
ニュージーランドで最も古い大学であり、主要な研究センターであるオタゴ大学は人文科学、 
健康科学、科学、ビジネスにおける大学、および大学院レベルの課程を提供しています。

100カ国からの2,600人の留学生を含む、22,000人を超える学生が通うキャンパス内の近代的で快適な建物の中にあります。

ダニーデン市は、安全で友好的な町です。「ユニバーシティ・シティ」として国際的に知られ、あらゆるレストラン、バ
ー、カフェ、音楽、ダンス会場、アートギャラリー、美術館、スポーツ施設などが備わっています。 スキー、ジェットボ
ート、バンジージャンプ、ワイン試飲が楽しめるクイーンズタウンまでわずか車で3時間のところにあります。

課程 特徴 2017年度 費用

• 進学のための一般英語
と英語

• IELTS、TOEIC

• 大学入学準備へのIELTS
以外の道

• オタゴ大学準備のため
の英語（大学および大
学院）

• 研究会での英語

• 初級から上級まで、英語の授業は5段階
• 一週間あたりの授業は23時間
• 修了証明書が発行されます
• 少人数制クラス - クラスの平均サイズは14人です
• 最低年齢 - 14歳
• 多様な文化や国籍
• ダニーデンでの勉強と生活、総体的紹介
• 学生証 - 情報サービス、‘24時間利用可能なコンピ

ュータ室、学生用ヘルスクラブ、社会、ジムおよび
ショッピング、エンターテイメント、旅行の割引な
ど、オタゴ大学のリソースへのアクセスが得られま
す。

• マルチメディア言語実験室、インターネット、電子メ
ールへのアクセス、イントラネット、学生用カフェ

• 専門の学生サポート担当者がビザの問題やその他諸
々の質問に応対します。 当大学のオンラインビザサ
ービスで、学生ビザの更新や、観光ビザから学生ビ
ザへの切り替えを行うことができます。

• 宿泊オプション- ホームステイまたはフラッティング
• ウィークリースポーツや社会活動
• 無料の空港ピックアップ（ホームステイの学生のみ

利用可能）。

授業料（教科書を
含みます）

一週間あたり NZ 
$459

学生サービス 一週間あたり NZ $20

ホームステイ斡旋 NZ $250

ホームステイ 一週間あたり NZ 
$266

医療と旅行保険 
（ステイ期間によっ
て異なります）

選択により異なります

宿泊、食事、およ
び諸費

一年間あたり NZ 
$14,000 - 15,000

詳しくはこちらまでお問い合わせください：
University of Otago Language Centre, PO Box 56, Dunedin 9054, New Zealand 

TEL +64 3 479 5250 • FAX + 64 3 4795251 • Eメール uolcfy@otago.ac.nz 

www.otago.ac.nz/uolcfy
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大学進学準備ではビジネス、健康科学、人文学、科学の学位取得ための準備を行います（ストリ
ームには芸術、応用科学、商業/ビジネス、生命科学、健康科学を含みます）。

ニュージーランドで最も古い大学で、主要な研究センターであるオタゴ大学キャンパス内の近代
的で快適な建物内に位置しています。

大学100カ国からの2,600人の留学生を含む、22,000人を超える学生が通っており、人文科学、健
康科学、科学、ビジネスにおける大学、および大学院レベルの課程を提供しています。

特徴 2017 費用と日程

• 学生が自信を持って、大学の環境に慣れることを保証するため、キャンパス内の大教
室や研究室で教えられています

• 学生はコミュニケーションと問題解決能力を開発し、学部研究に必要な知識を得ます
• 少人数のクラスサイズ：生徒16人、一週間あたり20から24時間の授業、さらに20時間

の研究
• 新しい情報や学習スキルを学ぶ生徒を教師が助ける、一対一の無料コンサルテーション
• 要件を満たしている留学生には、初年度の学部コースへの入学が保証されています
• 学生はニュージーランドを含む、25以上の緒各国から来ています
• 学生ビザの更新や、観光ビザから学生ビザへの切り替えが可能なオンラインビザサー

ビス
• 学生証 - 情報サービス、24時間利用可能なコンピュータ室、学生用ヘルスクラブおよ

び社会、カフェ、またはショッピング、エンターテイメント、旅行の割引など、オタ
ゴ大学のリソースへのアクセスが得られます

• 専門の学生サポート担当者がビザの問題やその他 の 質問に応対します。
• 宿泊オプションには、ホームステイ、大学が所有するアパートや民間のフラットなど

があります
• ウィークリースポーツや社会活動
• 無料の空港ピックアップ（ホームステイの学生のみ利用可能）

費用：

授業料商業／芸術 NZ$22,670

授業料応用科学／
健康科学／生命科学

NZ$23,645

ブリッジング NZ $2,699

学生サービス NZ $750

健康と旅行保険 一年間あたり NZ 
$400 - $585

宿泊、食事およ
び費用

一年間あたり NZ 
$14,000 - 15,000

入学：

2月と6月 すべてのストリーム

10月 健康科学以外のすべ
てのストリーム

ブリッジングコースもご利用いただけ
ます
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