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1985 年設立
95% の学生が

ニュージーランド人です
ACG 教育グループ傘下

>> 政府認定コース
>> NZQAカテゴリー１
>> 国際的なフライトアテンダン ト

訓練施設

ACGニュージーランド・スクール・オブ・
ツーリズムについて

1985年創立以来、ACGニュージーランド・スクール・
オブ・ツーリズム（NZST）は国内最大規模の旅行・観
光分野専門学校として、多くの学生を訓練してきまし
た。本校はオークランド空港内キャンパスを含む、ニ
ュージーランド国内に7ヶ所の教育施設を有してい
ます。観光および旅行分野コースでは、ホテルから、
観光案内所、旅行代理店、航空会社、免税店、レンタ
カー会社、その他各種の旅行関連会社に至るまで、
様々なキャリアを想定し学生を訓練しています。国際
線客室乗務員コースは、単独、あるいは2年間のマネ
ジメントコースの一環として履修でき、卒業生はニュ
ージーランド航空、海南航空、エミレーツ航空、カタ
ール航空、全日空、大韓航空、タイ国際航空、ガルー
ダ・インドネシア航空など多くの航空会社に就職し
ています。1クラスの定員は22名と小規模で、一人一
人の学生が丁寧な指導を受けられるよう配慮されて
います。各コースの教師はアドバイザーも兼ねてお
り、定期的に学生と面談して、学習の進み具合、目標
設定、履歴書の書き方、就職に関してのアドバイス
やフィードバックを与えます。オークランド空港内の
本校キャンパスには、ギャレー2カ所を併設したボー
イング747サービス訓練用設備、および、実物と同様
に開閉できるドア、主翼上非常口、緊急脱出用シュー
ター、40人乗り救命ボート、非常用装備を備えた実
物大のキャビン訓練用ボーイング737を設置してい
ます。また、会社見学、ゲスト講師、実地研修、校外学

習などを通して、すべての学生が現場を体験できる
ようになっています。ディプロマコースの一環である
実地研修では、北島のホビトン、ワイトモ・アドベン
チャーズ、南島のスカイライン・スカイライド、コロネ
ット・ピーク、ショットオーバー・ジェット、およびAJ・
ハケット・バンジーを訪問します。観光ビジネスを生
で体験し、すでに成功を収めているビジネス経営陣
からノウハウを得ることができます。海外体験オプシ
ョンとして、南太平洋の国際リゾートおよび観光旅行
オペレーターを訪問する選択肢もあります。本校は
業界と提携することにより、コルラウンジ（ニュージ
ーランド航空会員専用ラウンジ）や大規模なスポー
ツイベントでの就業体験から、オークランド、ロトル
ア、ウェリントン、クライストチャーチおよびクイーン
ズタウンで開催される本校生向けの就職フェアに至
るまで、数多くの機会を学生に提供しています。ディ
プロマコースの学生は、旅行業界での有給インター
ンシップをすることも可能です。

UNIQUE FEATURES

有給インターンシップ

海南航空との提携

2017年4月、海南航空の代表者が北京を拠点とす
る国際線キャビンアテンダントを採用するため、ニ
ュージーランを訪れました。本校で客室乗務業務を
学び、海南航空採用基準を満たしている学生が、オ
ークランド空港キャンパスにて面接を受けました。
海南航空は今後、年2回本校の学生を採用する予定
です。

全国7ヶ所のキャンパス

英語クラス

本校のコースを履修するために必要な英語レベルを満たしていない学生を対象としています。ACG語学学
校あるいはキャンベル・インスティチュートが、観光分野コース受講のためのニーズを満たす英語のトレー
ニングを提供します。ACG語学学校はオークランド中心部に位置しており、公共交通機関や近隣の宿泊施
設へのアクセスに便利です。キャンベル・インスティチュートはオークランド、ウェリントン共に市の中心部
に位置しています。観光コースに入学するには、IELTS英語能力試験の成績が5.5点以上である必要があり
ます。IELTSが4.5点または5.0点の学生には進学のための英語クラスもあります。留学生の出身国によって
は、英語レベルを確認するために、本校の英語能力試験を無料で受けることもできます。

学生の95％がニュージーランド人

サーティフィケート

観光・旅行・航空業界コース｜22週間
旅行および観光業界へ向けてのスタート地点に立つためのコースです。航空会社、旅行代理店、旅行企画
会社、ホテル、レンタカー会社、観光会社でのキャリアを視野に入れている学生向けのコースです。この分
野で必要とされている、雇用者が要望するスキルと資格を習得することができます。
観光・ホテル・航空業務コース｜16週間
様々な観光業務を学び、その知識と技能を適用するという独自のプログラムです。ニュージーランドの観光
地、インバウンド観光、ホテル業務および接客、水運業務およびクルージング、空港および航空業務、観光業
務および旅行ガイド、旅行代理業務などを履修します。

実地研修ツアー

国際線客室業務コース｜14週間
キャビンアテンダントを目指す学生のためのプログラムです。オーストラリア、ニュージーランド、南太平洋
諸国圏などで最も包括的な客室乗務員養成コースです。本校の7ヶ所あるキャンパスで履修することが可能
です。本コースを修了した学生は、海南航空およびその他の中国の航空会社との面接が保証されます。この
コースは、観光・旅行マネジメントディプロマコース（2年制）に組み入れることもできます。

ディプロマ

観光・旅行ディプロマ｜32週間
当コースの科目にはウォルト・ディズニー、マーケティング、クルーズ船観光、ミドルアースおよびクイーンズ
タウンでの実地研修、就職フェアおよび有給インターンシップが含まれます。観光業界に就職する準備を完
了できます。

全国5ヶ所で開催される本校生徒向け就職フェア

ホテル・接客ディプロマ｜32週間
接客、ホテル、あるいはリゾート分野でのキャリアを目指す学生のためのコースです。本校には国内外に提
携企業があり、将来の職業機会を数多く提供しています。就職フェアおよび有給インターンシップもコース
に含まれます。
観光・旅行マネジメントディプロマ｜2年間
観光および旅行ディプロマは本校が最も自信を持って提供しているプログラムです。卒業生就労ビザ取得
を目指す学生のために設定されており、有給インターンシップ、実地見学、本校生向け就職フェアがコース
に含まれます。コース修了後は、就職あるいは大学の観光科へ進学という選択肢があります。

学士号進学オプション

2018年プログラム内容

履修期間

NZQA
レベル

IELTS必要
最低点数

（全額）NZドル

22

3

5.5

$12,600

観光・ホテル・航空業務

16

4

5.5

$8,400

国際線客室乗務サーティフィケート

14

4

5.5

$8,100

観光・旅行・航空業界

観光・旅行ディプロマ

32

5

5.5

$19,400

ホテル・接客

32

5

5.5

$19,400

70 (2Yrs)

5

5.5

$29,900

観光・旅行マネジメントディプロマ
• オプション：ワイカト、
クイーンズタウンおよび南太平洋     
リゾートでの実地研修
• 本校生向け就職フェアへの参加資格取得
• オプションとして有給インターンシップ

ACGニュージーランド・スクール・オブ・ツーリズム
のサクセスストーリー
マホさんは、NZSTにおいて国際線客室乗務サーティフィケートを見事に習得しました。マ

オークランド空港キャンパス

A320訓練施設

少人数クラス

ホさんの夢は国際線キャビンアテンダント
（CA）になって、将来は日本から世界に向けて飛
ぶことでした。英語に自信をつけるため、マホさんは特に会話練習に力を入れて一生懸命

勉強しました。満員の乗客の前でアナウンスをする日に備えて、
自信を持って人前で英語を
話せるようになりたいと思っていました。

マホさんは勤勉で、ホームステイ先でも毎晩勉強し、学校での課題や役割練習に、最大の

努力を払うようにしていました。学校で勉強するかたわら、
カスタマー・サービスのアルバイ

トをして、英語に自信をつけると同時にサービス技術も身につけました。在学中には親友も
できました。
プレゼンテーションも上手になり、実用的な科目、特に客室乗務の実践を学ぶ

の事が一番の楽しみでした。マホさんは無事にコースを修了して、“Wings”（CAコース最終
試験）にも合格しました。現在はタイ航空の国際線CAとして活躍しています。

複数の中国航空会社と提携

セイコさんはNZSTに入学後、国際線客室乗務サーティフィケートを優秀な成績で修了しま

した。セイコさんは留学生向けの日本語ニュースレターや雑誌の取材を受けて、就職の成
功談が写真入りで掲載されました。気さくで社交的、ユーモアのセンスもよく、笑顔を絶や

さないセイコさんはキャンパスの人気者でした。身だしなみにも大変気を使い、
とても魅力
的で優れた出席記録を持っていました。優秀な学生であったセイコさんは日本のバニラエ

アにCAとして採用され、本校のスタッフも大変喜んでおります。

火災訓練

タカヤさんはNZSTで国際線客室乗務サーティフィケートを見事に習得しました。
タカヤさ

んの夢はCAになることで、父親が働く必要がなくなったら、家族全員揃って世界中を旅行す

ることでした。
クラスでは親友ができ、試験、役割練習、
プレゼンテーションに努力を惜しま

ず、授業中もよく発言しました。
コースを通じてどんどん自信をつけていき、同級生との間で

常に笑いが絶えませんでした。
タカヤさんの筆記力と会話力は日を追うごとに向上し、人前

で英語を話すことも怖くなくなりました。
コース終了後、
タカヤさんは香港エクスプレス航空
に採用されました。現在は、
カタール航空の国際線CAとして活躍しています。

緊急脱出用シューター訓練

ボーイング737キャビン訓練機／ボーイング
747キャビン訓練機

オークランドのクイーンストリート
オークランド空港

ハミルトン

ロトルア

ウェリントン

クライストチャーチ

ダニーデン

留学生のサクセスストーリー
Mio -日本

フライトアテンダントニュージーランド航空

Himeka -日本

F&B -ホビトン映画セット

Wakana -日本

旅行会社－JTB東京

Kana -日本

フライトアテンダント－エミレーツ航空

Reina -日本

フライトアテンダントー全日空航空

Reina -日本

フライトアテンダントーガルーダ航空

Seiko -日本

フライトアテンダントーバニラ航空

info@nzschooloftourism.co.nz, admissions@acgedu.com

>> nzschooloftourism.co.nz >> acgedu.com

Asana -日本

フライトアテンダント海南航空（中国）

Miwa -日本

グラウンドスタッフ中部空港

Rui -日本

フライトアテンダントーエミレーツ航空

Moe -日本

フライトアテンダントースクート航空

Nozomi -日本

フライトアテンダントーANAウィングス

Takaya -日本

フライトアテンダントーカタール航空

Satoshi -日本

フライトアテンダントー日本航空

