タスマニアがお届けする...

最適な留学
ロケーション
40年以上に渡り、
タスマニアはアジア、
ヨーロッパ、そして北アメ
リカ、南アメリカの国々からの留学生の目的地であり続けてい
ます。
タスマニアには留学生が持つ目標を達成し、最高の成功を収め
るための支援する要素が備わっています。
留学生はタスマニアが持つ自然の強みを利用する事ができ
ます。
タスマニアには安全で心地良い文化、世界でも有名な自然
環境、近代的な都市と田舎暮らしの共存、高品質な食物、生活費
の低さ、オーストラリアその他の地域よりも少ない留学生の数、
そして本物の英語圏コミュニティでの健康的なライフスタイルが
存在します。
タスマニアは教育及び地元生徒、留学生生徒へのサポートが高
水準であることで国際的な評判を持っています。教育機関では質
の高い個人に合ったサポートやサービスを提供しており、教師や
講師へのアクセスも制限はありません。

留学生は全てのレベルにおける英語の勉強をすることも可能
です。英語は学校の教育課程の一部として提供されており、VET
や大学のレベルにおいても、
コースに入学するため、そして更な
る勉強を行うための英語コースが提供されています。英語は特
定の語学学校において勉強することも可能です。
タスマニア大学
への明確な経路は高校やTasTAFEによって手配されており、直接
入学や学士課程への単位が認められる機会が存在しています。
タスマニアの教育部門は地元社会や産業界とも密接に繋がって
いるため、生徒には教育機関を変更したり、教育機関から業界へ
と進展する良い機会があります。
タスマニアの強みは南極、海洋、鉱業、農業、そして観光業部門
です。
タスマニア州政府はこれらの部門の重要性を理解してお
り、州内の産業界、研究教育機関における深い関係のサポートを
行っています。

タスマニアには多様性のある多国籍のコミュニティが存在し、留
学生が地元の生徒と交流できる環境を提供しています。
タスマニ
アの教育機関ではクラス人数が少ない授業を提供しており、近代
的なオーストラリアのコミュニティに浸かることにより、生徒は自
身の英語スキルを駆使し、上達するための最高の機会を得るこ
とになります。
タスマニアにおいて教育は価値があると見なされており、政府、
研究団体、そして産業界からも堅実な援助を受けています。留学
生は初等教育、中等教育、職業教育訓練（VET）による資格を得る
ためのTasTAFE、そして学士、修士資格を得るためのタスマニア
大学（UTAS）、全てのレベルにおける教育において留学生は歓迎
されています。
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州立学校
15の学校が留学生を歓迎しており、内13校は初等から12年生ま
で共学です。教師は1人1人の生徒個人の幸福や学習について熱
心であり、サポートを行っています。

タスマニアへ留学する主な理由

手頃な費用と利便性

卓越性
»

優秀で資格を有する専門家の教師が揃っています。

»

タスマニアの産業や世界において高い評価を持つ研究所
が、実際の職場や研究の経験を生徒へ提供しています。

»

コンパクトなシティにおける費用、生活費、交通費が安めであ
るため、留学生の経済支出が手頃です。

»

最高品質のサポートサービス及び教師や講師へのアクセス
も堅苦しくありません。生徒コミュニティが小さいですので、
個人への時間が配慮されます。

結果

ライフスタイル

»

タスマニアは留学生の卒業率が最も高い州の1つです。

»

»

職場におけるニーズとして教育に焦点が当てられています。
タスマニア教育機関の留学卒業生は、卒業後、質の高い仕
事を得る大成功を収めています。

タスマニアは清潔で健康的で、そして安全な環境であること
で世界的にも有名です。

»

タスマニアは留学生がキャンパスや地元社会にもたらす文
化的多様性の豊かさに価値を見出しており、友好的で頼りが
いがあることで高い評価を得ています。

タスマニアの留学生はあらゆるレベルの勉強をする事ができ、
明確な経路、学位課程への単位、そして全ての教育機関への緊
密なコネクションがあります。
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タスマニア州立学校の更なる情報については、
www.study.tas.gov.auにアクセスしてください。
私立学校
タスマニアにおける私立学校はオーストラリアにおいて最も歴
史や名誉のある学校です。
タスマニアの私立学校は卓越した学
術プログラムや包括的教育課程について高い評判を誇ってい
ます。
これらの学校は常に州内トップに位置付けられる学校であ
り、オーストラリアにおけるトップ100の学校としても頻繁に見受
けられます。

女子学校の紹介

2年

準 学士

タスマニア州立学校では留学生のために高品質なホームステイ
場所を手配しており、そして質が高い状態が続くことを確実にす
るために継続的なモニタリング システムを採用しています。ホー
ムステイの主な利点として、生徒は英語圏の環境の中での家族
の生活を完全に経験する機会がある事が挙げられます。

私立学校では、
タスマニアの健康で安全な環境の下、養育的で
サポートを行う地元社会の中での寮生活、
もしくはホームステイ
のオプションが提供されています。

TasTAFE
資格、ディプロマ、
アドバンス ディプロマ

高等
2年

タスマニア州立の学校での就学にあたり、英語の入学必要条件
はありません。英語を第二言語とする生徒のための個別授業は
普通クラスと並行して行われていますので、英語準備コースにて
勉強する必要はありません。英語学習は「集中スタイル」を基本と
しており、
これにより生徒は英語力を養い、英語ネイティブとの交
流において実践する機会が与えられることになります。
タスマニ
ア州立学校では入学の日程も柔軟であり、授業料についてもオ
ーストラリアにおいて最も手頃な値段の場所の1つです。

修士号

»

ファハン スクール − www.fahan.tas.edu.au

»

セント マイケルズ カレジエイトスクール −
www.collegiate.org.au

男子学校の紹介
»

タスマニアにおける主要教育機関

»

英語教育
タスマニアは英語を勉強するのに最適な場所です。英語におけ
る卒業率及び結果はオーストラリアにおいて最高の水準となっ
ています。留学生は素晴らしい英語教師から堅実なサポートを受
けながらオーストラリア生活に浸ります。
学齢児童生徒にとって英語は教育課程の一部として教えられて
います。学齢児童ではない生徒には3つの英語学習提供機関が
あります。
»

タスマニア大学では学術勉強、仕事、
または社会における使
用目的のための英語コミュニケーションスキルの向上を目指
す留学生を対象に、ローンセストン及びホバートにおいて英
語コースが提供されています。英語プログラムには国際英語
力試験（IELTS）、ケンブリッジ成人英語教授資格（CELTA）
コー
ス、他言語話者に対する英語教授法（TESOL）、パスウェイ イ
ングリッシュ、そして直接入学学術プログラム及び基礎学習
が含まれます。

»

»

TasTAFEでは、主流コースへ入学するための英会話及び英作
文検定（CSWE）や学術目的英語（EAP）
プログラムを提供して
います。授業は留学生のオーストラリアにおける生活や旅行、
そして更なる勉強の継続に関する英語のニーズに応えられる
ように構成されています。

ハッチンス スクール − www.hutchins.tas.edu.au

共学学校の紹介
»

ザ フレンズ スクール − www.friends.tas.edu.au

»

ローンセストン チャーチ グラマー スクール −
www.lcgs.tas.edu.au

タスマニア カレッジ オブ イングリッシュでは一般英語、
プロ
フェッショナル英語、学術英語のコースを提供しており、ケン
ブリッジ ファースト サティフィケート
（FCE）やIELTS準備コー
スなど、中等学校への準備、試験コースも含まれています。

»

スコッチ オークバーン − www.soc.tas.edu.au

»

ギルフォード ヤング カレッジ − www.gyc.tas.edu.au

»

クリスチャン スクールズ タスマニア − www.cst.tas.edu.au

SACEタスマニア カレッジ オブ イングリッシュでは一般英語、
プロフェッショナル英語、学術英語のコースを提供しており、
ケンブリッジ ファースト サティフィケート
（FCE）やIELTS準備
コースなど、中等学校への準備、試験コースも含まれていま
す。
このカレッジではTasTAFEや南オーストラリア大学といっ
た多数のTAFEや大学への直接入学の手配も行っています。

TasTAFE
TasTAFEでは1888年以来、大規模な職業訓練を提供しており、大
学、国認定の産業資格、職場経験、最新施設への経路を開き、そ
して留学生への特化したサポートを提供しています。主な専門分
野には観光、ホスピタリティ、ビジネス、そして高齢者介護や看護
などの福祉があります。

TasTAFEにおける留学生の数は全体の約3パーセントです。
これ
により、留学生は地元生徒と交流し、英語スキルを磨く最適な機
会が提供されています。
サティフィケート、ディプロマ、
アドバンス ディプロマのレベルの
コースが開講されています。TasTAFEとタスマニア大学の間では
2年目の学士号への直接入学の手配が行われており、ビジネス、
会計、ホスピタリティ、
または観光の科目における既得単位が認
められています。
TasTAFEでは海外へもコースを提供しており、下記のパートナー
シップを通し、資格を届けています:
»

クウェートのオーストラリアン カレッジ（ビジネスと会計）

»

中国、上海のバンジ 職業技術カレッジ（ビジネスと物流）

TasTAFEの更なる情報についてはwww.study.tas.gov.auにアク
セスしてください。
タスマニア大学
1890年に設立されたタスマニア大学（UTAS）はオーストラリアに
おいて4番目に古い大学であり、長年に渡り学習、教育、研究の卓
越性について海外からの高い評価を得ています。UTASはオース
トラリアにおける研究大学トップ10に位置付けされており、オー
ストラリアにおける留学生の卒業率が最も高い大学の1つです。
UTASには留学生や研究者を歓迎している長い歴史がありま
す。UTASでは留学生に120以上の学士号プログラムを提供し
ており、130ヵ国以上から35,000人を超える生徒が集っていま
す。UTASは6,000以上の留学生が在籍しており、生徒の経験には
国際化が強調されています。
これはUTASの全生徒が将来の雇
用、そして国境、境界線、文化を超える人生の準備をすることに繋
がります。
UTASでは様々な伝統のある専門分野6教科: 文学、ビジネス経
済、教育、健康、法律、科学、工学技術において教科学習、研究プ
ログラム、基礎研究そして準学士課程を提供しています。UTASは
既存学科における発見や基礎研究から応用分野に及ぶ研究の
先導を行っており、生物科学、保健科学、海洋環境科学、工学、農
食物安全、ビジネス、社会科学、そして法律の広範囲に渡ります。
この大学における国際的に重要な研究所は地元の科学者、研
究者、そして商業化専門家に人気があります。研究所における
卓越した研究や教育への高い評判は、オーストラリア海洋学校
（AMC）、海洋南極研究所（IMAS）、そしてメンジース研究所タス
マニアの3つの専門機関によって支えられています。
タスマニア大学内にあるその他の国際的評価を受けている研
究所には、
タスマニア農業機構（TIA）、
タスマニア法執行研究機
関（TILES）、鉱床研究センター（CODES）、そしてオーストラリア イ
ノベーション研究センター（AIRC）があります。
UTASの資格はオーストラリア、そして海外からも高い評価を受け
ています。それ故、UTAS卒業生の就職率および新卒給料はオー
ストラリア内でも最も高い中に入り、世界中にある卒業生ネット
ワークを通して大学との関係が継続されています。
UTASは国内外の連携やパートナーシップを通し、課題を先導し、
具体化する事を目指しています。
この大学はオーストラリア中、
そして世界の公共、民間セクターにおいて名高い協力者がいる

事から、
とても恵まれています。
タスマニア大学の更なる情報については
www.international.utas.edu.auにアクセスしてください。

「私は中国にて学士号を取得した後、更に勉強をするた
めにタスマニア大学に来ました。海外留学のオプションに
ついて検討している生徒には、絶対にタスマニアをお勧
めします。私たち生徒は、
プロフェッショナルなスタッフ、心
地よい勉強の環境、そして素敵な景色を持つこの素晴ら
しい大学を楽しんでいます。」
ジンジン ハン、経営管理学
部 － UTAS

連絡先
経済開発省
GPO Box 536 Hobart TAS 7001 Australia
電話:
+61 3 6165 5043
Eメール:
info@stategrowth.tas.gov.au
ウェブサイト: www.stategrowth.tas.gov.au
クリスチャン スクールズ タスマニア
（カルヴィン、
シャネル、
エマニュエル、
ノーザン地区）
電話:
+61 362248300
Eメール:
bbosveld@cst.tas.edu.au
ウェブサイト: www.cst.tas.edu.au
CRICOS プロバイダー番号 02907G
ファハン スクール
電話:
+61 3 6225 1064
ファックス:
+61 3 6225 1263
Eメール:
fahanschool@fahan.tas.edu.au
ウェブサイト: www.fahan.tas.edu.au
CRICOS プロバイダー番号00476G
ギルフォード ヤング カレッジ
電話:
+61 3 6211 7925
Eメール:
bcourt@gyc.tas.edu.au
ウェブサイト: www.gyc.tas.edu.au/
CRICOSプロバイダー番号01909B
ローンセストン チャーチ グラマー スクール
電話:
+61 3 6336 6000
Eメール:
senior@lcgs.tas.edu.au
ウェブサイト: www.lcgs.tas.edu.au
CRICOSプロバイダー番号00650K
タスマニアン カレッジ オブ イングリッシュ
電話:
+61 3 6231 9911
ファックス:
+61 3 6231 9912
Eメール:
registrar@coe.tas.edu.au
ウェブサイト: www.coe.tas.edu.au
CRICOSプロバイダー番号01758A
スコッチ オークバーン カレッジ
電話:
+61 3 6336 3394
Eメール:
trish.reid@soc.tas.edu.au

投資誘致局
Level 1 Cornwall Square, 12-16 St John Street, Launceston
PO Box 1186, Launceston, TAS 7250 Australia
電話:
+61 3 6777 2786
Eメール:
cg@cg.tas.gov.au
ウェブサイト: www.cg.tas.gov.au

ウェブサイト: www.soc.tas.edu.au
CRICOSプロバイダー番号00480A
セント マイケルズ カレジエイト スクール
電話:
+61 3 6211 4911
ファックス:
+61 3 6211 4955
Eメール:
collegiate@collegiate.tas.edu.au
ウェブサイト: www.collegiate.tas.edu.au
CRICOSプロバイダー番号00482K
タスマニア州立学校及びTasTAFE
政府教育訓練インターナショナル（GETIタスマニア）
教育省
電話:
+61 3 6165 5727
ファックス:
+61 3 6233 7839
Eメール:
info@geti.tas.gov.au
スカイプ:
GETI_Tasmania
ウェブサイト: www.study.tas.gov.au
CRICOS プロバイダー番号03352G 及び03041M（TasTAFE）
ザ フレンズ スクール
電話:
+61 3 6210 2200
ファックス:
+61 3 6234 8209
Eメール:
enquiries@friends.tas.edu.au
ウェブサイト: www.friends.tas.edu.au
CRICOSプロバイダー番号00477G
ザ ハッチンス スクール
インターナショナル オフィス
電話:
+61 437 305 640
Eメール:
annie@australianboardingschools.com.au
ウェブサイト: www.hutchins.tas.edu.au
CRICOSプロバイダー番号00478F
タスマニア大学
電話:
+61 3 6324 3775
Eメール:
Your.Study@utas.edu.au
ウェブサイト: www.international.utas.edu.au
CRICOSプロバイダー番号00586B
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