5 $25,840

視覚芸術学修士号
教育やアートおよびデザイン、アート・マネジメント、編集・キュレーションなど、多様な業界

で重要視されている、応用可能なスキルを身につけましょう。

ダニーデン 3月および7月 フルタイム
で1年

6.5 $25,840

美術修士号
美術修士号は、作品制作や執筆などに力を入れた、国内外の基準を照準とした応用研究学

位です。

ダニーデン フレキシブル フルタイム
で2年

6.5 $25,840^

施釉理論および実践コース
熱が個々の作品に及ぼす影響や、窯業用の釉薬を製造するのに用いられる原料の数々につ

いて学ぶことができます。

条件付　問い
合わせ先: 
International@
op.ac.nz

随時 2年で2つの
ステージを
修了; 各ス
テージ150時
間

受付中 $ 2,510 (各ステージ) 

プログラム名 キャンパス 受入れ時期 コース期間 IELTS 授業料

クリエイティブ学サーティフィケイト
デッサンやミクスト・メディア、創作プロセス、デジタルデザインについての基礎を身につ

け、アートやデザインを中心とした様々なスタジオ・コースを選択してみましょう。

ダニーデン 2月 フルタイム
で1年

6.0 $21,420

ファッション学サーティフィケイト(レベル4)
デザイン学士号（ファッション）を専攻する、あるいはファッション業界において機械工見

習いや制作アシスタントとして就職するのに必要とされるスキルや知識、そして業界の実情

を把握しましょう。

ダニーデン 7月 フルタイム
で1セメスタ
ー

6.0 $10,740

建築学学士号(建築技術)または（内装建築）
建築デザインや建築業界でのキャリアを目指すのに必要なスキルを身につけましょ

う。このプログラムでは、非常に実践的かつ本物の学習経験を提供しており、定評の

ある建築事務所への就職や、建築士になるための進学に備えることができます。

ダニーデン 2月 フルタイム
で3年

6.5 $22,550

デザイン学士号（コミュニケーション）
グラフィック・デザインや写真、広告・ウェブデザインなどを含むコミュニケーション・デザ

インの主要な分野について学び、刻々と広がる国際的なメディア環境でのキャリアを目指

すのに必要なスキルを身につけましょう。関連分野での就労経験がある場合、Capable NZ

オプションを選択することもできます。

ダニーデン 2月 フルタイム
で3年

6.0 $22,550^

デザイン学士号（ファッション）
国際的に評価されるこの資格コースで、スキル、そして即戦力のあるファッションの

専門家になりましょう。このトップクラスのファッション分野の学位は、国際的な機

会、業界とのつながり、そして本当の意味で各個人のスタイルやデザイナーとしての

アイデンティティーを磨くチャンスがあるコースとして広く認められています。

ダニーデン 2月 フルタイム
で3年

6.0 $22,550^

デザイン学士号（プロダクト） 
ニュージーランドの最も革新的で進歩的なプロダクト・デザイン・スクールが提供するこの

実践的な資格コースを始め、刺激に満ちた多様性豊かなキャリアに備えましょう。

ダニーデン 2月 フルタイム
で3年

6.0 $22,550^

デザイン



* NZQAの最終認可の対象**各コース、レベルまたはセメスターごと。̂ 1年目のみ              要確認: www.op.ac.nz でご確認ください。

Page 18

プログラム名 キャンパス 受入れ時期 コース期間 IELTS 授業料

調理学学士号
資格コースを始めてみましょう - シェフや食料生産職人、フード・ライター、教師、起業

家、プロモーターやその他にも数多くのキャリアに備えさせてくれる、南半球でたったひと

つのコースです!学習経験ファシリテーション・プロセスでの審査を経た、関連分野での就

労経験がある人向けの選択肢も用意されています。

ダニーデン 2月 フルタイム
で3年

6.0 $22,880^

デザイン学士号(Honours)
学部課程で優秀な成績を収めたならば、この大学院レベルの資格は、研究手法やプロ

フェッショナルなデザインに対する知識を広げ、深める絶好の機会です。このプログ

ラムでは、大学院への進学、またはクリエイティブなデザインの指導的な役割への就

職に十分に備えたうえで卒業することができます。

ダニーデン 2月 フルタイム
で1年

6.5 $22,550

デザイン・グラデュエイト・ディプロマ(専門)
あなたの学位を、デザインの専門分野でさらに完全なものにするため、応用レベルの

資格を取得しましょう。プロのデザイナーや実践者で、自分の応用スキルやスタジオ

でのプロジェクト経験をさらに磨きたい人に、ぴったりのコースです。

ダニーデン 2月および7月 フルタイム
で1年

6.0 $22,550

デザイン・ポストグラデュエイト・サーティフィケイト
この資格コースは、指導型の学習環境で大学院レベルへといざなってくれます。デザ

インの研究手法、そしてプロのデザイン環境に対する知識や理解を深め、伸ばしまし

ょう。卒業生たちは、本校のデザイン・ポストグラデュエイト・ディプロマ*、また

はデザイン・エンタープライズ修士号などの資格コースへの進学、あるいは様々なク

リエイティブ/デザイン・マネジメント職への就職に備えることができます。

ダニーデン 2月 フルタイム
で1セメスタ
ー

6.5 $11,270

デザイン・ポストグラデュエイト・ディプロマ
自分で一から作る、あるいは業界や地域社会の提携先との連携で組み立てる応用デザ

イン研究プロジェクトを通して、研究スキルや専門的なデザインをさらに深め、伸ば

したい大学院生にぴったりのコースです。卒業生たちは、デザイン修士号*またはデ

ザイン・エンタープライズ修士号など大学院課程への進学、あるいはデザインやデザ

イン・マネジメント分野でのキャリアに十分に備えることができます。

ダニーデン 2月 フルタイム
で1年

6.5 $22,550

デザイン・エンタープライズ修士号
あなたのニーズに合わせカスタマイズできる、業界を主体とした研究に取り組んでみ

ましょう。通信教育などの選択肢も、交渉次第でできる可能性があります。

ダニーデン 2月 フルタイム
で18ヶ月 

6.5 $38,760 (18ヶ月) 

デザイン修士号
この優れた資格コースでは、公開フォーラムで発表し、注釈や同様のもので補足する

ような、重要かつ学術的/クリエイティブな研究を発展させることができます。ある

いは、学術論集への投稿論文の元となるような論文を執筆し、このプログラムを修了

することもできます。 

ダニーデン 2月 フルタイム
で1年

6.5 $22,550

プログラム名 キャンパス 受入れ時期 コース期間 IELTS 授業料

テレビ・映画学サーティフィケイト(レベル4)
この実践的なプログラムでは、今日の刻々と変わるテレビ放送に合ったマルチスキ

ル・アプローチを取り入れています。映画、テレビ・コンセプトや制作に関する理論

と技術的なスキルの両方を学ぶことができるのです。

ダニーデン 2月 フルタイム
で1年

5.5 $16,650 

National Diploma in Journalism (レベル5) (ジャーナリズム：マルチメディ
ア) 
あなたがもし時事、地方、国内、国際ニュースに興味があるなら、また多岐にわたる教育

や、人々に興味があるならば、そして研究心やプレッシャー下でも働く能力があれば、これ

らの強みをジャーナリズムでのキャリアに結びつけることができます

ダニーデン 2月 フルタイム
で1年

6.0 $16,130 

デジタル写真サーティフィケイト(レベル5)
趣味やクリエイティブな才能を、自分が愛してやまないキャリアへと変えてみましょ

う。写真はますます利益を上げることのできる、面白いキャリアの選択肢になってお

り、世界各地に広がるダイナミックな業界での雇用につながる可能性があります。

ダニーデン 2月 Oフルタイム
で1年

5.5 $18,160 

デジタル写真ディプロマ(レベル6)
クライアントとの働き方や、スタジオ内外でどのように高度な照明テクニックやポストプロダ

クション技術を用いるか、また、ファイルを最大限に活用する方法を学びます。

ダニーデン 2月 フルタイム
で1年

5.5 $18,920 

メディア学
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プログラム名 キャンパス
受入れ時

期
コース期間 IELTS 授業料

調理学学士号
このプログラムはあなたにぴったりです! 専門調理師コースの卒業生たちは、世界各

地の様々な業界で必要とされています。

ダニーデン 2月 フルタイムで3年 6.0 $22,880^

学習経験評価(Assessment of Prior Learning)を通した調理法学士号
本校の学習経験評価(APL: Assessment of Prior Learning)は、正式な資格コースに相当

する知識があるかどうかを測るサービスです。この評価プロセスは、現在職に就いている人

にとって特に重要なプロセスで、ホスピタリティ業界で既にかなりのスキルや経験を積んで

いるならば、この選択肢をおすすめします。

ダニーデン 2月 1年 6.0 約 $28,600

New Zealand Certificate (レベル3) (調理)
しっかりとした基本的な料理スキルは、料理人やシェフのプロとしての評判を築き上

げる基礎になります。

ダニーデン 2月および
7月

ダニーデン – フルタ
イムで1セメスター

5.5 $11,580

New Zealand Certificate (レベル4) (調理)
コックからシェフになる旅を始めてみましょう。本校のトレーニング・キッチンで実

地訓練や実践的な料理の訓練を十分に受けることができ、また就労経験の機会もある

この資格は、調理プログラムのレベル3であなたが身につけたスキルを向上させてく

れます。

ダニーデン 2月 フルタイムで1年 5.5 $20,910 

New Zealand Certificate (レベル3) (飲食サービス) (カフェサービス)(
バー・サービス)
ホスピタリティ業界のバーやカフェ部門で働くのに必要な必須スキルを身につけてみ

ましょう。本校のカフェ・レストラン現場訓練設備では、貴重な実地訓練を受けるこ

とができ、業界就労体験の際に学んだことを実践することができます。

ダニーデン 2月および
7月

1セメスター 5.5 $11,580 

ホスピタリティ
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プログラム名 キャンパス
受入れ時

期
コース期間 IELTS 授業料

New Zealand Certificate (レベル4) (飲食サービス) (レストラン・サービス)
あなたの飲食スキルを次の段階にレベルアップ させてみましょう。業界に関する知識、そし

てノウハウを磨き、本校のトレーニング用レストランや就労経験(ワークプレイスメント)で

実経験を積み重ねることができます。

ダニーデン 7月 フルタイムで1セメス
ター

5.5 $11,580 

New Zealand Diploma (レベル5)(ホスピタリティ・マネジメント)
ホスピタリティ・マネジメントを仕事にしたいですか? このプログラムでは、レストランやバ

ー、カフェ、宿泊施設やホテル、ケータリングなど、様々なホスピタリティ部門での後輩/研

修生への対応方法や、スーパーバイザーやチームリーダーなどの役目に取組む際に必要と

されるスキルや特性などを身につけることができます。

ダニーデン 2月 フルタイムで1年 5.5 $21,500 

プログラム名 キャンパス 受入れ時期 コース期間 IELTS 授業料

New Zealand Certificate in Tourism (レベル4) (観光学: オペレーション)
Tこの刺激に満ちた実践型のサーティフィケイト・コースでは、旅行先としてのニュージーラン

ドに関する深い知識を通して、観光客に質の高い経験を提供するスキルを身につけさせてく

れます。現地の業界訪問に参加し、展示会を企画し、世界でもよく知られるニュージーランド

の冒険心がかき立てられる中心地、クイーンズタウンへ実地見学に行ってみましょう。

ダニーデン 2月および 
7月

1セメスター 5.5 $9,320 

New Zealand Diploma in Tourism and Travel (レベル5) (観光・旅行)
観光および旅行業界で、監督者の立場に就いてみたいですか? それならば、この資格コース

はあなたにぴったりです! 積極的なサポートするプロセスを効率的に実行する方法や、訪問

者のエクスペリエンスを向上させる方法、現地や国内の、そして国際的な観光運用環境を評価

する方法を学びましょう。観光地域への現地調査旅行、ゲスト・スピーカーや現地の観光企

業への訪問などを通し、知識を蓄え、理論と実践をつなぎ合わせることができます。

ダニーデン 2月 フルタイムで1年 5.5 $18,640

応用経営学学士号
様々なマネジメントの役割への就職を実現するため、経営に対する基本的な理解やスキルを磨きましょう。

このプログラムは、業界での経験を軸としているため、学生にとっても、評判の高いビジネス学位を取得する

絶好のチャンスでもあります。関連分野での就労経験がある場合は、Capable NZのオプションを選択するこ

ともできます。

ダニーデン 2月および 
7月

フルタイムで3年 6.0 $18,640 ^

応用経営学学士号（会計学）
この資格は、Chartered Accountants Australia and New Zealand (Chartered 

Accountants ANZ)に認定さている資格で、公認会計士、または准公認会計士になるために学

んでいる人に理想的なコースです。事例研究や、職場を主体とした課題や集中課題、そして会

計監査のための主要な業界プロジェクトや、関連研究プロジェクトが組込まれているこの実践

的な資格コースは、業界とのつながりや、業界での経験を軸としています。

ダニーデン 2月 フルタイムで3年 6.0 $18,640^

ビジネス・ニュージーランド・ディプロマ（レベル5）
この業界関連の資格で、ビジネスの様々なオペレーション業務を効率的に上手くこなすため

に必要なスキルを獲得してみましょう。貴重な社員になるため、能力や知識を身につけ、組織

に入った初日から貢献できる人材になる、またはより高いレベルでの学習・能力開発に備えま

しょう。

ダニーデン 2月 フルタイムで1年 5.5 $18,640 

New Zealand Certificate in Business  (レベル3) (ビジネス：管理、テクノロジ
ー)
国内でも評価されるこのプログラムは、一般管理業務やデータ入力、受付係、またはカスタマ

ーサービスなどの分野ですでに働いている、またはこれからそうした仕事に就く人にとって

理想的なプログラムです。

ダニーデ
ン、セント
ラル・オタ
ゴ

2月および 
7月

フルタイムで1セメス
ター

5.0 $9,410

New Zealand Certificate in Business  (レベル4) (ビジネス：管理、テクノロジ
ー)
オフィスをスムーズかつ効率的に運営するにはどうしたらよいのか知りたいですか？それなら

ば、このコースは理想的な選択肢です。すでにビジネス管理の基礎を習得済みであれば、ニュ

ージーランド国内で評価されるこの資格コースで、さらに上のシニア・レベルにまでステップ

アップすることができます。また、管理業務は初めてであれば、このコースで、アドミニストレ

ーションやマネジメント・スキルをより良く理解することができ、そのため雇用主にとって貴重

な人材になることができます。

ダニーデ
ン、セント
ラル・オタ
ゴ

2月および 
7月

フルタイムで1年 5.5 $9,410

ファウンデーション・スタディーズ・サーティフィケイト(レベル4)(ビジネス)
このサーティフィケイトを無事修了すると、ビジネス・ディプロマ、または学位プログラムへの

進学が保証されます! プロジェクトを通した学習で、ビジネス書類の作成やコミュニケーショ

ンを効率的に行う方法を知ることができます。

ダニーデン 2月および 
7月

フルタイムで1セメス
ター

5.5 $6,680

応用経営学グラデュエイト・ディプロマ 
オフィスをスムーズかつ効率的に運営するにはどうしたらよいのか知りたいですか？それならば、このコース

は理想的な選択肢です。すでにビジネス管理の基礎を習得済みであれば、ニュージーランド国内で評価され

るこの資格コースで、さらに上のシニア・レベルにまでステップアップすることができます。また、管理業務は

初めてであれば、このコースで、アドミニストレーションやマネジメント・スキルをより良く理解することがで

き、そのため雇用主にとって貴重な人材になることができます。

ダニーデン 2月および 
7月

フルタイムで1年 6.0 $18,640

ビジネス、観光
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プログラム名 キャンパス 受入れ時期 コース期間 IELTS 授業料

会計学グラデュエイト・ディプロマ
今就いている仕事での昇進を目指している人、そしてより幅広いスキルを身につけたい人に役立つ資

格コースです。様々な商業的企業の財務実績を計画・記録する能力の需要は常に高く、会計学に関わ

る一通りのスキルを身につければ、幅広い機関/組織で働くことができます。200時間の実践的な業界

プロジェクトでは、業界との重要なつながりや取引関係を築くことができます。入学条件について

は、ウェブサイトwww.op.ac.nzをご覧ください。

ダニーデン 2月 フルタイムで1年 6.0 $18,640

イベントマネジメント・グラデュエイト・ディプロマ
楽しいパーティーや情報に富んだイベントを企画すること、そして整理整頓が得意ですか? 新

たなチャレンジや毎日に変化がある仕事に取組むのは好きですか? それならば、イベントマネ

ジメントでのキャリアはあなたにぴったりかもしれません。このプログラムで、イベントや会議

を計画、組織、プロモーションし、運営するのに必要なスキルを全て身につけ、様々な機関や

コミュニティー、団体や個人のために働いてみましょう。200時間の実践的な業界プロジェクト

では、業界やビジネスとのつながりを築くことができます。

ダニーデン 2月 フルタイムで1年 6.0 $18,640

人的資源管理学グラデュエイト・ディプロマ
マネジメント/リーダーシップ的な役割を担う人たち、あるいはこれらの役割における能力を

向上させたい、または人的資源管理分野におけるキャリアをスタートさせたい人に役立つコー

スです。人材コーディネーター、アドバイザー、チーム・リーダーや管理者、業務マネージャー

で就職するなど、様々な機関や環境、業界で働くことができます。実践的な業界プロジェクト

での累積的な学習に応募し、貴重な業界とのつながりや取引関係を構築してみましょう。

ダニーデン 2月 フルタイムで1年 6.0 $18,640

セールスおよびマーケティング学グラデュエイト・ディプロマ
ビジネスの成長には、セールスやマーケティングスタッフが不可欠です。そのため、この業界は

非常に高い就職率を誇ります。このグラデュエイト・ディプロマで、今日の競争の激しいビジ

ネス環境で必要とされるマーケティング、セールススキルを身につけましょう。実社会でのス

キルを提供してくれる経験豊かな講師陣の助言やサポートを役立て、業界の実践的なプロジ

ェクトに学んだことを応用してみましょう。

ダニーデン 2月 フルタイムで1年 6.0 $18,640

スポーツマネジメント学グラデュエイト・ディプロマ
この独自の資格コースは、あなたのビジネスセンスを得意分野のスポーツと組み合わせ、スポ

ーツ業界でマネジメントのキャリアを手に入れる方法を学ぶチャンスです。リーダーシップ・ス

キル、関連方針や法律に対する理解を深め、スポーツ・イベントを上手く運営する方法を学

び、実践的な業界プロジェクトに取組んでみましょう。幅広く多様性のある業界でもあり、一人

ひとりがこうした一通りのスキルを身につけていれば、様々な機会に富んだ業界でもありま

す。ファシリティ・マネジメント、ハイパフォーマンス・スポーツ、イベント管理、スポーツ開発、

またはスポーツ・スポンサーシップなどの就職機会があります。

ダニーデン 2月 フルタイムで1年 6.0 $18,640

戦略マネジメント・グラデュエイト・ディプロマ
学位コースを修了する必要はなくとも、幅広い様々な職歴を持ち、スキルアップをし、目標と

するマネジメント資格の取得を目指す人たちにおすすめのコースです。事業が運営される戦略

的な環境を分析し、適切に対応する方法を学び、そして実践的な業界プロジェクトに参加しま

しょう。この資格は、政府機関やNGO、あるいは民間企業のマネージャーやディレクター、ま

たは組織のリーダー的立場への就職に導いてくれます。

ダニーデン 2月 フルタイムで1年 6.0 $18,640

持続的慣行学グラデュエイト・ディプロマ
コミュニティーや職場の持続的リーダーシップを促進し実行するための知識を身につ

け、また、持続可能性と社会、経済、政治、環境との結びつきについて考察してみまし

ょう。必須の集中授業を受講することが条件となります。

オンライン 随時 フルタイムで1年 6.0 $18,640 

観光マネジメント学グラデュエイト・ディプロマ
この資格は、あなたのキャリアの可能性を高めることができ、また世界へのパスポート

にもなります! 様々な旅の方法がより利用しやすくなるにつれ、観光客数は増えてお

り、画期的な様々な観光事業が生まれています。同様に、ニュージーランド国内外の資

格取得者たちには、数多くの就職機会がもたらされています。このプログラム期間中、

観光業や事業について学び、観光機関での実践的な研究プロジェクトを終えることによ

り、業界の雇用主たちとの貴重な関係性を築くことができます。

ダニーデン 2月 フルタイムで1年 6.0 $18,640
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プログラム名 キャンパス 受入れ時期 コース期間 IELTS 授業料

情報技術学士号
レベルの高い技術/問題解決スキル、そしてしっかりとしたIT概念の理論的解釈を、この実

践的な学位コースで磨きましょう。情報技術学士号は、あなたを様々なところへ導いてくれ

ます!

ダニーデン 2月および 
7月

フルタイムで3年 6.0 $21,500^

New Zealand Certificate (レベル4)* (ITエッセンシャルズ)
コンピューターやソフトウェアに関する徹底的な手ほどきを受けましょう。この資格

コースでは、情報技術学士号や、その他のITプログラムに入学するのに必要な基礎を

身につけることができます。

ダニーデン 2月 フルタイムで1セメス
ター、パートタイムで
1年

5.5 $10,740

New Zealand Certificate (レベル3) (中級ユーザー) (コンピューター学)
実践的な経験を積み、ITの基礎スキルをしっかりと身につけたいですか? コンピュー

ター分野の様々なテーマについて学び、ITスキルを磨き、業界に関する知識を身につ

けましょう。このプログラムでは、New Zealand Certificate (レベル4)* (ITエッセ

ンシャルズ)、またはその他のそれに相当する資格コースに入学するのに必要とされ

る知識やスキルを学ぶことができます。(*最終承認段階)

ダニーデン 2月および 
7月

フルタイムで1セメス
ター

5.0 $10,740

情報技術グラデュエイト・ディプロマ(レベル7)
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、コミ

ュニケーションやビジネス、またはネットワーク、オペレーティング・システムに関

するITの専門知識を増やし、コンピュータースキルを磨きましょう。オンライン学習

の選択肢については、プログラム・マネージャーにご相談ください。

ダニーデン 2月および 
7月

フルタイムで1セメス
ター

6.0 $11,020

情報技術グラデュエイト・ディプロマ
ITに関する専門知識を集中的に磨く、あるいは専門分野に関する知識を増やしたいで

すか?  この資格コースは、あなたのスキルを次のレベルに連れて行ってくれます! 

オンライン学習の選択肢については、プログラム・マネージャーにご相談ください。

ダニーデン 2月および 
7月

フルタイムで1年 6.0 $21,500

情報技術（IT）

プログラム名 キャンパス 受入れ時期 コース期間 IELTS 授業料

専門実務修士号、または専門実務グラデュエイト・ディプロマ
大学院教育を通して、キャリアをさらにレベルアップさせる準備はできていますか? 職場で興

味深い課題に直面する経験豊かな専門家ですか? 教育への自由なアプローチをとる、この種

のプログラムではニュージーランド初のこの大学院プログラムは、あなたの進歩や仕事にお

ける新たな目標を重視することにより、あなたの目標をサポートします。こうした実社会での

目標は、あなたの学習の基礎として使われます。

ニュージー
ランド各地
のキャンパ
ス

随時 フルタイムで1年(グラ
デュエイト・ディプロ
マ)、フルタイムで2年
(修士号)

6.5 グラデュエイ
ト・ディプロ
マ: $18,640, 
修士
号：$33,940

工学

プログラム名 キャンパス 受入れ時期 コース期間 IELTS 授業料

工学学士号
様々な業界で働くのに必要とされる工学理論や応用・実践スキルを学び、業界を主体とし

たプロジェクトを通して、自分が専門とする分野に対する理解を深めます。機械、土木、電

気工学などの専門分野を学ぶことができます。

ダニーデン 2月 フルタイムで3年 6.0 $21,420^

New Zealand Diploma - 土木工学 (工学)
しっかりとした知識や、土木工学の工程・理論に対する理解および実用的な認識を身につ

け、学んだことを実践的かつ革新的に応用する力を磨きましょう。

ダニーデン 2月 フルタイムで2年 6.0 $21,420^
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プログラム名 キャンパス 受入れ時期 コース期間 IELTS 授業料

New Zealand Diploma –電気工学 (工学)
しっかりとした知識や、電気工学の工程・理論に対する理解および実用的な認識を身

につけ、学んだことを実践的かつ革新的に応用する力を磨きましょう。

ダニーデン 2月 フルタイムで2年 6.0 $21,420^

New Zealand Diploma – 機械工学 (工学)
高いスキルや能力を持つ機械工学技術者になりたいですか? このプログラムでは、知

識を身につけるだけでなく、機会工学の工程や理論に対する理解を身につけることが

できます。

ダニーデン 2月 フルタイムで2年 6.0 $21,420^

ファウンデーション・スタディーズ・サーティフィケイト(レベル3) 
（工学ディプロマ進学のためのブリッジング・プログラム）

もはや学歴に関係なくエンジニアになることができます! このプログラムを修了すると、フ

ァウンデーション・スタディーズ・サーティフィケイト(レベル3)を取得することができ、New 

Zealand Diploma (工学)のコースに直接入学することができます。

ダニーデン 7月 フルタイムで1セメス
ター

5.0 $6,680

自動車工学サーティフィケイト (レベル3)
自動車工学 に関する知識や技術を磨きましょう。このコースでは、様々な修理手

順、工学、そして溶接技術に関して、また、制動機、点火装置、配線システムなどに

ついて学ぶことができます。このプログラムでは、キャンパスでのワークショップを

通して実施される実践的なトレーニングや、100時間の就労経験を提供しています。

ダニーデン 2月 フルタイムで1年 5.5 $20,260

工学サーティフィケイト(レベル3)
この実践型の見習い準備プログラムでは、本校のワークショップで作業する機会や、

現場外での貴重な就労経験を積む機会が十分に与えられます。エンジニアリング業に

入るのに、ぴったりの資格です。

ダニーデン 2月 フルタイムで1年 5.5 $21,420

New Zealand Certificate (レベル3) (電気工学理論)
電気業界志望でも、どこから始めていいのか分かりませんか? このプロジェクト主体

の資格コースでは、電気セキュリティや電気器具サービス、オートメーションなど、

この業界の非登録分野での就職を目指すのに必要なスキルを学ぶことができます。も

し電気技師を目指しているならば、このコースは、見習いに入る前の準備にぴったり

のコースです。

ダニーデン 2月 フルタイムで1年 5.5 $21,420
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プログラム名 キャンパス 受入れ時期 コース期間 IELTS 授業料

建築学学士号 (建築技術)または(室内建築)
建築デザインや建設業界でのキャリアを目指すのに必要なスキルを身につけましょう。こ

のプログラムは、非常に実践的かつ本当の学習経験を積むことができ、高く評価される建

築の実践現場での仕事や進学、そして建築士になるのに必要な研究などに備えさせてくれ

ます。

ダニーデン 2月 フルタイムで3年 6.5 $22,550

New Zealand Diploma (レベル6) (建設学：積算) 
建築専門家たちの一員に加わり、商業建設や住宅建設プロジェクトが実現する様子を

見てみたいですか? この新しい資格は、新卒者を含む、様々な学歴を持った候補者た

ちにぴったりの資格です。雇用主たちや、業界団体、学術機関、専門家団体などと相

談を重ねることにより開発されたコースで、非常に優秀な卒業生たちを確実に輩出

し、即戦力を身につけさせてくれるコースです。

ダニーデン 2月,, フルタイムで2年 6.0  $21,420

ファウンデーション・スタディーズ・サーティフィケイト(レベル2)および(レベル3)
- Akoraka Mahi Tini
読み書きの力、計算能力、コンピュータースキルなどを磨き、プロジェクトや就労経験を通し

て、実践力を身につけましょう。

ダニーデン 2月および 
7月

フルタイムで17週間 
(各レベル)

5.0 $6,680**

ファウンデーション・スタディーズ・サーティフィケイト(レベル2)および(レベル3)
進学や就職のために備え、スキルを磨きたいですか? これらのプログラムでは、様々な選

択肢だけでなく、ポリテクニックでの勉強が、どのようなものか知ることができます。読み

書きの力、計算能力、コンピュータースキルを磨き、進学を希望するならば、それ道に備える

ことができます。

ダニーデン 2月および 
7月

フルタイムで6か月 
(各レベル) 

5.0 $6,680**

ファウンデーション・スタディーズ・サーティフィケイト(レベル2)
就職するためのスキルを磨きたくても、どの分野に焦点を絞ればいいか分かりませんか? 

このコースでは、各分野がどのようなものか知ったうえで、自分の好きな分野を決めること

ができます! プログラム期間中には、例えば園芸、工学、調理、木工、電気工学など、本校

が取り扱っている商業分野の実践学習に参加することになります。また、ライティングや計

算、そしてコンピュータースキルなどを磨く手助けもします。

ダニーデン 2月および 
7月

フルタイムで半年 5.0 $6,680

建設
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園芸、農業

プログラム名 キャンパス 受入れ時期 コース期間 IELTS 授業料

National Certificate in Horticulture (レベル4) (園芸：造園/ 持続的園芸)
園芸に対する優れた理解力を身につけ、実践面および理論面のトレーニングを受けま

しょう。造園か持続的園芸、あなたの選んだ専門分野に重点的に取組みましょう。選

択科目によっては、オンライン学習を受講できる可能性があります。

ダニーデン 2月 フルタイムで1年 5.5 $20,910

National Certificate in Horticulture (レベル4) (園芸：樹芸)
剪定、伐採、移植、そして樹木・低木の健康の維持方法などが関わる専門分野、樹芸

を学び、樹木医を目指しましょう。4週間の就労経験が組込まれています。

ダニーデン 2月 フルタイムで1年 5.5 $20,910

National Certificate in Horticulture (レベル4) (応用) - 家庭園芸、景観生
成、園芸作物生産
園芸業界の技術面・運用面でのニーズに関わる理論的・実践的スキルをさらに磨きま

しょう。各業種でありとあらゆることを学ぶことができる機会が組込まれています。

ダニーデン 2月 フルタイムで1年* 5.5 $20,910



* NZQAの最終認可の対象**各コース、レベルまたはセメスターごと。̂ 1年目のみ              要確認: www.op.ac.nz でご確認ください。

Page 26

プログラム名 キャンパス 受入れ時期 コース期間 IELTS 授業料

応用科学学士号(身体活動、健康およびウェルネス)
スポーツ科学、健康およびウェルネス分野でのキャリアを目指すなら、この資格があ

なたの目指す場所に導いてくれます。または、この資格を大学院レベルへの踏み切り

台として使うことができます。

ダニーデン 2月および 
7月

フルタイムで3年 6.0 $20,630^

応用科学グラデュエイト・ディプロマ (専門)
スポーツや健康、ウェルネス業界での就職の可能性を高めましょう。この刺激に満ち

たプログラムでは、身体活動、ヘルスおよびウェルネス、パフォーマンス・動作分

析、および身体調整など、3つの専門分野を提供しています。

ダニーデン 2月 フルタイムで1年 6.5 $20,630

スポーツ・マネージメント・グラデュエイト・ディプロマ
この独自の資格コースは、あなたのビジネスセンスを得意分野のスポーツと組み合わせ、ス

ポーツ業界でマネジメントのキャリアを手に入れる方法を学ぶチャンスです。リーダーシッ

プ・スキル、関連方針や法律に対する理解を深め、スポーツ・イベントを上手く運営する方

法を学び、実践的な業界プロジェクトに取組んでみましょう。幅広く多様性のある業界でも

あり、一人ひとりがこうした一通りのスキルを身につけていれば、様々な機会に富んだ業界

でもあります。ファシリティ・マネジメント、ハイパフォーマンス・スポーツ、イベント管理、ス

ポーツ開発、またはスポーツ・スポンサーシップ分野などでの就職機会があります。

ダニーデン 2月 フルタイムで1年 6.0 $18,640

応用スポーツ、エクササイズ・リーダーシップディプロマ(レベル5)
この革新的で実践的なプログラムには、2つの専門分野があります。スポーツマネジメント

と指導、または個人トレーニングおよび運動処方です。様々なワークプレイスメント、また

は就労経験がコースには組込まれています。

ダニーデン 2月
ウェブサイト
で他の入学時
期の選択肢も
ご確認くださ
い。

フルタイムで2年 6.0 $19,570

応用セラピュティック・マッサージ・ディプロマ(レベル6))
直接の治療や筋骨格の状態管理に重点的に取組む、ヘルスケアでのキャリアを築いていき

たいですか? この実践的なプログラムでは、オンラインでの学習と実践的な集中授業、そし

て、本校のマッサージ・セラピー・クリニックでの臨床経験を組み合わせており、必要とさ

れるスキルを身につけることができます。卒業生たちは、公認マッサージ・セラピストとし

て、マッサージ・ニュージーランドに登録申請することができます。

ダニーデン 2月 フルタイムで2年 6.0 $21,050

ストレス管理およびスパセラピー・サーティフィケイト(レベル5)
オンラインでの学習と実践的な集中授業、そして、本校のマッサージ・セラピー・クリニック

での臨床経験を組み合わせたこのサーティフィケイト・コースは、応用セラピュティック・マ

ッサージ・ディプロマ(レベル6)の1年目にあたります。マッサージテクニックを磨き、また解

剖学と生理学に対する理解を身につけ、ストレス管理教育、またはプレミアム市場向けのウ

ェルネスおよびリラクゼーション・セラピストとしてのキャリアに備えることができます。

ダニーデン 2月 フルタイムで1年 6.0 $21,050

スポーツ学

プログラム名 キャンパス 受入れ時期 コース期間 IELTS 授業料

アウトドア・リーダーシップ、マネジメント・ディプロマ (レベル5)
幅広い野外活動の技術的、専門的、教育的、指導的要素におけるスキルを強化し磨

く、このアクション満載のプログラムに参加してみましょう。

ダニーデン 2月 フルタイムで2年(野外
活動サーティフィケイ
ト(レベル4)が1年目に
相当)

6.0 $19,570^

アドベンチャー、スノースポーツ
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動物看護

プログラム名 キャンパス 受入れ時期 コース期間 IELTS 授業料

New Zealand Certificate (レベル5) (動物技術:動物看護アシスタント) 
動物の飼育や福祉に情熱を傾けていますか? 動物看護分野でのキャリアに備えたいです

か? この資格コースでは、動物のヘルスケアに関わるキャリアで成功を収めるのに必要な

スキルを身につけることができ、また、動物看護師になるための第一歩である、動物看護ア

シスタントになることができます。それだけでなく、コース修了後、登録看護師になるために

必要なスキルを学ぶ、New Zealand Diploma (レベル6) (動物看護)*のコースにはいるこ

ともできます。 

ダニーデン 2月 混合、キャンパスで: 
フルタイムで1年

6.0 $ 20,350

New Zealand Diploma (レベル6) (動物看護)
動物看護において、しっかりとした自主的な判断を下すために必要な応用スキルを身

につけ、また飼い主たちを上手くサポートできるようになりましょう。様々な就職機

会があり、その中には、動物看護師として働く (将来的に動物看護師長や、実務マネ

ージャーなどの立場になる可能性も) 、または、さらに訓練を積むことにより、動物

管理や野生生物管理、動物育種、保護、また教育分野で働くことができます。 

ダニーデン 2月 フルタイムで1年 5.5 $20,350



オタゴ・ポリテクニック

セントラル・キャンパス
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プログラム名 キャンパス 受入れ時期 コース期間 IELTS 授業料

New Zealand Certificate (レベル3) (調理)
しっかりとした基本的な料理スキルは、コックやシェフのプロとしての評判を築くう

えでの基礎になります。

セントラ
ル・オタゴ

2月および7月 ダニーデン – フルタ
イムで1セメスター

5.5 $11,580

New Zealand Certificate in Cookery (レベル 4) (調理) 
コックからシェフへの道を歩み始めましょう。本校のトレーニング用キッチンでの実

践的な調理実習、そして就労経験の機会を組込んであるこの資格コースでは、レベル

3の調理プログラムで磨いたスキルをさらに伸ばすことができます。

セントラ
ル・オタゴ

2月 フルタイムで1年 5.5 $20,910 

New Zealand Diploma in Cookery (レベル5) (調理: 応用)
この資格コースには、本校のトレーニング用キッチンで多くの調理経験を積み、現地

のビジネスでのワークプレイスメントの機会があります。幅広い調理/ホスピタリテ

ィ・マネジメント、コミュニケーション、リーダーシップ、批判的な思考力を磨くこ

とができ、キャンパスの養殖所や近代的な温室、そしてブドウ園などから直接材料を

調達できるメリットがあります。

セントラ
ル・オタゴ

2月 フルタイムで1年 6.0 $20,910 

ホスピタリティ

園芸、農業

プログラム名 キャンパス 受入れ時期 コース期間 IELTS 授業料

National Certificate (レベル4) (スポーツターフ・マネジメント))
ニュージーランドまたはオーストラリアでも一流の競技会場でのインターンシップを組込ん

だ、ニュージーランドで唯一のスポーツターフ・プログラムに入学し、グリーンキーパー、ま

たはグラウンド管理者になりましょう。

セントラ
ル・オタゴ

2月 フルタイムで2年 5.5 $21,470^

National Certificate in Farming Skills (レベル3) (農業スキル: 就職準備) 
このプログラムは、セントラル・オタゴの南アルプス山麓地域（ハイ・カントリー）

を拠点としたプログラムです。幅広い農業スキルを、教室、ワークショップ、羊毛小

屋やハイ・カントリーで、経験豊かな講師陣から学ぶことができます。

セントラ
ル・オタゴ

2月および 
7月

フルタイムで1年 5.5 $20,910

National Certificate  (レベル4) (園芸：ブドウ栽培、造園、園芸全般または果
実生産)
本校のキャンパスにある養殖所や水耕栽培設備、ブドウ園、作物生産設備などを活用し、

理論と実践のバランスのとれた学習方法を経験してみましょう。有給の就労経験のチャンス

もあります。

セントラ
ル・オタゴ

2月、 
5月および 
7月

フルタイムで1年 5.5 $20,910**

園芸ディプロマ (レベル5)
園芸における実践力を磨き、マネジメント・スキルを身につけるのに理想的です。このコース

は、資格取得を目指し、働きながらスキルを磨きたい人にとって最高の解決策です。

セントラ
ル・オタゴ

2月、 
5月および 
7月

フルタイムで1年 6.0 $20,910

ブドウ栽培ディプロマ (レベル5) 
ブドウ栽培業界で必要とされる技術・管理スキルを集中して学びましょう。このディ

プロマは、働きながら実践力を高め、マネジメント・スキルを磨くのに理想的なコー

スです。

セントラ
ル・オタゴ

2月、 
5月および 
7月

フルタイムで1年 6.0 $20,910

New Zealand Certificate (レベル3) (農業：農法)、New Zealand 
Certificate (レベル3) (農業：車両、機械、インフラ)
農業分野のキャリアは楽しくやりがいがあり、家畜を扱う農業分野で働きたいという情熱あ

る人材は、国内でも非常に需要があります。このセントラル・オタゴを拠点とした資格コー

スは、南アルプス山麓の趣ある場所で行なわれる、ニュージーランドで唯一の農業訓練プ

ログラムです。

セントラ
ル・オタゴ

2月および 
7月

フルタイムで1年 5.5 要確認
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建設

工学

プログラム名 キャンパス 受入れ時期 コース期間 IELTS 授業料

New Zealand Certificate(レベル4) (石工業：石工建設業)
石材で家屋を化粧張りすることができ、また庭石の設置や石張りをできる人材の需要

は国内外で高く、このコースでは、その道の専門家になる手助けをしています。広範

囲にわたる実践的なトレーニングや就労経験を通して、このプログラムでは、監督な

しで石工として働くために必要とされる実践的なスキルや知識を身につけることがで

きます。(*最終承認段階)

セントラ
ル・オタゴ

2月 2年 5.5 $20,910

プログラム名 キャンパス 受入れ時期 コース期間 IELTS 授業料

自転車整備サーティフィケイト (レベル3)
このレベル3のプログラムは、この種のコースではニュージーランドでも唯一のコー

スで、最先端の理論的・実践的な関連知識を提供できるよう、Cornerstone 

Education LimitedやBicycle Industry Association of NZ (BIANZ)によりデザインさ

れたコースです。プログラム内容は、セントラル・キャンパスおよび就労経験のため

のワークプレイスメントの期間中に提供されます。

セントラ
ル・キャン
パス

2月および 
7月

1セメスター 5.5 $10,470

自転車整備サーティフィケイト (レベル4)
この実践型の資格コースで、自転車サービス業界への就職に備えましょう。このプログラム

は、業界との協力のもと、最先端の理論的・実践的な関連知識を提供できるよう開発され

たものです。セントラル・キャンパスでの授業は柔軟性に富んでおり、就いている仕事や就

労経験を受けつつも、資格を取得できる素晴らしいコースでもあります。

セントラ
ル・キャン
パス

7月 1セメスター 5.5 $10,470

アドベンチャー、スノースポーツ

プログラム名 キャンパス 受入れ時期 コース期間 IELTS 授業料

アバランチ・セーフティー(雪崩安全)ステージ1
このアクション満載のプログラムに取組み、様々な野外活動の要素における技術的、専門

的、指導面、そしてリーダーシップに関連するスキルを強化し、磨きましょう。

ワナカまた
はメスベン

ワナカ: 7月1
日および9月
メスベン： 
8月

フルタイムで6.5日
間

ウェブサイ
トをご参照
ください。

$1,995

雪崩(アバランチ)ディプロマ(NZMSCアバランチ・セーフティー・ステージ2サーフテ
ィケイトを含む)
Tこのディプロマは、業界のマネジメント的役割に就く際にほとんどの場合条件となってい

るNZMSCアバランチ・セーフティー・ステージ2サーティフィケイトを組み込んでいます。オタ

ゴ・ポリテクニックは、このサーティフィケイトを授与するニュージーランド国内で唯一の三

次教育機関で、New Zealand Mountain Safety CouncilやCanadian Avalanche 

Association (CAA)が認可しているコースでもあります。

オンライン
および集中
授業

随時 フルタイムで1年 ウェブサイ
トをご覧く
ださい

インターナショナ
ル・ディプロマ: 
$20,350
インターナショナ
ル・アバランチ・
サーティフィケイ
ト: $1,950

スノースポーツ指導サーティフィケイト(スキー)/(スノーボード)
雪の降り積もった斜面に本気で取組みたいですか? 南アルプス山脈を教室にするこの

実践的なプログラムでは、カードローナ・アルパイン・リゾートの最も経験豊かなス

タッフが指導にあたります。

カードロー
ナ・アルパ
イン・リゾ
ート(ワナ
カ)

5月 フルタイムで18週
間

5.5 $21,420



* NZQAの最終認可の対象**各コース、レベルまたはセメスターごと。̂ 1年目のみ              要確認: www.op.ac.nz でご確認ください。
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持続的慣行学
将来を見据えた人たちには、国際問題
への新しい戦略的アプローチへのます
ます高まる需要に応える、これらのプ
ログラムがおすすめです。

Centre for Sustainable Practice
で持続的慣行学を学ぶことにより、今
日組織が直面する課題や機会を理解す
るために働くコミュニティーの一員に
なり、可能な限り最善な方向へ導く舵
取りをすることができます。

Capable NZ は、職場での膨大な知
識やスキルを持ちつつも、それに見
合う十分な資格を持たない専門家た
ちを評価する機関です。

www.capablenz.co.nz

キャリアのために
スキルを評価して
もらう

CAPABLE NZ
Valuing your experience

プログラム名 キャンパス 受入れ時期 コース期間 IELTS 授業料

専門実務グラデュエイト・ディプロマ (レベル7)
職場で複雑な難題に直面している、経験豊かなフルタイムの専門家ですか? この革新的な

プログラムは、実社会での課題を踏まえてあなたの学習に活かし、また、雇用主やコミュニ

ティーにとっても価値ある、仕事を主体としたプロジェクトに取組むことができます。このコ

ースでは、仕事をしながらも専門的な知識を向上させつアカデミックな資格を取得すること

ができます。

ニュージー
ランド各地
のキャンパ
ス

随時 1年間 6.5 $18,640

専門実務修士号 (レベル9)
この独自のプログラムは、各自の出身国での機会を増やす、またはニュージーランドのビジ

ネス環境で経験を積む機会を提供してくれます。特定の能力の開発や仕事でのイノベーショ

ンの目標に重点的に取組み、こうした現場での目標をふまえて学習に取組みます。このプロ

グラムは、オタゴ・ポリテクニックのオークランド・インターナショナル・キャンパスの施設/

設備を利用し、Capable NZにより提供されるものです。

ニュージー
ランド各地
のキャンパ
ス

随時 2年間 6.5 $33,940

Disclaimer: While every effort is made to ensure that this Guide is accurate, Otago Polytechnic reserves the right to amend, alter or withdraw any of the contained information.
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