オークランドにある専門学校で介護資格（ニュージーランドの資格）を取得し、現地就職を目指すプ
ログラムです。コース期間中は介護施設などでアルバイトが可能で、雇用先の紹介サポートが含まれ
ます。また、就職斡旋会社とのコネクションを活かして卒業後の就職サポートにも力を入れています
ので、就職に有利な情報を得ることができます。近い将来、介護分野での就職を希望されている方に
大変おすすめのプログラムです。
参加都市
取得を目指す資格

参加条件
必要な英語力
コース期間
入学日（2016 年）

オークランド（北島）
☆将来、NZ で介護士として働きたい方 Diploma in Healthcare Study Level 6 （2 年間コース）
☆NZ の介護福祉を学びたい方
Diploma in Healthcare Study Level 5 （1 年間コース）
・高校卒業以上で心身ともに健康なこと
・犯罪歴がないこと
・規定の英語力を満たしていること（英語力不足の場合、英語研修を追加することができます）
直接このコースへ入学するには IELTS5.5（アカデミック）以上のスコア＋電話インタビューが必要で
すが、英語力が規定に満たない方は事前に英語コースを追加するプランをご案内しています。
Level 5：44 週間
Level 5 & 6：約 72 週間 Level 7：45 週間
Level 5：２月、５月、７月、９月、１１月 Level 6：２月、６月、１０月 Level 7：３月、7 月、９月

Auckland Goldstar Institute‐AGI
研修校

プログラム／コース概要

オークランドにある専門学校です。小規模・少人数生で、私立学校の中では日本人がかなり少ない学校
のひとつです。英語コースを併設しており、その後の専門コースへの進学もスムーズ。実際の専門コー
ス入学は条件をパスした後ですが、英語コース入学時に専門コースの仮入学許可書も発行可能です。図
書室やラウンジ、コンピューター・ルームなど、設備も整っています。各リクルート会社と提携し就職
活動支援にも力を入れています。現地就職を目指す方におすすめです。日本人スタッフ常駐。
提携先：
Enterprise Medical Bureau、Healthcare of New Zealand Ltd.、Raketoetoe Trust, The Selwyn
Foundation ほか
各講師は医療、介護経験の豊かでニュージーランドのヘルスケアの現状や医療用語を教え、介護の現場
で日々直面するであろう問題に対しての解決能力・現場での意思決定能力などを育て伸ばすことを重点
においています。 レクチャー・実技のほか週2－3回、各学生は老人ホームやコミュニティーセンター
に派遣されトレーニングを積みます。ニュージーランドにおいても、現在すでに看護師、介護士が不足
しており、今後介護や医療の技術・知識・経験を取得されている人材には医療現場や老人介護・障害者
の介護の現場で働ける機会がますます増えていくと予測されています。
【目 的】
このコースは老人介護や障害者の介護の現場に必要となる知識・スキルを所有する人々を育て
ニュージーランドの社会に送り出すことを目的としています。
【特 徴】
①介護サービスを提供しているニュージーランドの介護会社Healthcare NZ社, SelwynFoundation社と
コースを通じてより密接な関係を持つことができます。
②Healthcare NZ社, SelwynFoundation社が提供している研修を通じて介護サービスの現場で必要とさ
れるより深い知識と経験を得ることができます。
③Healthcare NZ社より研修以外においてアルバイト（パートタイムワーク）の紹介を受けることがで
きます。
④就職斡旋企業とも密接な関係を保っているためコース終了後の就職に有利な情報を入手しやすくな
っています。
⑤whakataneにあるRaketoetoe Trust社にてマオリ文化・言語・生活習慣を学びます。
【学習概要】
Musculoskeletal care and handling people safely in a health or disability setting.
te as a member of the community in a health or disability
setting.

whakama, mana, kaitiakitanga, colonisation and their
implications on Hauora outcomes.
dementia, person-centered care and communication for a person living with
dementia.
Learn person-centered care when supporting a person living with dementia.
Develop competence in problem solving, decision making and delegation of duties in a healthcare
organisation.

滞在方法

査証（ビザ）について

有給就労について

Management communication, motivation and management changes.
ホームステイを手配します。個室・1日2食付です。1日3食付のプランもあり。その他、ホステル等の手
配をご希望の場合はご相談ください。最初にホームステイを4－8週間予約しその後フラットシェアに移
動するケースも多いです。
直接入学：Diploma コースでパートタイムワーク許可付きの学生ビザを申請します。
条件付入学：英語コースで学生ビザを申請します。現地で IELTS6.0 取得後に Diploma コースで学生
ビザを延長、パートタイムワークの許可を取ります。
コース期間中はアルバイト（パートタイムワーク）をご紹介しています。ケアワーカーのほか、飲食や
販売など週 20 時間まで、休暇中はフルタイム就労ができます。また、コース完了後に Open Work
Permit（Job Search Visa）を取得した場合は、全期間フルタイムで就労可能です。
◆ニュージーランドの最低賃金： NZ$14.75／時
（2015 年 4 月より）
介護職の場合はもう少し高く、平均 NZ$16.00／時です。
【コース期間中のアルバイト収入例（最低賃金で計算）／税引き前の単純計算です。個人差あり。
】
$14.75×20 時間＝1 週間あたり$295 の収入、44 週間では$12,980 の収入となりコース期間中の生活費
の 80~90%を賄えることになります。
手続代行料： 無 料！
※＄＝NZ ドル

入学金： ＄２２０
英語コース授業料： ＄２３０／週
（ヘルスケアコースへ進学する場合）
コース費用（Level 5, 6, 7）
：各＄１６，５００＋教材費＄１，５００
2016 年用特別オファー！
✔お申込み前に費用見積りの作 Level 5 & 6・約 2 年間受講の場合、学費は＄24,000（約 199 万円）です。現地就職には約 2 年間の履
成をご依頼ください。
修をおすすめします。授業料支払いは 1 年ごとです。
また、2016 年受講開始の場合、Level 5、Level 7 は、各＄14,500 となります。
滞在手配料： ＄２５０
ホームステイ費用： ＄２５０／週
プログラム費用

お申込みの際の注意点

お申込み方法

空港送迎費用（片道）
： ＄８５
学生証発行料：＄２０／年
その他必要な費用：
①渡航費 格安航空券の手配をお手伝いします。
②学校指定の海外旅行傷害保険（NZ の保険会社）
③外国送金手数料 6,000 円
④学生ビザ代理申請手数料（オプション） 15,000 円
⑤現地での交通費、お小遣い等
①上記費用は 2016 年 1 月現在のものです。予告なく変更になる場合がありますので、お申込み前に最
新情報をご確認ください。
②直接 Diploma コースに入学申請するには IELTS のスコア提出が必要です。
③キャンセル規定は研修校の Terms and Condition に準じます。詳細はお問合せください。
所定の申込書、職務経歴書に必要事項を記入し、郵送・FAX・持参のいずれかの方法でご提出ください。
英語力証明書類（IELTS,TOEFL, TOEIC）コピーもご提出ください（持っている場合）
。

◆お問合せ・お申込み

〒060-0042 札幌市中央区大通西５ 大五ビル２F
TEL 011－232－0292 FAX 011－232－0291
Email info@ibunka-koryu.net
URL http://www.ibunka-koryu.net

