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歓迎の言葉

UOWカレッジは、海外の提携教育機関の学生の皆様のスタ
ディツアーや団体プログラムへのご参加を、心より歓迎致し
ます。 

団体プログラムは、英語力、経験、年
齢の異なる学生の皆様の多様なニーズ
に合わせ、カスタマイズできます。こ
れらのプログラムは、2日間の短期の
ものから、一学期の間、多岐にわたる
英語学習コースに参加できる完全統合
型の留学プログラムまで、期間も様々
です。

UOWカレッジでは、正式な英語コース
の他に、英語話者と交流する自信を養
う、多くの機会を提供しています。英
語を話す家庭にステイして、オースト
ラリアの生活習慣を体験したり、大学
が管理する学生寮に滞在することも可
能です。

また、これらの英語学習プログラムを
更に充実させるため、 大変興味深く、
ためになる文化的アクティビティや、
オーストラリアの環境や文化を楽しめ
るプログラムを、組み込むことができ
ます。

皆様のUOWカレッジへのお越しをお待
ちしております。

ジュリー・レンウィック
UOWカレッジ学長
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数字で見るス
タディツアー

827
2016年スタディツアーに参加し
た学生数

2000+
ホームステイファミリー数

11+
分野別プラスアルファ プログラム数

143
ウーロンゴン大学で学ぶ学生の国籍数

9
スタディツアー参加者の国籍数



95%以上
学生の満足度
―教員と学習教材について

97%以上 
学生の満足度
―キャンパス環境について
 
* 毎年行われる「i-graduate」英語語学バロメータ（ELB）の2016年度
報告数値。ELBは、英語学校に関する学生の感じ方、姿勢、体験を把握
するための独立機関による調査です。

UOWカレッジのランキング UOWカレッジは、30年以上に亘り、学生の学
習目標達成を支援してきました。当校は、一
般英語コース、職業別プログラム、アカデミ
ック英語（進学準備）コースの運営を専門と
しています。熱意と高度な資格のある教員、
献身的な事務部員、それに学生サポートチー
ムが、学生をサポートすることにより、これ
らのプログラムを提供しています。

大学のメインキャンパスにある当カレッジ
は、ウーロンゴン大学の不可欠な構成要素で
あり、学生が個人の、教育上の、そして職業
上の目標を達成できる場です。

UOWカレッジについて
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5分
UOWからウーロンゴン市内の距離 

90分
シドニー中心地まで 

32本
シドニーまでの一日の電車の本数 

ビーチ17か所
すべてパトロールあり 

自然散策ルート 
15コース
ウーロンゴン全域で 

人口292,500人
イラワラ地域全域で 
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海に近い
我が街
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ウーロンゴンはシドニーから僅
か90分南に位置し、シドニー市
内に毎日通える距離ですが、大
都会の喧騒から逃れることがで
きます。 
人口約292,500人と、都市に必要な施設や娯
楽や利便を備えられる規模でありながら、海
沿いの街の、親しみやすくのんびりした雰囲
気を残している小さな都市です。

ウーロンゴンは、安全で心暖かい街の面影を
残していますが、多様で急激に変化する若
者の街でもあり、ウーロンゴン大学は、街
の発展に大切な役目を果たしています。毎
年、UOWとUOW大学付属カレッジが、こ
のオーストラリアの素晴らしい街で暮らし学
びたい学生達を、世界中から何千人も受け入
れているのです。

見どころ 
パトロールのあるビーチ、シークリフ 
ブリッジとグランドパシフィック ドラ
イブ、シンビオ アニマルパーク、スカ
イダイビング、サーフィンの名所、絶
景のハイキングコース、海沿いの自転
車道や散歩道、植物園、サイエンスセ
ンターとプラネタリウム、国立公園、
ウーロンゴン市内無料シャトルバス、
大規模ショッピングモール、市場や地
域のフェスティバル

ウーロンゴンに
ついて

CampbelltownSutherland

Hurstville

Parramatta

0 30km

UOW

シドニー

約
1時

間

約
30

分

シドニー空港
ハーストビル

サザランド

パラマッタ

キャンベルタウン

ウーロンゴン
WOLLONGONG

SYDNEY

Sydney Airport
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UOWカレッジのスタディツアーは、
ライフスキルを教え、異文化間の友
情と世界に開かれた心を育むことに
よって、学生の自信と英語力を養う
画期的な方法です。 
当校の柔軟性、知識、専門性を駆使し、当校
に通う学生グループの予算、ニーズ、関心に
応えるために特別に調整されたプログラムを
運営します。

当校のプログラムでは、学問分野や産業分野
別の英語教育を、文脈的な学習体験のための
文化活動と組み合わせて提供します。プログ
ラムの構成要素には、以下が含まれます：

英語 
学生は、滞在中、ホームステイファミリーと
の交流、ツアーや遠足、毎日のアクティビテ
ィで、常に英語に浸る生活をします。

当校は、学生が、語学力に自信を付けて帰国
できることを切に願っています。

特に力を入れているのは、オーストラリアと
国際的な文化という文脈の中での聴解力と会
話力です。関心の高い様々な話題を扱い、高
度にインタラクティブな学習環境で支援する
ことにより、これらの能力を開発します。

また当校では、語学学習と共に、具体的な産
業部門や学問分野で体験学習をできるように
設計された、イングリッシュ プラスアルフ
ァの各種プログラムを用意しています。

スタディツアー プログラム修了時には、全
学生に参加証を授与します。

スタディツアー
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アクティビティ 
UOWカレッジでは、学習環境は教室に限ら
れません。オーストラリアの学生や、より
広い地域社会との異文化交流を含む、多様
性と文化に豊んだアクティビティを用意し
ています。

地元企業訪問、ゲスト講演、授業の聴講もあ
ります。学生達は、素敵な街並みやウーロン
ゴンを取り巻く美しい山々や浜辺を観光でき
ます。カンガルー、コアラなどのオーストラ
リアの原生動物と出会い、「ブッシュタッカ
ー」と呼ばれる先住民―アボリジニの食生活
ツアーや、その他各種の文化的に多様な経験
ができます。

UOWカレッジは、多くの慈善事業や地元の
イベント、ボランティア組織への支援を誇り
にしています。そして、学生達にも、地域社
会に積極的に出てアウトリーチ活動に参加
し、オーストラリアでの体験の幅を広げ、地
域に貢献しながら英語力を向上するように奨
励しています。

当校では、昼食時の社交プログラム
や、UOWバディブログラムも実施してい
ます。

スタディツアー
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ホームステイは単なる宿
泊先ではありませんでし
た。皆、家族の中に居場
所を与えられ、絆で結ば
れた家族の一員になりま
した。

初めてのホームステイ体験でしたが、本
当の意味で体験する価値のある人生経験
となりました。ステイ先の家族は、コミ
ュニティ精神溢れる人達で、市内を移動
するために必要な交通手段を教えてくれ
たり、ブルーマウンテンや美しいビーチ
や地元のレストランなどに連れて行って
くれたりしました。」

パンディット・ディーンダヤル

石油大学

教養学部

国際交流プログラムの学生の感想：

ツアーは大変素晴らしく、何もかもスム
ーズに進みました。政治、文化、マーケ
ティング、ビジネス、エンジニアリング
などの多岐に渡るゲスト講演もありまし
た。これらはすべて、その道の専門家に
よる講演で、大変勉強になり、やる気が
出ました。
 
講演では常に、積極的に質問するように
言われ、驚いたことに、この世に間違っ
た答はなく、愚問というものもなく、裁
くようなことも言われないのです。そう
いうわけで、ツアーは限りなく満足の行
く旅となりました。おかげで、理論とし
て理解したことを、自分の頭で実践的に
考えられるようになったと、誰もが思っ
ているに違いありません。」

シンビオ アニマルパー
ク、カイアマ、植物園、
シドニーやキャンベラな
ど、面白いところを訪れ
ることができました。 

「

「
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オーストラリアでスタデ
ィツアーに参加する間、
毎日、日誌を付けていま
した。この日誌は、素晴
らしい想い出を記録した
ものですので、これから
ずっと宝物になるでしょ
う。」

「ホームステイが一番良かったです。ス
テイ先のファミリーはとてもいい人達で
した。ホームステイのお母さんは、とて
も優しくて面倒見がよく、本当においし
い食事を出してくれました。大変満足で
した。」

「ここオーストラリアのリラックスした
雰囲気が本当に好きです。例えば、教室
でも、先生が英語を練習できるような楽
しいアクティビティを企画してくれま
す。オーストラリアの文化について学
び、都市の人口やアボリジニの習慣な
ど、オーストラリア全般の知識を得るこ
とができました。」

リ・ジアリン―コリン

ザン・ナイシ―エミリー
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イングリッシュ プラスアルフ
ァ プログラム
イングリッシュ プラスアルファ プログラム
は、法人、大学生、成人学習者で、留学体験
として業界に特化した授業内容を学びたい方
々を対象としています。

当校のプログラムは、産業界の需要に対応す
るために日々、進化しており、現在、以下の
プログラムを提供しています：

• コミュニティアウトリーチ
• 幼児保育
• 経済学
• エンジニアリング
• 環境学 
• 保健と栄養学
• ホスピタリティ
• ライフスキル
• 看護学
• 科学技術
• 社会福祉

ニーズに合わせた調整
イングリッシュ プラスアルファ プログラ
ムはすべて、個々のグループの目標、ニー
ズ、語学力に合わせて、内容を調整します。
一般的には、2～6週間のプログラムで、一
日4時間の英語の授業の後、ゲスト講演、業
界訪問、ツアーなどのアクティビティを行
います。

この方法により、学生は、外的経験を文脈
によって理解でき、英会話の体験学習に、
文法的な、そして機能的な構造を与えられ
るのです。

グループの規模は15人以上を推奨します。

国際的な環境で実務経験を積みたいですか？外国語で話しながら実
践的な経験を積み、異文化交流や対人コミュニケーションのスキル
を修得したいですか？それなら、UOWカレッジのイングリッシュ 
プラスアルファ プログラムが最適です！

イングリッシュ プラスアルファ 
プログラム

「
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イングリッシュ プラス社会福
祉の プログラム

イングリッシュ プラス社会福祉プログラム

午前 (9.30am ～ 12.30pm) 午後 (12.30pm ～ 4.30pm) 

日曜日 シドニー国際空港に到着 空港お出迎え。ウーロンゴンへ移動。オ
リエンテーションとホストファミリーと
の対面。休養、リラックス。

月曜日 UOWカレッジへの歓迎。

英語の授業―オーストラリアの社会政
策：オーストラリアにおける児童保育

ウーロンゴン市内見学。市の中心部と
ビーチの後、市政の地域文化サービス
部と会合。

火曜日 英語の授業―オーストラリアの社会政
策：オーストラリアにおける障がい

障がい児学校訪問

水曜日 英語の授業―オーストラリアの社会政
策：人口

地元の退職者住宅地を訪問し、文化の発
表の後、住民と交流。

木曜日 英語の授業―オーストラリアの社会政
策：先住民―アボリジニを取り巻く課題

ウリヤンガ先住民センターによる発表の
後、伝統的なアボリジニの食生活（ブッ
シュタッカー）と生薬について学ぶため
植物園訪問。

金曜日 英語の授業―オーストラリアの社会政
策：心理学とカウンセリング

ゲスト講演の後、社会福祉を学ぶ学生と
の昼食会。

土曜日 全日：シドニー日帰りツアー。オペラハウスやシドニーのハーバーブリッジなど
名所を観光。

当校の社会福祉コースは、障がい、青少年、
社会的弱者など、地域社会の重要な課題を探
究します。

学生は、新しい概念や理論を学ぶとともに、
現場訪問や、教室内での観察、専門家の講演
から、実務を体験する機会を得られます。コ
ース終了前に、自分で調査研究し、学習成果
を発表し、各国の社会福祉制度を比較する機
会もあります。

18歳未満のためのプログラム 
スタディツアー プログラムで提供する広範
な機会や体験を通じて、重要なライフスキル
やグローバルなものの見方が身に付きます。

学生には、インタラクティブな英語の授業、
異文化交流の機会、そして、キャンパスやホ
ームステイ先や学校訪問での新しい友達との
コミュニケーションを通じて、オーストラリ
ア文化に浸ることを奨励しています。

当校の18歳未満のためのプログラムは、学
生達が成長し、オーストラリアで人生経験を
広げ、世界に開かれた心を持って帰国でき
るように、とても安全で暖かい環境を整え
ています。

18歳未満プログラム

午前 (9.30am ～ 12.30pm) 午後 (12.30pm ～ 4.30pm) 

日曜日 シドニー国際空港に到着 空港お出迎え。ウーロンゴンへ移動。オ
リエンテーションとホストファミリーと
の対面。休養、リラックス。

月曜日
ホストファミリ
ー送迎

UOWカレッジへの歓迎。

英語の授業―オーストラリアの地理、ホ
ストファミリーとのコミュニケーショ
ン、日誌の書き方。

ウーロンゴン大学見学の後、ウーロンゴ
ン市内観光。ビーチと市の中心部の後、
キイラ山展望台。

火曜日
ホストファミリ
ー送迎

英語の授業―オーストラリアの動物 シンビオ アニマルパーク見学―オース
トラリアの原生動物を観察。コアラと写
真撮影、爬虫類ショーを鑑賞し、カンガ
ルーに給餌。

水曜日
ホストファミリ
ー送迎

英語の授業―先住民のオーストラリア。
アボリジニのドリームタイムと点描画（
ドット・ペインティング）

伝統的なアボリジニの食生活（ブッシュ
タッカー）と生薬について学ぶため植物
園訪問。ソーセージシズルの昼食。

木曜日
ホストファミリ
ー送迎

英語の授業―オーストラリアのスポー
ツ、俗語、文化

地元の高校訪問。午後は地元の高校で、
地元の高校生とオーストラリアのスポー
ツに興じる。 

金曜日
ホストファミリ
ー送迎

英語の授業―ホストファミリーへのお礼
の手紙書きと、卒業式、参加証授与。

サウスコーストのカイアマという街を訪
問。有名なブロウホール（間欠泉）を観
光後、海辺で味わうフィッシュアンド
チップス。

土曜日 全日：シドニー日帰りツアー。オペラハウスやシドニーのハーバーブリッジなど
名所を観光。

スタディツアー プログラムの
典型的な一日
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宿泊先

ホームステイファイミリーになれることは、と
ても恵まれています。自分を豊かにしてくれる
経験で、滞在する学生さん達の世話をさせても
らえることを光栄に思っています。 
自宅に学生さんを受け入れるのは、単に家族が増えるのではなく、私たちの
視野を広めることになります。学生さん達と人間関係を構築することは私た
ちの喜びで、滞在中に個人目標を達成してくれる姿を誇らしく見守っていま
す。帰国前には、私たちの家庭に滞在してくれた期間と、その間に、どれほ
ど成長してくれたかを振り返ります。それは英語力だけではなく、人格的な
成熟度、知性、そして、文化適応力や社会参加の能力の成長です。」

エルビスとルネー

「
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オーストラリアに来た時
は、とても緊張していま
したが、ホストファミリ
ーがとても優しく助けて
くれました。私は英語を
流暢には話せませんが、
ホストファミリーはいつ
もよく聞いてくれて、私
と話をしてくれます。」

みゆ

ホームステイは、英語を勉強したい学生
にはとても良いと思います。ホストファ
ミリー宅に滞在できて幸せです。ホスト
ファミリーとは、帰国後も連絡を取り合
いたいです。」

宿泊先

「ホームステイは、結構楽しいです。家
で寂しいと思ったことはありません。と
いうより、疲れて家に帰ってきた後、家
族とリラックスして一緒に笑うのが、毎
日のハイライトです。ホームステイが一
番いいと思います。」

クナナン

UOWカレッジのホームステイは、スタ
ディツアー参加学生の間で最も人気のあ
る宿泊オプションの一つです。学生達
は、地元の家庭で家族の一員として暮ら
すことができます。当校では、データベ
ースに2,000以上のホームステイファミ
リーが登録されており、そこから一人一
人に最適な家庭を探します。

学生は、キャンパスにあるホームステイ
チームと直接連絡を取ることができ、必
要な時は、24時間緊急連絡にも対応し
ます。

18歳未満の未成年には、保護者を任命す
ることができ、最年少で8歳児のグルー
プまで、お世話することができます。

UOWカレッジのホームステイ制度の
他、ウーロンゴン大学も各種の宿泊先を
用意しています。大学の寮は、通常、11
月から2月のスタディツアーのグループ
がご利用いただけます。

ホームステイ
UOWカレッジのホームステイ制度では、学生達は地元ウーロ
ンゴンの家庭に宿泊し、オーストラリアの家庭環境に浸る体験
を持つことができます。ホームステイは、25年以上前から始ま
った制度で、学生と受け入れ家庭の双方を多年に渡り丁寧に支
援してきました。
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お問い合せ先：
UOWカレッジのスタディツアーに関する
お問い合わせは、 
+61 2 4252 8914 または、 
uowcollege_studytours@uow.edu.au 
にご連絡ください。

UOWカレッジ（CRICOS: 02723D; RTO: 91159）。 UOWカレッジは、UOWC Ltd （ABN: 14105 312 329）の登録事業者名です。この出版物に記載された情報について、UOWカレッジは、出版時点（2017年2月）における正確性を期
しておりますが、状況が変わった場合、あるいはその他何らかの理由により、予告なく出版物の一部を改訂する場合があります。最新の情報は、UOWカレッジのウェブサイトでご確認ください。

詳細情報
uowcollege.edu.au

オーストラリア国内から：1300 367 869

国際電話：+61 2 4221 3218

futurestudents@uow.edu.au

facebook.com/UOWCollege 
Instagram.com/uowcollege 
#uowcollege


