
ホームステイ体験

オーストラリア、
ウーロンゴン大学
進学への道



ホームステイにつ
いて 

UOWカレッジ ホームステイを利用することで、学生は地元ウ
ーロンゴンの家庭に宿泊し、オーストラリアの家庭生活を体験
できます。 
UOWカレッジ ホームステイでは、担
当チームが、プログラムに参加できる
ホストファミリーを一軒ずつ丁寧に選
び、各学生のニーズに合わせて最適な
家庭を選び出します。

現在、2,000以上のホームステイファミ
リーが登録しており、学生は、最適な
家庭と出会える可能性が非常に高いと
言えるでしょう。

当校の、地元に根ざしたホームステイ
プログラムは、既に25年以上の歴史を
持ち、この間、数千人の学生とホスト
ファミリーを、丁寧にお世話してきま
した。

経験豊富で優秀なホームステイの専門
家が、地域と一体になって、きめ細か
なサービスを提供しています。UOWカ
レッジ ホームステイでの体験は最高の
ものになると、自信を持ってお薦め出
来ます。

UOWカレッジ ホームステイへのお申込
みは、以下へご連絡ください：

オーストラリア国内から： 
02 4252 8236 
国外から： +61 2 4252 8236 
homestay-enquiries@uow.edu.au

数字で見るホー
ムステイ

2000+
地元のホストファミリー数

827
2016年度スタディツアー参加学生数

100%
最適な家庭を見つけるための個別サ
ービス

500+
年間受入児童・生徒数（8～17歳）

1000+
成人学生、インターン、研究者の年
間受入数
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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
満足度評価* 

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、英
語コース、職業別プログラム、高等教育ディ
プロマ取得コース、並びにアカデミック英語
（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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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 

ステイ先2000+世帯
お越しをお待ちしています。

海に近いあなたの
新しいうち
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ウーロンゴンはシドニーから、
電車で僅か90分南に位置し、
シドニー市内へは通勤圏内です
が、大都会の物価や喧騒からは
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
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Sydney Airport
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HOMESTAY 
FAMILIES

UOWカレッジのホームステイファミリーは、皆、
素晴らしい家族で、家庭へ迎える学生の皆さんを
心を込めてお世話しています。宿泊先として自宅
を開放するだけでなく、心の触れ合いを通して、
学生が勉強だけでなく、人としても成長できるよ
うに、安全で暖かい家庭環境を提供しています。
登録しているホームステイファイミリーは、事前
に、UOWカレッジ ホームステイ プログラムの
徹底的な審査をクリアしています。面接、家庭訪
問、無犯罪証明、人物証明、未成年者関係業務の
許可審査の全てに合格し、なおかつ、当校独自の
訓練プログラムを終了しています。
 

ホームステイファイミリー
のご紹介

バージニアとルーク（上の写真）
2015年2月からホームステイファイミリー

UOWカレッジ ホームステイ プログラムを通して、短期・長期滞在の
様々な学生さんを受け入れ、私達の生活は本当に楽しくなりました。

素晴らしい友情をはぐくみながら、異なる文化を体験する機会も得ら
れました。共に生活をした学生さんの大半と、ソーシャルメディアを
通じて連絡を取り続けていますし、そのうちの一人とは旅行中香港で
再会しました。現在、長期滞在している高校生のパド（Padh、上の
写真）は、完全に家族の一員になっています。

これまでも、そしてこれからも、皆にとってプラスになる体験として
UOWカレッジ ホームステイ プログラムを勧めていきたいと思って
います。
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ナレル、マット、ジャレッド（上の写真）
2016年7月からホームステイファイミリー

UOWカレッジのホームステイファイミリーになってから、うちで
は、楽しいことばかり起きています。

異なる文化を持つ外国出身の若い学生さん達に出会い、世界への目が
開きました。息子達にも新しい友達ができ、帰国してからも、フェー
スブックでずっと連絡を取り合っています。

受け入れた学生さん達は、礼儀正しく、受け入れ家庭に対する感謝の
気持ちを表してくれることに、とても好感を持ちました。ホームステ
イファミリーになると決めたことは、今までで一番良い決断だったと
思います。

モリーンとデビッド
2016年1月からホームステイファイミリー

学生さんのご家族が、面識の無い、他人である私たちを、
子どもを預けられるほど信頼してくださることを、とても
名誉に思っています。

デーブと私は、異なる文化や考え方を学ぶこと、そして何
より、その違いを尊重することが大切だと信じています。
自分の子供たちは既に巣立ちましたが、まだまだ気持ちは
若いので、若者たちと一緒に暮らすことはとても楽しく、
異なる文化の人々を受け入れ、彼らと知り合うことを、と
ても喜ばしく思っています。

現在も滞在中のタヘル（Taher）はイスラム教徒の男の子
で、私達が一番最初に受け入れた学生さんです。自分から
私たちを『お父さん、お母さん』と呼んでくれます。彼の
家族や文化のことを聞き知り、共通の部分を発見できて、
とても嬉しかったです。一番のハイライトは、彼の18歳の
誕生日に友達を招いて食事会を開催したことで、皆、とて
も楽しそうでした。

4か月滞在した、二人目の学生さんのケイドン（Kaidong）
は24歳の男性で、チョコレートが入ったお菓子を焼くため
なら、何でも一生懸命学びました。そこで、彼の滞在が終
了した時には、ありとあらゆるチョコレートのレシピを満
載した、特別なベーキングセットをプレゼントしました。
今でも、2日おきくらいにケイドンとメールのやり取りを
しており、また会いたいと思っています。彼が居ないの
は、とても寂しいです。

その後、19歳の日本人のケンタが家族に加わりました。彼
は日本のロックミュージックのことを教えてくれて、とて
も楽しく過ごしています。

エルビスとレネィ（下の写真）
2015年1月からホームステイファイミリー

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、
人としての成熟度、思考力、そして、文化適応能力や参加能力（慣れ
ないものを食べられることなど）の成長です。

UOWカレッジ ホームステイ プログラムは、学生とホームステイファ
イミリーの両者にとって、やりがいがあり、とても良く組織された、
優れたプログラムで、生涯の友を得られます。
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18歳以上のホー
ムステイ
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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
石油大学教養学部

「私のホームステイファイミリーこそ
が、オーストラリア滞在の一番のご褒美
だったことには間違いありません。本当
に家族の一員のように接してくれて、自
分の居場所があると感じました。ホスト
ファミリーは、ものすごく愛情を込めて
私の面倒を見てくれたので、この家族に
受け入れられた自分は本当に恵まれてい
ると感じています。彼らのアドバイスの
おかげで精神的にも成長できましたし、
以前とは違う自分になれたと感じます。
私の家族も、私が変わったことに気づ
き、立派な大人になったね、と言ってく
れます。」　

リ・シーアン

UOWカレッジのホームステ
イは、国内外からの学生、ス
タディツアーのグループ、イ
ンターン、客員研究員に、安
全で滞在費用節約に優れた宿
泊先を提供し、支援していま
す。学生は良く管理された家
庭に滞在するので、学業に専
念できるという利点がありま
す。
海外留学生は、ホームステイの家族
から社交、文化、言語的な支援を受
けられるので、早い段階で自信がつ
き、優れた学業成績を挙げることが
できます。

国内の学生は、よく管理された家庭
に住むことにより、安全で安定した
住環境を確保し、学問的プログラム
に専心できます。

UOWカレッジのホームステイ先は、
教室で学んだことを安心して練習で
きる場にもなり、学生の英語力と語
学に対する自信も強化されます。

学生は家族の一員として、安心で幸
せ、また健全な生活のための全て
のサポートを受けることができま
す。UOWカレッジのホームステイ
と、キャンパスの優れた学習プログ
ラムや課外活動を組み合わせ、留学
生活をより充実させることができる
のは勿論、ホームステイは、滞在費
を節約するための優れた宿泊オプシ
ョンの一つ、とも言えるでしょう。

「
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UOWカレッジ ホームステイで
は、8歳から17歳のお子様を、
信頼のおける安全な家庭で、温
かくお迎えし、お世話していま
す。
18歳未満のお子様のステイ先に選ばれ
るのは、優しく、柔軟で忍耐強い、経験
豊富な、ごく限られた家庭です。自分自
身の子供に接するように、大切にお子様
のお世話をします。

未成年者のスタディツアーの滞在先とな
る家庭は、お弁当作りや学校への送迎な
ど、特別なサービスを提供しています。

ビザ申請に必要な場合、オーストラリア
滞在中の保護者と、児童の適正な宿泊先
の確認書（CAAW）をご用意します。
中学一年生以上のお子様は、UOWカレ
ッジのホームステイファミリー宅に滞在
し、家族の一員として家庭の暖かさを味
わうことができます。

18歳未満のホー
ムステイ
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"

「私はまだ英語を流暢に話せませんが、
ホストファミリーはいつでもよく私の話
を聞いてくれ、おしゃべりをしてくれま
す。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。帰
国後も連絡を取り合いたいです。」

みゆ

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。」

「ホームステイをしていると、家族の一
員だと感じ、暖かい気持ちになります。
フォンデュ・ナイトをしたり、トランプ
をしたり、旅行に行ったり、家族の祖父
母の農園に遊びに行ったりします。こう
いった体験を通して、本当の家族のよう
に親しくなれます。いつかこの家庭を去
らなければならない日が来ても、この想
い出は一生忘れません。ホームステイ先
の母と兄は、僕の人生の一部、そして大
切な家族になったので、絶対に忘れるこ
とはありません。」

エリック

「
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お問い合せ先：
UOWカレッジ ホームステイに関するお問い
合わせは、以下へご連絡ください：

オーストラリア国内から：02 4252 8236
国外から： +61 2 4252 8236
homestay-enquiries@uow.edu.au

UOWカレッジ（CRICOS: 02723D; RTO: 91159）。 UOWカレッジは、UOWC Ltd （ABN: 14 105 312 329）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4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：
uowcollege.edu.au
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