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数年前、仕事で訪れたとき、ニュージーランドという国の虜になりました。とても美しい国で、出会った人  々は
親切で素敵な人ばかりでした。帰国後はもう一度訪れたいという思いが強く、私が理学修士を取得すると決
心した時に、ニュージーランドを選ぶのは当然の選択でした。私は学士号を取得することで、慢性疾患や怪我
に苦しむ人々と共に自分の知識を更に広げたいと思っていました。ウィンテックは、実用的なアプロー チのや
り方を実践していることと少人数制で成り立っているということで、他の専門学校に比べてより一層 魅力的
に感じました。スポーツ科学センターはまた、キャンパス内に独自の生体運動クリニックを備えており、そこで
研究を補完するために年間を通してクライアントに治療を行います。私が学んで得た知識を苦し んでいる人
々に伝えることができ、その人々の人生をより良いものにすることができるということは、やり 甲斐を感じさ
せてくれるだけではなく、社会における存在価値を与えてくれます。このコースの魅力の一つ は、実際に臨床
経験をクライアントを通して積むことができることではないかと思います。ハミルトンはと ても住みやすい最
適な場所です。大きすぎず小さすぎず、自然の恵みにも囲まれています。最近、私はウィ ンテックを通じて知り
合った友人と共に勉強と両立しつつ、ヨガ教室を始めました。そのヨガを通じて、自 分の治療の対象となる人
々と出会うことができました。卒業後は、このヨガ教室を友人と共に拡大しつつ、 臨床的側面の治療をクライ
アントに提供していきたいと考えています。ウィンテックでの経験は、異国で学ぶことの楽しさは勿論、私生活
に対しての人生観も広げてくれました。もし、留学を考えている国際留学生 がいるのならば、ウィンテックで
学習することを強くお勧めします。ここで学習することで人として成長す る多くの機会を得ることができます。

ナタルハ・ヴィーゼ、ドイツ（理学修士：ヒューマンパフォーマンス）



 なぜウィンテックなのか                          

ウィンテック（ウィンテック国立工科大学）は、高等教育機関であり、
ニュージーランド最大のITP工科大学のひとつです。

ウィンテックは１９２４年にハミルトンテクニカルカレッジとして始まり、１９６８年にワイカト工科大学となり
ました。ウィンテックはハミルトンに拠点を置き、ワイカト地方にサービスを提供しています。様  々な資格取
得から博士レベルの資格に至るまで、技術、職業、専門教育の幅広いプログラムを提供しています。

ウィンテックの特徴は、実践的な専門施設、学習
環境が備わっていること、また専任の留学生サポ
ートチー ムを含む学生サポートが充実しているこ
とです。講師は経験のある業界の専門家です。

資格だけではなく、それ以上のものを提供します 
ウィンテックは、単に勉学に励むための場では無く、同じ
将来を目指す仲間と、それをサポートする講師が、 共に
支え合い目標に向かって頑張ることができる場です。また
常時アクセスすることが可能なサポートサー ビスも備わ
っているため、安心して学習に専念することもできます。

実践して学べます
ウィンテックには実践的な専門施設が多数ありま
す。看護施設、スポーツサイエンスの練習施設、専門
キッ チンのあるトレーニングレストラン、ヘア&ビュ
ーティーサロン、音楽やアートスタジオなどです。これ
らの 一部の施設は一般向けに有料で提供されてお
り、実践的に自分の技術を試すことができます。

必要なもの全てが備わっています
ウィンテックは全ての学生が地域にとけ込み、アッ
トホームな環境作りを目指しています。メインキャン
パ スには、福祉サポートのオプションを含む様々な
サポートオプションがあります。地域外から来る学
生には 宿泊施設のオプションが利用可能です。

             ウィンテックへようこそ 



              私たちのキャンパス 

履修するコースに応じて、それぞれ通うキャン
パスが異なります。ハミルトンにある3つの主要
キャンパスの うちの1つか、またはワイカト地域
にあるサブキャンパスのうちの1つです。

ハミルトンシティキャンパス 
ハミルトンシティキャンパスは、CBD(Central 
Business District)の中心部に位置しています。キャ
ンパス内 の至る所に様々な飲食店やショップがあ
り、ワイカトリバーやハミルトンのロトロア湖、公共
交通機関も徒 歩圏内にあります。アトリウムとウィ
ンテックマラエ(Te Kōpū Mānia o Kirikiriroa)は、
キャンパスのハイラ イトとして存在しています。

ハミルトンガーデンキャンパス
その美しさで数々と賞を受賞したことのあるハミ
ルトンガーデンズが、私たちの3つ目のキャンパス
です。 ここでは、樹木栽培学、園芸学、ランドスケー
プデザイン/建設などのプログラムを実際にある
素晴らしい庭 園の中で学ぶことができます。

ロトカウリキャンパス
スポーツサイエンス、トレード、エンジニアリング、アニ
マルケア、ホスピタリティ、調理などのプログラムは、ロ
トカウリキャンパスを拠点としています。北部に位置す
るこのキャンパスでは、ニュージーランドでも有数の専
用施設で学ぶことができ、図書館、コンピューター室、ま
たは食事やドリンクを提供する学生HUBがあります。

ウィンテック地域HUB
ウィンテックには、テムズ川とオトロハンガに地域HUB
があります。 在学中の学生は、これらのHUBの施 設を
利用でき、コンピューター、WiFi、インターネット、及び学
習エリアに無料でアクセスできます。 ウィ ンテック学習
サポートサービスは、これらの場所でも利用できます。

テムズとオトロハンガキャンパスに加 えて、ナルアワヒ
アやラグランなどの他の地域でも実施されています。
地域HUBの詳細については、www.wintec.
ac.nz / study-at wintec / wintec-in-the-
regionsにアクセスして下さ い。



   施設 

ウィンドウズレストラン 
ウィンドウズは学生が運営するトレーニングレストランで全
てのホスピタリティと調理を学ぶ学生がノウハ ウを学ぶ場
所です。ウィンドウズは認可されたレストランで、最大80名
まで屋内と屋外で食事を楽しめま す。学生は、2つの大きな
業務用厨房と生産用厨房で必要なスキルを習得し、一般
のゲストに食事とテーブ ルサービスの両方を提供します。

看護実習病棟
学習エリアは、実際の看護病棟のように設定されており、リ
アルな健康問題を想定したコンピュータ化され た患者モ
デルがあります。これにより、学生は実際のシナリオで練習
し、サポートされた安全な環境の中で 学ぶことができます。

アーバンヘア&スパ
ハイレベルの技術と才能を備えた理髪と美容の学
生からの施術は身も心も素晴らしい気分にさせてく
れます。 アーバンヘアとアーバンスパは、専用サロン
とシティキャンパスのあるコリングウッドストリート
ビルにあ り、幅広いサービスを提供しています。
アーバンヘアは、理髪の学生に仕事ベースの学習
機会を提供します。ここでは、ヘアケア、ヘアサービ
ス、 商品販売を提供するために実際にお客様の相
手をし、実際のサロンでの経験を積みながら、 実践
的な経営 スキルを向上させることができます。
アーバンスパは、美容、ボディ＆スパの学生に仕
事ベースの学習機会を提供し、マッサージ技術、
ネイルテクノロジー、メイクアップなどのサービス
をお客様に実際に提供することで、学生にスキル
と知識を学ぶ機 会を与えることができます。

エンジニアリングとトレード
当校のエンジニアリングとトレードの施設には、1000人以
上の専攻学生と、100人以上のウィンテックス タッフが従
事しています。校舎のユニークなデザインと機能は、オープ
ンプランのレイアウト、フレキシブ ルな授業スペース、最新
のテクノロジーを備えたニュージーランドで最も近代的な
エンジニアリングとトレー ドの教育施設となっています。

ペット@ウィンテック
ペット＠ウィンテックは、経験豊富で資格を持つ教師の
指導の下で、訓練を受けた獣医看護師が実際の環境 で
働くことができる実践的な獣医外科です。学生は実際
のクライアントと共に、健康診断から去勢手術やマ イ
クロチップの手順に至るまでのサービスを学びます。

ワイカトヒューマンパフォーマンスHUB
スポーツ科学を学ぶ学生は、ワイカトヒューマンパフ
ォーマンスHUBを通じて、地元及び全国のアスリート 
や一般の人々の協力のもとで学習することができま
す。 WHPHは、ワイカトでは初となる、生物動力学ク リ
ニックと並んで、熱室と低圧試験室を備えています。

ランプギャラリー
ランプギャラリーは、メディアアートスクール内の一般にも
公開されている現代的な展示スペースであり、 国内、また
は国外のアーティストの展示が行われています。学生は、
様々な現代アートに触れながら専門家 と繋がりを持ち、
開館時にギャラリーでボランティアをすることができます。



ハミルトンでは、大都市での生活の煩わしさなしに大都市生活の特典を楽しむことができます。例えば、コストパフォーマン
スの良い生活ができる、ナイトライフが充実している、豊富な食事のオプション、様々な 観光アクティビティーなどが出来る
ことです。

ライブスポーツの試合を見たり、買い物、ワイカト博物館やアートギャラリーを訪れたり、ペイントボール、 テンピンボウリン
グ、ゴーカート、劇場で演劇やミュージカルを見たり、美しい川や湖の遊歩道を探索した りと様々なアクティビティーがあり
ます。近くのビーチ、山、川、温泉プール、田園地帯、スポーツセン ター、アドベンチャーアクティビティまでは車で直ぐです。

    ハミルトン・ワイカト地域 

 国際サポート                                

母国から離れた場所で勉学に励む学生に
居心地の良い学生生活を送ってもらうよう
にウィンテックは心掛け ています。

ウィンテックでは留学生専用のサポートチームが新たな
環境に生徒がよりスムーズに溶け込んでいけるよう 全面
的サポートをします。サポート内容としては、滞在先の手配
を行ったり、ニュージーランドの文化、ま たは習慣の理解
を深めるためのサポート、メンタルヘルスケアなどです。

ロトカウリキャンパスを含む全てのキャンパス
には留学生サポートサービスを設けており、
学生が 学びながら様々な福祉サポートのオプ
ションを利用することができます、 含む:

•  24時間緊急時対応サポート
•  空港送迎
•  ホームステイサービス
•  宿泊施設の手配
•  アカデミック、社会的、個人的及び文化的サポート
•  ウェルカムオリエンテーション

これに加えて、年間を通じて、定期的に社会活動
を行い、国内でも人気の高い観光地への日帰り旅
行、自分 自身のスキルアップを目的とした様々な
ワークショップ、就職率アップと卒業後の就活に関
するプレゼンテー ションなども開催しています。 



    ウィンテックでの学生生活 
キャンパスカフェ＆スナックスポット 
キャンパスには、学生の満足度を上げる美味しい食事
メニューが沢山あります。また、昼食を持参する学生 の
ための電子レンジ、麺用のお湯、キャンパス全体にスナ
ック付きの自動販売機があります。シティキャン パスと
ロトカウリキャンパスの両方にカフェがあり、温かいコ
ーヒーを楽しんだり、好きなものを選ぶこと ができま
す。シティキャンパスでは新鮮なお寿司も楽しめます。

キャンパスアクティビティ&イベント 
年間を通じて、インターナショナルセンターでは、ニュ
ージーランドでもとても人気のある観光地を訪れる な
ど、エキサイティングな日帰り旅行を行っています。
次の内容のものが含まれます —
•  ホビトンとマウンガヌイ山
•  タウポ（ジェットボートとバンジージャンプ付き）
•  ロトルアの地熱地帯（リュージュを含む）
•  コロマンデルのカテドラルコーブとパドルボード
•  スノーボードとスキー（一泊旅行）
•  ワイトモの有名なツチボタル見学
•  ワイヒビーチ
異文化に触れられる定期的なイベントも年間を通して
計画されており、学生にとっては新たな友人との出会
いの場としておすすめです。これらには、バーベキュー
やランチタイムの集まり、映画鑑賞やバーベキュー、
異文化の祝日を祝うなど様々な機会があります。

学生学習サービス
ウィンテックでは学生のための専門家チームを備え
ています。課題、研究、アカデミックリーディング、APA
参照、数学、科学、時間管理などの学習スキルを
含む幅広いトピックに関する1対1または小グルー
プ、 及びワークショップセッションを提供します。

宿泊施設のオプション
宿泊施設サービスは、あらゆる年齢と一人一人の学生に
合ったコミュニティを提供します。 3つ全ての寮 は、キャ
ンパス、公共交通機関、様々な設備の近くにあります。

ホームステイ: 現地ニュージーランド人の家族と共に週７
日３食を食べ、共同生活を楽しむことができます。私たちの
ホー ムステイホストは、充実したホームステイ生活を送る
事ができるよう学生の事を一番に配慮し、慎重に選ば れ
ています。家族と一緒に暮らしたいが、食事の柔軟性が高
い、より独立した学生生活を求める学生のため に、自炊式
のウィンテックホームステイプログラムも提供しています。 

スチューデントビレッジ:  スチューデントビレッジは、シティ
キャンパスの隣のコリングウッドストリートにある家具付き
のユニット で、家から離れて自立した生活を送ることがで
きます。 ここでは、清掃と食事が年中無休で提供されます。

ウィンテックアパートメント: 成人学生にはウィンテ
ックアパートメントのオプションもあります。全ての家
具が備わった自炊式の学生アパートメントでハミル
トンシティキャンパスに住む便利さは申し分ありませ
ん。シティーセンター、キャン パス、公共交通機関の
全てが徒歩圏内にあるため車は必要ありません。

ロトカウリビレッジ: ロトカウリビレッジにある生
活施設は、家族連れの成人学生が利用できます
が、数に限りがあります。（お 問い合わせのみ）

18歳未満: 18歳未満の学生にはウィンテック認定の
ホームステイ宿泊施設が設けられています。 18歳未
満の場合、自分で賃貸し、住むことはできません。



              ウィンテックの特典 

デザインファクトリー 
デザインファクトリーNZでは、ウィンテックの学生が、業
界のパートナーや様々な分野やセンターの他の 学生と
共に学ぶ機会を設けています。ウィンテックのデザインフ
ァクトリーはニュージーランドで最初で唯 一のデザイン
ファクトリーであり、問題解決能力に長けた人材を育成し
世界のインフルエンサーになること を目指しています。  

デザインファクトリーは現在、メディアアート、ビジネス、IT、
エンジニアリング、ソーシャルワーク、カウンセリング、科
学の学位プログラムで勉強している3年生が利用できま
す。ただし、どの学位の学生でも学習プログラムに参加
する可能性があるため、興味のある学生からの問い合わ
せは歓迎しています。 ウィンテックデザインファクトリー
は、アカデミックなチームで働く強い意欲があり、この環
境で成長できる可能性のある学生を厳選しています。

Launchpad — calling all entrepreneurial students
We have partnered with SODA Inc. to bring you ウ

ィンテックはSODAInc.と提携してLaunchpadをお届け
します。 Launchpadは、カスタマイズされた12週間のプ
ログラムを通じて、ビジネスアイデアを検討したり、既存
のビジネスを成長させるために使われる機能です。在
学中の学生は、このプログラムに申し込むことが可能で
す。これらのプログラムは最低12週間行われ、パートタ
イムなので現在の勉強、または仕事と両立できます。

Launchpadは、体験学習を通じて学習能力を高めてくれ
ます。プログラムはカスタマイズされているため、 承認さ
れると、ニーズや機会に応じて、どの専門家が適している
のかをグローバルに検索できるようになり ます。ビジネ
スにおいて適切なアドバイスをくれるパートナーがいる
ことは重要なポイントになります。こ のプログラムは、必
要に応じて他の専門家を見つけ出し、インキュベーション
プログラムの期間内にビジネ スアドバイザーとします。
詳細については、www.wintec.ac.nz / 
launchpadにアクセスしてください。

国際学習ツアー
カスタマイズされたウィンテック短期学習ツアーを通じて、
ニュージーランドと西洋スタイルの魅力ある学習を体験
できます。このユニークな機会により、学生は日帰り旅行
や地元のホームステイホストファミリーとの生活を通して
ニュージーランドの文化を体験しながら、西洋スタイルの
環境下でコミュニケーション英 語を学ぶことができます。
短期学習ツアーは、クラスメートとの短期間の国際
的な経験と、ハイレベルな教育環境の中でベストな
サポートを求める学生にとって理想的なオプション
です。プログラムは、個々のグループの異文化交流や
教育的ニー ズに合わせて調整できます。ユニークな
旅程とツアー全てを専門家チームが手配します。



   インターナショナルプログラム 

New Zealand Certificate in Study 
and Career Preparation (Level 4)                             
Te Ara Pūtake My Academic Pathway

期間: 1学期

IELTS:
スコアは5.5以上で個々のバンドスコアが5.0
未満でないこと、または同等のもの。

高等教育を志望したいが、事前学習の必要がある学生にぴった
りのコースです。ヘルスケア、社会的実践、クリエイティブ産業、ま
たはオープンパスウェイ（一般的な科目の場合）の4つのパスウェ
イから1つを選択します。

基礎コースは、特定のコースの入学要件を満たしていない人、コ
ース選択がまだの場合、または長期間勉強 していない場合に最
適です。

 ファンデーションとパスウェイ 

New Zealand Certificate in Animal 
Technology (Level 5) with strand in 
Veterinary Nurse Assistant

期間: 1年

IELTS:
スコアは6.0で個々のバンドスコアが5.5未満
でないこと、または同等のもの。

動物の取り扱い経験があり、獣医関連の分野、または獣医クリニ
ックで働きたい学生のためのコースです。 様々なコンパニオンア
ニマルの世話、管理、取り扱い、及び看護のスキルを身につけま
す。 2年間の獣医看 護コースのうちの最初の1年です。 

New Zealand Diploma in Veterinary 
Nursing (Level 6) with strand in Veterinary 
Nursing 

期間: 1年

IELTS:
スコアは6.0で個々のバンドスコアが6.0未満
でないこと、または同等のもの。

臨床環境における様々なコンパニオンアニマルのケア、管理、取
り扱い、及び看護に関する高度なスキルを 学びます。学生は患者
とクライアントを管理し、臨床獣医診療の全ての側面でプロトコ
ルに従うことを学び ます。また、 コースには240時間の実務経験
が含まれています。

 アニマルケア 



Bachelor of Applied Management  
(Level 7) with majors in Accounting, 
Human Resource Management, Operations 
and Production Management, Strategic 
Management, and Supply Chain Logistics 

期間: 3年

IELTS:
スコアは6.0で個々のバンドスコアが5.5未満
でないこと、または同等のもの。

ビジネス意識が高く、成功への意欲を持っている学生に、このプ
ログラムをお勧めします。幅広いビジネス スキルを身につけ、3年
目ではビジネスに関連する実務経験を積む機会があります。

Graduate Diplomas (Level 7)

期間: 1年

IELTS:
スコアは6.0で個々のバンドスコアが5.5未満
でないこと、または同等のもの。

このプログラムでは、会計、人的資源管理、戦略的管理、運用及び
生産管理、サプライチェーンロジスティ クスで利用可能なビジネ
ス、または管理について学ぶことができます。これらは、レベル7の
ビジネス資格 （ビジネス学位のレベルで）を提供し、学習期間は
僅か1年間で終了します。

 ビジネスと管理 

Graduate Diploma in Teaching English to 
Speakers of Other Languages (Level 7)  
incorporating the Graduate Certificate 
in Teaching English to Speakers of Other 
Languages

期間: 1年（または卒業証明書の場合は6か月）

IELTS:
スコアは6.0で個々のバンドスコアが5.5未満
でないこと、または同等のもの。

このプログラムは、第二言語、または追加言語として英語を学ぶ
人々に英語の話し方、読み方、書き方を教 えます。既に教員免許
を保持している教師だけでなく、教育経験が殆どまたは全くない
学生にも適していま す。

Bachelor of Teaching (ECE) (Level 7)

期間: 3年

IELTS:
IELTSのアカデミックバージョンの各コンポー
ネントで7.0以上。

この学位は、資格のある幼児教育（ECE）の教師としてのキャリア
を追求したい人のためのプログラムです。このコースでは、子供た
ちがどのように学び、何を教えるかから保護者対応まで、様々な
スキルを学生に教えます。

 教育 

恵まれた学生環境を送りながらウィンテックで勉強する中
で、最も良かったことの1つは家庭教師の存在でした。教え
方はとても効果的で、世界各国から来られた教師の方々か
ら多様な文化に触れることができた上に、学ぶことができま
した。私の卒業後の目標は「ビッグ5」の会計事務所の1つに
勤めることです。そのためには、卒業証書に加えて学士号を
取得することが重要になります。会計に関する論文だけでな
く、私のコースでは、ニュージーランドの労働環境でどのよ
うな文化的違いがあるか、ビジネス文化に関するモジュー
ルを受講する機会がありました。帰国後の職場環境はまった
く異なるため、留学生にとっては重要なモジュールだと思い
ます。ニュージーランドの素晴らしい文化と、国の最高品質
の学習プロバイダーの1つであるウィンテックをお勧めしま
す。 ウィンテックでの学習はCovid-19の封鎖中も、全てが
スムーズ且つタイムリーに行われました。オンラインクラス
への移行により、学習の柔軟性が大幅に向上したため、ウィ
ンテックはこれを前向きな学習方法に変えました。私のよう
に数字に興味がある学生に、このコースをお勧めします。

パース・シャ 、インド （ 応用管理学士）



New Zealand Diploma in Architectural 
Technology (Level 6)

期間: 2年

IELTS:
全てのバンドスコアが6.0、または同等のも
の。

この2年間のプログラムは、建築技術者として働くことを目指して
いる人に適しています。図面を作成し、建物の構造のモデルを作
成し、建設資材を調査し、建築基準法を理解することを学びます。

New Zealand Diploma in Construction 
(Level 6) with strand in Quantity Surveying

期間: 2年

IELTS:
スコアは6.0で個々のバンドスコアが5.5未満
でないこと、または同等のもの。

このプログラムでは、積算士として働くために必要な実践的なス
キルと知識を学びます。これには、建設中のプロジェクトの見積
もりと実現可能性、測定価格設定、及び財務管理が含まれます。

New Zealand Diploma in Engineering 
(Level 6) with specialisations in Civil, 
Electrical, Electronics, and Mechanical 
Engineering

期間: 2年

IELTS:
スコア6.0で、個々のバンドスコアが5.5未満
でないこと、または同等のもの。

エンジニアリング技術者は、エンジニアが様々な異なるタスクを
こなせるようにサポートします。このプログラムでは、選択したエ
ンジニアリングの分野で業界のニーズを満たすために必要な深
い知識と実践的なスキルを学びます。
このプログラムでは、次の4つの専門分野のいずれかを選択しま
す:
• 土木工学
• 電気工学
• 電 子工学
• 機械工学
この資格は、Engineering New Zealandによって認定されてい
ます。
このプログラムは、ニュージーランドの法律、行動規範、及びニュ
ージーランド、オーストラリア、その他の国際基準の要件を満たし
ています。

 工学および工業デザイン 

Bachelor of Engineering Technology  
(Level 7) Civil, Electrical, or Mechanical

期間: 3年

IELTS:

アカデミックバンドで6.0以上のスコア、ライテ
ィングとスピーキングのバンドで最低6.0、リ
ーディングとリスニングのバンドで最低5.5。
または同等のもの。

この職種を目指す人のために設計されており、土木工学、電気工
学、または機械工学を専門とするエンジニアリングラボで、テクノ
ロジーを使用して理論と実践的なスキルを学びます。

Graduate Diploma in Engineering 
Technology (Level 7) with strands in 
Mechanical, Mechatronics, Power, Water and 
Water Waste, and Highway Engineering

期間: 1年

IELTS:

アカデミックで6.0以上のスコア、ライティング
とスピーキングの両方で最低6.0、リーディン
グとリスニングの両方で最低5.5であること。
または同等のもの。

この1年間のコースは、追加の工学分野で更に専門知識を習得し
たい工学卒業生及び工学専門家を対象としています。このコース
を修了すると、業界での経験を認める正式な資格が得られます。
プログラムには次のような要素があります:
• 機械工学
• メカトロニクス工学
• 力学
• 水工学と水廃棄物
• 高速道路工学



 英語 

New Zealand Certificate in English 
Language (Offshore) (Online) (Level 3 — 5)

期間: 17週間

IELTS:
英語のレベルを判断するには、レベル判定テ
ストを受ける必要があります。

これらのオンライン資格は、ニュージーランドでの高等教育、トレ
ーニング、または就労のための正式な資 格を希望し、海外に拠点
を置く留学生を対象としています。

提供される証明書:
• New Zealand Certificate in English Language (Applied) 
 (Level 3) (Offshore) (Online)
• New Zealand Certificate in English Language (General) 
 (Level 3) (Offshore) (Online)
• New Zealand Certificate in English Language 

(Academic) (Level 4) (Offshore) (Online)
• New Zealand Certificate in English Language 

(Academic) (Level 5) (Offshore) (Online)

New Zealand Certificate in English 
Language (Foundation) (Level 1)

期間: 17週間

IELTS:
英語のレベルを判断するには、レベル判定テ
ストを受ける必要があります。

リーディング、ライティング、リスニング、スピーキングの4つの英
語スキルを学びます。日常生活で簡単な 英語を使うことで、理
解を深めていきましょう。New Zealand Certificate in English 
Language (Foundation) (Level 1)は、更なる英語プログラム、
通常はNZCEL（レベル1）に参加するために必要な言語能力を提
供し ます。

New Zealand Certificate in English 
Language (Level 1)

期間: 17週間

IELTS:
英語のレベルを判断するには、レベル判定テ
ストを受ける必要があります。

身近な日常的環境で簡単な英語を使い、理解するための適切な
コミュニケーションスキルを学びます。ま た、対面式の独立したオ
ンライン学習を通じて学習スキルを向上させます。

New Zealand Certificate in English Language (Level 1)は、更
なる英語プログラム、通常はNZCEL（レベル 2）に参加するために
必要な言語能力を提供します。

New Zealand Certificate in English 
Language (Level 2) 

期間: 17週間

IELTS:
英語のレベルを判断するには、レベル判定テ
ストを受ける必要があります。

初級から中級レベルで英語とコミュニケーションスキルを学びま
す。口頭及び書面での英語スキルを身につ け、身近な状況で英語
を会話して理解するのに役立つと同時に、対面及びオンライン学
習の学習スキルも身 につけることができます。

この証明書の保有者は、以下の内容に対応する英語スキルを身
につけることができます:

• 基本的な対面の会議や、ディスカッションまたコミュニケーシ
ョン能力を必要とした場への参加

• 基本的な書面及び口頭での指示対応
• 職場に関連する基本的な文章の作成

New Zealand Certificate in English 
Language (General) (Level 3) 

期間: 17週間

IELTS:
全てのバンドが4.5、または同様のもの：スキ
ルレベルを決定するプレースメントテスト。

このプログラムは、ニュージーランドでの高等教育、トレーニング、
または就労に必要なスキルを習得した い学生を対象としていま
す。アカデミック及び職場環境でより複雑な言語を使用して、口頭
及び書面での英 語スキルを身につけます。学生は、ニュージーラ
ンド資格フレームワークレベル3以下で他の学習コースを受 講す
ることができます。

New Zealand Certificate in English 
Language (Applied) (Level 3)

期間: 17週間

IELTS:
全てのバンドが5.0、または同様のもの：スキ
ルレベルを決定するプレースメントテスト。

このプログラムは、ニュージーランドでの高等教育や仕事でより
高度なスキルを必要とする人のためのもの で、口頭及び書面に
よる英語スキルを身につけます。それにより学問や就活の場でよ
り複雑な言語を使用することが可能になります。 

この証明書は、ニュージーランド資格フレームワークレベル4以
下の他の学習、またはトレーニングプログ ラム・コースの言語要
件を満たすのに役立ちます。



 医療と社会的実践 

Bachelor of Nursing (Level 7)

期間: 3年

IELTS: 全てのバンドが6.5、または同等のもの。

この3年間の看護学士プログラムで登録看護師として、様々なヘ
ルスケアやコミュニティの環境で実践するための知識とスキルを
身につけます。また、看護科学、健康評価、人間関係、二文化ケア、
ワイタンギ条約と看護実践の統合に関する知識も身につけます。
最後の年には、登録看護師になるためのニュージーランド看護
評議会登録試験があります。

Bachelor of Midwifery                                   
(Level 7)

期間: 4年

IELTS:

書面と読解で6.5以上、スピーキングとリス
ニングが7.0以上であること。 Occupational 
English Test（OET）の合格は、各セクション
でA、またはBのいずれかであること。スコア
は、IELTSまたはOETテストのどちらか一回で
達成する必要がある。

このプログラムでは、助産師として独立して働くための知識、スキ
ル、熟練を身につけます。妊娠、出産、そして出産後6週間まで、女
性のサポートをします。最後の年には、登録助産師になるために
全国助産師試験を受ける必要があります。助産師は、女性と生ま
れてくる命の幸福に重大な責任があり、家族を安全且つ適切にサ
ポートします。

Master of Nursing Science                             
(Pre-Registration) (Level 9)

期間: 2年

IELTS:
全てのバンドが7.0のスコアであること、また
は同等のもの。

看護科学学位（事前登録）プログラムは2年間のプログラムです。
このプログラムにより、学位を取得した 学生は、看護師としての
キャリアへの直接かつ迅速なルートを得ることができます。修了
すると、卒業生は 看護学修士（事前登録）を授与され、ニュージー
ランド看護評議会（NCNZ）に申請して、州の最終試験に 合格し、
登録看護師になる必要があります。

New Zealand Certificate in English 
Language (Academic) (Employment)    
(Level 4)

期間: 17週間

IELTS:
全てのバンドが5.5、または同様のもの：スキ
ルレベルを決定するプレースメントテスト。

このプログラムでは、ニュージーランドでの高等教育またはトレ
ーニングの準備をします。既に熟練した口 頭及び書面の英語ス
キルを強化して、学術及び職場でより複雑な言語を理解し、使用
します。

New Zealand Certificate in English 
Language (Academic) (Level 5)

期間: 17週間

IELTS:
全てのバンドが.6.0、または同様のもの：スキ
ルレベルを決定するプレースメントテスト。

このプログラムでは、ニュージーランドでのより高いレベルの学
習、トレーニング、または就職の準備をします。口頭及び書面の英
語スキルを統合して、様々な状況で複雑な英語を使用及び理解
します。

Summer School English

Duration: 6週間

リーディング、ライティング、リスニング、スピーキングを改善する
ための言語学習スキルと戦略を立てなが ら、流暢さを向上させ
ます。



New Zealand Certificate in Cookery       
(Level 4) Culinary Arts Year 1 

期間: 1年

IELTS:
スコアは5.5で個々のバンドスコアが5.0未満
でないこと、または同等のもの。

このプログラムでは、複雑な準備とプレゼンテーションのテクニッ
クを使用して、料理を準備、調理、提供 するための調理スキルを
身につけることができます。

New Zealand Diploma in Cookery 
(Advanced) (Level 5) Culinary Arts Year 2

期間: 1年

IELTS:
スコアは5.5で個々のバンドスコアが5.0未満
でないこと、または同等のもの。

高度な調理技術を用いながら、肉、鶏肉、魚料理のメニューを考
案し、お客様に提供する方法を学びます。

 ホスピタリティーと調理 

 情報技術 

New Zealand Certificate in Information 
Technology (Level 5)

期間: 1学期

IELTS:
スコアは5.5で個々のバンドスコアが5.0未満
でないこと、または同等のもの。

このプログラムでは、テクニカルサポート、情報システム、統合設
計、ソフトウェア開発など、情報技術の コア・コンセプトとスキル
を幅広く理解できるよう組まれています。

Bachelor of Applied Information 
Technology (Level 7) 

期間: 3年

IELTS:
スコアは6.0で個々のバンドスコアが5.5未満
でないこと、または同等のもの

ネットワークエンジニアリング、ソフトウェアエンジニアリング、デ
ータベースアーキテクチャ、またはマル チメディアとウェブ開発の
4つの専門分野のいずれかで高度なレベルの専門知識を習得す
ることができます。

Graduate Diploma in Applied Information 
Technology (Level 7) 

期間: 1年

IELTS:
スコアは6.0で個々のバンドスコアが5.5未満
でないこと、または同等のもの

このプログラムでは、レベルの高い情報技術サービスを提供する
ための知識とスキルを習得します。専門分 野には、データベース
管理、データベース開発、ネットワークエンジニアリング、ソフトウ
ェアエンジニア リング、及びウェブ開発が含まれます。また、様々
な組織や業界をサポート及び強化するための効果的なコ ミュニ
ケーションスキルを身につけることができます。

Postgraduate Diploma in Applied 
Information Technology (Level 8)

期間: 1年

IELTS:
アカデミックバンドは6.5で個々のバンドスコ
アが6.0未満でないこと、または同等のもの。

このプログラムでは、学生は幅広い分野をカバーする高度な学習
プログラムに着手し、情報技術と研究スキルに関する学問的知識
を更に深めて、就職やキャリアアップを図ることができます。



私の周囲の環境には常に数字が存在し、中等学校では数学やプログラミングを楽しんでいたので、ソフトウェ 
アエンジニアリングを専攻することに迷いはありませんでした。応用情報技術の学士号でウィンテックが提 供
している様々なモジュールを調べたところ、コースの内容はまさに私が求めていたものでした。特に気に 入っ
たのがゲーム開発でした。ウィンテックで学習することで、私は向上心が増し、何かにつまずいて悩んでいる時
にこそ、結果を出すことで、より一層の満足感を味わうということを学びました。講師は学生に自 己学習の価
値、またはその必要性を教えてくれると共に、学生が新しいことを試み、スキルを身につけるた めの実践的な
アプローチを全力でサポートしてくれます。モーリシャスからニュージーランドに旅行するこ とで、私はより自
立し、一人暮らしの生活を体験することできました。私はウィンテックがとても気に入っ ています。ニュージー
ランドはとても美しい国で、人々はフレンドリーで暖かく学生を歓迎してくれます。 私は以前はとても恥ずかし
がり屋で、クラス内で自分の意見を主張することができませんでしたが、ウィン テックでの経験のお陰で完全
に私の殻から抜け出すことができました。 

シャノン  ジュリエッタ、モーリシャス（応用情報技術学士）



Postgraduate Diploma in Applied 
Informatics (Level 8)

期間: 1年

IELTS:
アカデミックバンドは6.5で個々のバンドスコ
アが6.0未満でないこと、または同等のもの。

このプログラムでは、ビジネスまたは情報技術関連の学位を持つ
卒業生の専門能力開発への道を提供します。 開発の分野には、
管理、事業分析、戦略的計画、ソフトウェア開発、セキュリティなど
が含まれます。

Master of Applied Information     
Technology (Level 9)

期間: 18カ月

IELTS:
アカデミックバンドは6.5で個々のバンドスコ
アが6.0未満でないこと、または同等のもの。

このプログラムでは、コースワークと研究を組み合わせて、更な
る研究の準備をしたり、自分の分野でより上級の地位を獲得した
りします。それは学生に論文、または研究のパスウェイに導く架け
橋となります。

 メディアアート 

New Zealand Diploma in Journalism   
(Level 5)

期間: 1年

IELTS:
スコアが6.0で個々のバンドスコアが5.5未満
でないこと、または同等のもの。

このプログラムでは、ニュースソーシング、ライティング、出版の
スキルに加えて、写真とビデオ撮影のスキルを身につけることが
できます。これらのスキルを実践し、ウィンテックオンライン新聞 
Waikato Independentに定期的に記事を掲載し、業界とのプロ
ジェクトを行います。

Bachelor of Communication  
(Level 7) 

期間: 3年

IELTS:
スコアは6.0で個々のバンドスコアが5.5未満
でないこと、または同等のもの。

このプログラムは、クリエイティブ及びジャーナリズムメディア、マ
ーケティングコミュニケーション、コ ンテンツ制作に重点を置い
て、ダイナミックメディア及びコミュニケーション業界向けのスキ
ルを開発したい学生を対象としています。

Bachelor of Contemporary Art  
(Level 7)

期間: 3年

IELTS:
スコアは6.0で個々のバンドスコアが5.5未満
でないこと、または同等のもの。

このプログラムは、絵画、写真、スクリーンベースのメディア、イン
スタレーション、ストリートアート、彫 刻、イラストレーションなど
の芸術分野に従事したい人を対象としています。学生は、個人の
ビジョンと個 性が社会で評価されている場で勉強します。

Bachelor of Design  
(Level 7)

期間: 3年

IELTS:
スコアは6.0で個々のバンドスコアが5.5未満
でないこと、または同等のもの。

このプログラムでは、創造性、革新性、及びデザイン能力を学びま
す。また、複数の専門分野で創造的な問題解決とデザインのスキ
ルを適用する方法も学びます。学位には、ビジュアルコミュニケー
ション（グラ フィックデザイン）と空間デザイン（インテリアデザイ
ン）のコースがあります。



Bachelor of Music and  
Performing Arts (Level 7)

期間: 3年

IELTS:
スコアは6.0で個々のバンドスコアが5.5未満
でないこと、または同等のもの

このプログラムは、自分の音楽的な適性を見つけ、より専門的な
環境で積極的に関わり、学びたい人を対象 としています。このプ
ログラムには4つの音楽の分野があります：

• パフォーマンス  •    構成
• オーディオ制作 •    シアター

Graduate Diploma in Communication 
(Level 7)

期間: 1年

IELTS:
スコアは6.0で個々のバンドスコアが5.5未満
でないこと、または同等のもの。

このプログラムでは、広報、広告、マーケティング、及びメディアの
実践における知識とスキルで学位、または実務経験を向上させ
たい人を対象としています。

Bachelor of Media Arts (Honours)  
(Level 8)

期間: 1年

IELTS:
スコアは6.5で個々のバンドスコアが6.0未満
でないこと、または同等のもの。

この大学院プログラムは、選択した分野について更に追求したい
学生を対象としています。デザイナー、映 画製作者、写真家、アー
トディレクター、撮影監督、映画編集者、プロデューサー、ジャーナ
リストなどとして働くことができます。

Master of Arts (Level 9) with endorsements in 
Design, Music, Visual Arts and Communication

期間: 1年

IELTS:
スコアは6.5で個々のバンドスコアが6.0未満
でないこと、または同等のもの。

このプログラムは、デザイン、音楽、視覚芸術、コミュニケーション
の分野で、専門的かつ高度な学術的実践につながる大学院の研
究を学生に提供します。

New Zealand Certificate in Applied Science 
(Level 3) Applied Science 3

期間: 1年

IELTS:
全てのアカデミックバンドスコアが5.0以上で
あること、または同等のもの。

このプログラムは、科学または工学のキャリアに興味のある人の
ためのプログラムです。それは、より高いレベルの科学プログラム
への道を提供します。

New Zealand Diploma in Applied Science  
(Level 6) Applied Science 6

期間: 1年

IELTS:
アカデミックスコアは6.0で個々のバンドスコ
アが5.5未満でないこと、または同等のもの。

このプログラムの学生は、次のような科学の専門分野で理論的
及び技術的な知識を学びます： 食品技術、環境技術、またはバイ
オテクノロジー 。

Bachelor of Technology                               
(Level 7)

期間: 3年

IELTS:
スコアは6.0で個々のバンドスコアが5.5未満
でないこと、または同等のもの

バイオテクノロジー、環境テクノロジー、または食品テクノロジー
のいずれかで特定の承認を得て、科学技術の幅広く実用的な基
盤を学びます。

 サイエンス 



New Zealand Diploma in Wellness and 
Relaxation Massage (Level 5)

期間: 1年

IELTS:
アカデミックバンドスコアは5.5で個々のバン
ドスコアが.5.0未満でないこと、または同等
のもの。

このプログラムでは、解剖学と生理学、健康と栄養、マッサージ療
法の原則を学び、基本的なビジネススキルを学びながら臨床実
習の実践的な経験を積みます。

New Zealand Diploma in Remedial Massage 
(Level 6)

期間: 1年

IELTS:
アカデミックスコアは6.0で個々のバンドスコ
アが5.5未満でないこと、または同等のもの。

このプログラムでは、リメディアルマッサージ、ウェルネスマッサー
ジ、リラクゼーションマッサージで定義された実践の範囲内での
施術を学びます。卒業後は、独立して自宅での開業、またはモバイ
ルマッサージ療法クリニック、マッサージ療法クリニック、総合的
クリニック、またはスポーツ環境で働くことができます。

 スポーツ科学とヒューマンパフォーマンス 

Bachelor of Sport and Exercise            
Science (Level 7) 

期間: 3年

IELTS:
アカデミックスコアは6.0で個々のバンドスコ
アが5.5未満でないこと、または同等のもの。

このプログラムは、スポーツと運動科学の総合的な指導者になる
ためのスキルを所得するのに役立ちます。 体育、コーチング、運動
生理学、スポーツ栄養学、スポーツ心理学、バイオメカニクス、リ
ハビリテーショ ン、及び個人的なトレーニングスキルを学びます。

Postgraduate Diploma in Sport and 
Exercise Science (Level 8)

期間: 1年

IELTS:
アカデミックスコアは6.5で個々のバンドスコ
アが6.0未満でないこと、または同等のもの。

このプログラムは、学部の学位または、業界での経験に基づい
て、スポーツ及び運動科学の知識を深めることを目的としていま
す。 私たちの大学院スポーツプログラムは、応用学習と業界との
繋がりに重点を置いており、高度なスキルを持 つ学術スタッフチ
ームによってサポートされています。専用施設を利用することも
可能です。

Master of Science (Human Performance 
Science) (Level 9)

期間: 1.5年

IELTS:
スコアは6.5で個々のバンドスコアが6.0未満
でないこと、または同等のもの。

このプログラムは、更に専門的なスキルと知識を身につけて学
部の学位を取得したい学生を対象としています。博士課程を継
続したい学生、またはより高いレベルのポジションに進みたい学
生に適しています。学生は、スポーツ科学とヒューマンパフォーマ
ンスのためのウィンテックセンターで学習します。研究所はSport 
Science New Zealandの設備が整っており、認定されたニュージ
ーランドで最高のスポーツ科学施設の1つです。学生は、国内及び
海外のアスリートが使用する「最先端の」スポーツテスト、及びコ
ンサルティングにアクセスできます。 
利用可能な2つのパスウェイがあります。
•    学位論文
•    研究論文



エドワード・パーク
国際マーケティングディレクター
エドワードと申します。私はウィンテックで国際マーケティングディレクターを
務めています。ウィンテッ クで勉強することに関してどんなご質問にも対応致
しますので、お気軽にお申し出ください。直接の連絡先 は下記になります。
Email edward.park@wintec.ac.nz

  お問い合わせ  



                                                 International Student Fees — 2023                                                      
Programme Level Duration Intake Academic IELTS Insurance* Tuition Fee**

Animal Technology

New Zealand Certificate in Animal 
Technology 
with strand in Rural Animal Technology

5 1 year Feb
6.0, with no indivdual band score 
of lower than 5.5, or equivalent 

$730 $24,279

New Zealand Certificate in Animal 
Technology 
with strand in Veterinary Nursing 
Assistant

5 1 year Feb
6.0, with no indivdual band score 
of lower than 5.5, or equivalent 

$730 $24,279

New Zealand Diploma in Veterinary 
Nursing

6 1 year Feb
6.0, across all bands, or 
equivalent

$730 $24,514

Business

New Zealand Diploma in Business 5 1 year Feb/Jul
5.5, with no individual band 
score of lower than 5.0, or 
equivalent

$730 $21,047

Bachelor of Applied Management  
Accounting (with or without CAANZ 
/CPA pathway), Human Resource 
Management, Operations and 
Production Management, Strategic 
Management and Supply Chain 
Logistics

7 3 years Feb/Jul
6.0, with no indivdual band score 
of lower than 5.5, or equivalent 

$730 $21,047

Graduate Diploma in Accounting 7 1 year Feb/Jul
6.0, with no indivdual band score 
of lower than 5.5, or equivalent 

$730 $23,300

Graduate Diploma in Human Resource 
Management

7 1 year Feb/Jul
6.0, with no indivdual band score 
of lower than 5.5, or equivalent 

$730 $23,300

Graduate Diploma in Strategic 
Management

7 1 year Feb/Jul
6.0, with no indivdual band score 
of lower than 5.5, or equivalent 

$730 $23,300

Graduate Diploma in Operations and 
Production Management

7 1 year Feb/Jul
6.0, with no indivdual band score 
of lower than 5.5, or equivalent 

$730 $23,300

Graduate Diploma in Supply Chain 
Logistics

7 1 year Feb/Jul
6.0, with no indivdual band score 
of lower than 5.5, or equivalent 

$730 $23,300

Education

Graduate Diploma in Teaching English 
to Speakers of Other Languages 

7 1 year Feb/Jul
6.0, with no indivdual band score 
of lower than 5.5, or equivalent 

$730 $20,337

Graduate Diploma of Information 
Technology in Education 

7 1 year Feb/Jul
6.0, with no indivdual band score 
of lower than 5.5, or equivalent 

$730 $19,295

Te Paetahi Akoranga Bachelor of 
Teaching  
(Early Childhood Education)

7 3 years Feb/Jul
7.0 across all bands; or 
equivalent

$730 $24,186

Engineering and Industrial Design

New Zealand Diploma in Architectural 
Technology

6 2 years Feb
6.0. across all bands; or 
equivalent

$730 $23,747



Programme Level Duration Intake Academic IELTS Insurance* Tuition Fee**

New Zealand Diploma in Construction  
(Quantity Surveying)

6 2 years Feb
6.0, with no individual band 
score lower than 5.5 across; or 
equivalent.

$730 $23,747

New Zealand Diploma in Engineering  
(Civil, Mechanical, Electrical)

6 2 years Feb/Jul
6.0, with no individual band 
score lower than 5.5 across; or 
equivalent.

$730 $24,486

Bachelor of Engineering Technology  
(Civil, Mechanical, Electrical)

7 3 years Feb/Jul
6.0 with 6.0 writing, 6.0 speaking, 
5.5 reading, 5.5 listening; or 
equivalent

$730 $23,747

Graduate Diploma in Engineering 
Technology  
(with strands in Mechanical, 
Mechatronics, Power, Water and Water 
Waste, Highway Engineering)

7 1 year Feb/Jul
6.0 with 6.0 writing, 6.0 speaking, 
5.5 reading, 5.5 listening; or 
equivalent

$730 $23,747

English Language

New Zealand Certificate in English 
Language (Foundation) 

1 17 weeks Feb/Jul ‡ $487 $7,408

New Zealand Certificate in English 
Language 

1 17 weeks Feb/Jul ‡ $487 $7,408

New Zealand Certificate in English 
Language

2 17 weeks Feb/Jul ‡ $487 $7,408

New Zealand Certificate in English 
Language (Academic)

3 17 weeks Feb/Jul
4.5 across all bands, or 
equivalent

$487 $7,408

New Zealand Certificate in English 
Language (General) (Offshore)

3 16 weeks Feb/Jul ‡ — $5,508

New Zealand Certificate in English 
Language (Applied) (Offshore)

3 16 weeks Feb/Jul ‡ — $5,508

New Zealand Certificate in English 
Language (Employment) 

4 17 weeks Feb/Jul
5.5 across all bands or 
equivalent

$487 $7,408

New Zealand Certificate in English 
Language (Academic) (Offshore)

4 16 weeks Feb/Jul ‡ — $5,508

New Zealand Certificate in English 
Language (Academic)

4 17 weeks Feb/Jul
5.5 across all bands or 
equivalent

$487 $7,408

New Zealand Certificate in English 
Language (Academic) (Offshore)

5 16 weeks Feb/Jul ‡ — $5,508

New Zealand Certificate in English 
Language (Academic)

5 17 weeks Feb/Jul
6.0 across all bands; or 
equivalent

$487 $7,408

English Language Training (General 
English)

-
Min 3 
weeks

Weekly † ‡
$61 per 
month

$436 per week

Summer School English - 3 weeks Dec/Jan ‡
$61 per 
month

$436 per week

Foundation

Te Ara Pūtake (My Academic Pathway) 4 6 months Feb/Jul
5.5 with no individual band score 
lower than 5.0 or equivalent

$487 $9,648

Health and Social Practice

New Zealand Certificate in Health and 
Wellbeing  
(Social and Community Services)

4 1 year Feb/Jul
5.5 with no individual band score 
lower than 5.0 or equivalent

$730 $19,295



Programme Level Duration Intake Academic IELTS Insurance* Tuition Fee**

New Zealand Diploma in Enrolled 
Nursing (Level 5)

5 18 months Feb/Jul
6.5, across all bands, or 
equivalent

$1095 $23,746

Bachelor of Counselling 7 3 years Feb
6.5, across all bands, or 
equivalent

$730 $24,182

Bachelor of Midwifery 7 4 years Feb

7.0, with no less than 6.5 in 
writing and reading and no 
less than 7.0 in speaking and 
listening; or equivalent

$730 $24,393

Bachelor of Nursing 7 3 years Feb/Jul
6.5 across all bands, or 
equivalent

$730 $24,182

Bachelor of Social Work 7 4 years Feb
6.5 across all bands, or 
equivalent

$730 $19,295

Postgraduate Certificate in Health and 
Social Practice

8 6 months Feb/Jul
7.0 across all bands; or 
equivalent

$487 $12,091

Postgraduate Diploma in Health and 
Social Practice

8 1 year Feb/Jul
7.0 across all bands; or 
equivalent

$730 $24,182

Master of Nursing (Pre-registration) 9 2 years Feb
7.0 across all bands; or 
equivalent

$730 $24,548

Master of Professional Practice 9 2 years Feb/Jul
7.0 across all bands; or 
equivalent

$730 $24,548

Hospitality and Cookery

New Zealand Certificate in Cookery 
(Level 4)

4 1 year Feb/Jul
5.5,with no indivdiual band score 
of lower than 5.0; or equivalent

$730 $19,736

New Zealand Diploma in Cookery 
(Advanced) (Level 5) with strand in 
Cookery

5 1 year Feb/Jul
5.5,with no indivdiual band score 
of lower than 5.0; or equivalent

$730 $18,548

Horticulture, Landscape and Arboriculture

New Zealand Diploma in Landscape 
Practice

5 1 year Feb/Jul
5.5,with no indivdiual band score 
of lower than 5.0; or equivalent

$730 $23,746

New Zealand Diploma in Arboriculture 6 1 year Feb
6.0,with no indivdiual band score 
of lower than 5.5; or equivalent

$730 $23,746

Information Technology

New Zealand Certificate in Information 
Technology

5 6 months Feb/Jul
5.5,with no indivdiual band score 
of lower than 5.0; or equivalent

$487 $11,338

New Zealand Diploma in Information 
Technology Technical Support

5 1 year Feb/Jul
5.5,with no indivdiual band score 
of lower than 5.0; or equivalent

$730 $23,747

Bachelor of Applied Information 
Technology

7 3 years Feb/Jul
6.0,with no indivdiual band score 
of lower than 5.5; or equivalent

$730 $23,747

Graduate Diploma in Applied 
Information 
Technology

7 1 year
Feb/Jul/

Nov
6.0,with no indivdiual band score 
of lower than 5.5; or equivalent

$730 $23,747

Postgraduate Certificate in Applied 
Information Technology

8 6 months Feb/Jul
6.5,with no indivdiual band score 
of lower than 6.0; or equivalent

$487 $11,874

Postgraduate Diploma in Applied 
Informatics

8 1 year Feb/Jul
6.5,with no indivdiual band score 
of lower than 6.0; or equivalent

$730 $23,747

Postgraduate Diploma in Applied 
Information Technology

8 1 year Feb/Jul
6.5,with no indivdiual band score 
of lower than 6.0; or equivalent

$730 $23,747



Programme Level Duration Intake Academic IELTS Insurance* Tuition Fee**

Master of Applied Information 
Technology

9 18 months Feb/Jul
6.5,with no indivdiual band score 
of lower than 6.0; or equivalent

$1095 $23,747

Innovation

Postgraduate Certificate in Innovation 8 6 months Feb/Jul
 6.5, with no individual band 
score lower than 6.0; or 
equivalent

$487 $9,741

Master of Applied Innovation 9 18 months Feb/Jul
6.5, with no individual band 
score lower than 6.0; or 
equivalent

$1095 $19,482

Media Arts

New Zealand Diploma in Journalism 5 1 year Feb
 6.0 with no band lower than 5.5; 
or equivalent

$730 $19,861

Bachelor of Communication 7 3 years
Feb/

Enquire 
for Jul

 6.0 with no band lower than 5.5; 
or equivalent

$730 $20,734

Bachelor of Contemporary Art 7 3 years
Feb/

Enquire 
for Jul

 6.0 with no band lower than 5.5; 
or equivalent

$730 $23,747

Bachelor of Music and Performing Arts 7 3 years
Feb/

Enquire 
for Jul

 6.0 with no band lower than 5.5; 
or equivalent

$730 $23,747

Bachelor of Design 7 3 years
Feb/

Enquire 
for Jul

 6.0 with no band lower than 5.5; 
or equivalent

$730 $24,150

Graduate Diploma in Communication 7 1 year Feb/Jul
 6.0 with no band lower than 5.5; 
or equivalent

$730 $19,295

Bachelor of Media Arts (Honours) 8 1 year Feb/Jul
6.5,with no indivdiual band score 
of lower than 6.0; or equivalent

$730 $23,747

Master of Arts 9 14 months
Feb/Jul/

Oct
6.5,with no indivdiual band score 
of lower than 6.0; or equivalent

$852 $23,747

Science (Applied)

New Zealand Certificate in Applied 
Science  
(Applied Science 3)

3 6 months Feb/Jul
5.0, across all bands, or 
equivalent

$487 $12,257

New Zealand Diploma in Applied 
Science 
(Applied Science 5)

5 1 year Feb/Jul
5.5, with no individual band 
score of lower than 5.0, or 
equivalent

$730 $24,514

New Zealand Diploma in Applied 
Science  
(Applied Science 6)

6 1 year Feb/Jul
6.0, with no individual band 
score lower than 5.5 across; or 
equivalent

$730 $24,514

Bachelor of Technology  
(Agritechnology, Biotechnology, 
Environmental Technology, Food 
Technology)

7 3 years Feb/Jul
6.0, with no individual band 
score lower than 5.5 across; or 
equivalent

$730 $23,747

Sport Science and Human Performance

New Zealand Certificate in Outdoor 
and Adventure Education (Multi-
skilled) (Level 4)

4 1 year Feb
5.5, with no individual band 
score of lower than 5.0, or 
equivalent

$730 $23,458



Programme Level Duration Intake Academic IELTS Insurance* Tuition Fee**

New Zealand Diploma in Wellness and 
Relaxation Massage

5 1 year Feb
5.5, with no individual band 
score of lower than 5.0, or 
equivalent

$730 $19,295

New Zealand Diploma in Remedial 
Massage

6 1 year Feb
6.0 in the academic band, with 
no individual band score lower 
than 5.5; or equivalent.

$730 $19,861

Bachelor of Sport and Exercise Science 7 3 years Feb/Jul
6.0, with no individual band 
score of lower than 5.5, or 
equivalent

$730 $24,508

Graduate Diploma in Sport and 
Exercise Science 

7 1 year Feb/Jul
6.0, with no individual band 
score of lower than 5.5, or 
equivalent

$730 $24,508

Bachelor of Sport and Exercise Science 
(Honours)

8 1 year Feb
6.5, with no individual band 
score lower than 6.0; or 
equivalent

$730 $24,279

Postgraduate Diploma in Sport and 
Exercise Science

8 1 year Feb/Jul
6.5,with no indivdiual band score 
of lower than 6.0; or equivalent

$730 $24,918

Master of Science (Human 
Performance Science)

9 18 months Feb/Jul
6.5,with no indivdiual band score 
of lower than 6.0; or equivalent

$1095 $24,279

* Insurance fees are subject to change, and correct as of November 2022.

** Fees Disclaimer: Tuition fees quoted are current for semester 1, 2023 start dates and includes GST, but exclude other costs. New fees will apply for 
Semester 2 2023 start dates. There may be an independent activity fee of up to a $1000 that may apply to certain courses which is not included in the tuition 
fee. These fees are approximate and are based on a full-time workload for one year. The fees may vary depending on the amount of credits you are enrolled 
in. All fees are in New Zealand Dollars. Fees may vary due to changes in law or regulations that are beyond the control of Wintec - Te Pukenga. Some 
programmes have additional costs. In some cases, New Zealand Qualifications Authority (NZQA) fees will apply in addition to those listed. Your fees must be 
paid two weeks before the start of your programme, or at the time you enrol if you are enrolling within two weeks of your start date. 

† Intakes for English study are weekly and available for any length (min 3 weeks). However, to gain the NZCEL qualification, students must start in Feb/July 
and attend the full 17 weeks.

‡ You may be asked to attend an interview to establish your English language skill level, and show your likelihood of success. You will also be required to take 
a placement test.



重要事項
行動規範
ウィンテックは在学する全ての学生が十分な情報を得て、安全で、適切な指導を受けることを保証する義務を負いま
す。 ウィンテックは、ニュージーランド教育省が発行したThe Education (Pastoral Care of Tertiary and International 
Learners) Code of Practice 2021に署名しています。コードの詳細については、ニュージーラ ンド資格認定機関のウェブ
サイト（www.nzqa.govt.nz/providers-partners/education-code-of-practice/）を参照ください。

傷害保険
傷害保険事故補償公社は、ニュージーランド国民及びニュージ
ーランドへの一時的な訪問者全てに傷害保険及び事故保険を
提供していますが、その他の全ての医療費、また関連費用は学生
が負担する場合があります。詳細については、ACCのウェブサイト

（www.acc.co.nz）をご参照ください。

追加費用
請求された全ての学費を全額支払うことを求められます。領収書
は、ウィンテックが全額の支払いを受け取った後にのみ発行され
ます。ビザの目的で年間に必要な生活費の合計は１５,０００ニュ
ージーランドドルです。一部のプログラムには、本、文房具、ユニフ
ォーム、ケータリング機器、割り当て資料などの追加費用が発生し
ます。料金は変動しますので、プログラムへの申し込みはお問い合
わせください。教科書は通常１冊７５ドルから１１０ドルの間で、一
部のコースには追加の活動費がかかります。

出席率
クラスへは１００％出席することが求められます。クラスを欠席し
た場合は、欠席を証明する診断書またはその他の証明書をクラス
に戻った際にチューターにお渡しください。出席率が不足している
場合、ビザの更新に影響します。
 
クレーム対応
クレーム対応は下記のリンクよより、内部苦情を申し立てること
ができます: https//wintecprodpublicwebsite.blob.core.
windows.net/sitefinity-storage/docs/default-source/
student-life-documents/Policies-and-forms-documents/
forms/form-complaint-form.pdf  ウィンテックの内部プロセス
によって学生のクレームが解決されない場合は、学生の苦情を
管理するニュージーランド資格局（NZQA）に連絡することができ
ます。詳細については、こちらをご覧ください: www.nzqa.govt.
nz/assets/Providers-and-partners/Code-ofPractice/ int-
students-make-a-complaint.pdf

免責事項
記載されている情報やプログ ラムに対しての管理を注意深く行っ
ていますが、記載内容について誤解が生じ る場合があります。従っ
て、ウィンテックはプログラムの提供及びその他のコンテンツを予告な
しに変更、 または更新することがあります。ウィンテック（国立ウィ
ンテック工科大学）は、このパンフレットの記載内容について誤解
の生じたいかなる損害、損失に関して責任を負いかねます。プロ
グラムは、十分な生徒数が集まった場合にのみ実施されます。最新の
情報については、ウェブサイトを参照ください。  

高等教育機関NZQAのEERレビュー
高等教育機関NZQAのEERレビューは、外部評価及びレビュー

（EER）の定期的なシステムを通じて、高等教育機関の教育水準
によって評価されたものです。またEERを通じて、高等教育機関
は、学生、雇用主、資金提供者、品質保証機関、及びその他の利害
関係者に対して説明責任を負います。２０１９年のウィンテッ
クのEERレポートはこちらです。：www.nzqa.govt.nz/nqfdocs/
provider-reports/6019.pdf

医療サービス
ニュージーランド滞在中の留学生の殆どは医療サービスの資格
を持たず、公的資金による医療サービスを受けることができませ
ん。在学中に治療を受けた場合、その治療費を全額負担しなけれ
ばならない場合があります。公的資金による医療サービスの資格
に関する詳細は、保健省を通じて入手可能となっています。こち
らのサイトwww.moh.govt.nzで確認できます。 

IELTS
IELTS の詳細については、Acedemic Requirementsを参照して
ください。いずれの場合も、IELTS評価は申請時に２年以内のもの
である必要があります。テスト結果は合わせて使うことはできま
せん。

移民移民要件
勉強中のニュージーランドでの雇用の権利に関するアドバイス、
及び報告要件は、ニュージーランド移民局から入手でき、ウェブサ
イトwww.immigration.govt.nzで確認することができます。

医療及び旅行保険
留学生（学生のグループを含む）は、ニュージーランドに滞在中、
適切かつ最新の医療及び旅行保険に加入している必要がありま
す。

親族の方へ
生徒の家族とのつながりもウィンテックは大切にしています。当校
のウェブサイトでウィンテックについていくつかの情報をまとめて
いるので、是非ご覧ください。www.wintec.ac.nz/international/
studentsupport/under-18s-parent-information

返金方針
プログラムへの参加を承諾し、ウィンテックで学費を支払う際に
はプログラムに関しての契約をウィンテックと結びます。これには、
１年間の学費料金、または１年未満のプログラム期間分の学費
を支払う義務があることを意味します。返金ポリシーはウェブサイ
トwww.wintec.ac.nz/international/studentsupport/forms-
policies で入手できます。登録数が不足している場合、プログラム
はキャンセルされ、返金されます。

料金の免責事項
全ての料金は2022年度のみのものになっており、学生サービス料
金、健康及びカウンセリング税、GSTが 含まれますが、その他の費
用は含まれません。特定のコースに関しては最大1000ニュージ
ーランドドルが別 料金としてかかる場合があります。これらの料
金は概算であり、1年間のフルタイムのワークロードに基づ いて
います。料金は、登録しているクレジットの量によって異なる場合
があります。全ての料金はニュージー ランドドルです。ウィンテック
の管理が及ばない法律または規制の変更により、料金が異なる
場合がありま す。一部のプログラムには追加費用がかかります。
場合によっては、記載されている料金に加えて、ニュー ジーランド
資格局（NZQA）の料金が適用されます。料金は、プログラム開始
の2週間前、または開始日から 2週間以内に登録する場合は登録
時に支払う必要があります。期日までに料金が支払われない場合
は、105 ニュージーランドドルの延滞料金が適用されます。
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