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現地ホストファミリー数

600+

年間の18歳未満の留学生数

1000+

年間の成人学生、
インターン生、
研究者数

1000+

2019年のスタディツアー参加学生数

100%

一人ひとりに合わせたサービスで
最適なホストファミリーを

当校の現地ホームステイ・プログラムは25年以上前に始まって以来、
学生とホストファミリーにきめ細やかなケアを提供してきました。

このプログラムは、UOWカレッジ・オースト
ラリアの現地スタッフによりコーディネー
トされています。
当校には専任のホームス
テイ・チームがおり、学生が温かいサポー
トを受けながら滞在できるように、250以
上の現地家庭と緊密に連携を取っていま
す。
こうしたホストファミリーは、学生にオ
ーストラリアとウーロンゴンの地元エリア
の良いところを見てもらいたいという思い
を持った方たちです。

当校のホームステイ・チームは定期的に各
家庭を訪問点検しており、
ホストファミリー
と学生の両者と継続的に連絡を取ってい
ます。
当校では、個々の学生のニーズや関
心事項に基づいて、最も適合性の高い家
庭を見つけるようにしています。

また、学生がホームステイ先での生活に
馴染んで落ち着くまでの過程で何らかの
問題があった場合にいつでも支援できる
体制が整っており、万が一の事態に備え
て、24時間対応の緊急連絡先も用意して
います。

学生の皆さんは、UOWカレッジ・オーストラ
リアが提供するホームステイ体験が可能
な限り最高のものになるという安心感を
持って、滞在することができます。

UOWカレッジ・オーストラリアのホームステ
イ体験へのお申し込みについては、以下ま
でお問い合わせください：
オーストラリア国内からのお電話：
02 4221 5559
海外からのお電話：+61 2 4221 5559
Eメール：
homestay-enquiries@uow.edu.au
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ホームステイでの歓迎について
留学生の満足度100％を獲得
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^ iGraduate English Language Barometer (ELB) 2017/2018より

UOWカレッジ・オーストラリアについて

UOWカレッジ・オーストラリアは30年以上にわた
り、学生の皆さんが個人としての目標や、学習面、
キャリア面でのゴールを達成するのを支援してき
ました。
当校は、英語学習や進学コース、高等教育
（専門学校以上）のディプロマ資格や職業教育・
訓練などのプログラムの提供における、専門的な
ノウハウを強みとしています。

当校はウーロンゴン大学の中でも重要な役割を担
っており、
当校の学生は同大学の世界レベルのキ
ャンパスで学ぶことで、
その力を伸ばしていきます。

当校のランキング

95%以上

学習施設やフレンドリーな
スタッフに対する学生の満足度

96%以上

キャンパス環境に対する
学生の満足度

97%以上

テクノロジーや図書館施設に対する
学生の満足度
^iGraduate English Language Barometer (ELB) 2017/2018より
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SYDNEY
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ウーロンゴン
について
ウーロンゴンはシドニーから南に90分
という位置にあるので、
シドニーCBDに
も毎日通える近さにありながら、大都
市のようなせわしさは無く、生活費が
高くなる心配も不要です。

ウーロンゴンは人口30万人を超える街であり、
大都市同様の施設や娯楽、利便性の恩恵を受
けるのに十分な大きさである一方で、
フレンドリ
ーでのんびりとした雰囲気を残した沿岸部のコ
ミュニティでもあります。

ウーロンゴンは多様性に富んだ、
フレンドリーで
安全な都市であり、様々な言語、料理、宗教、文
化習慣にあふれています。
地域では年間を通し
て色々な文化イベントが催されており、
オースト
ラリア国内だけでなく世界各地からも、健康で
アクティブなライフスタイルを求める人々がこの
街に惹き付けられてきます。
ウーロンゴンは年
間を通して過ごしやすく、1年のどの時期でも勉

17ヵ所以上に広がる
ビーチ

5分

35以上の自然散策

90分

ウーロンゴン地域にあり、
NSW州立公園局が維持・管理

32本

季節によりライフガードが監視

ウォーキング・コース

306,591名

ウーロンゴン地域で生活する人の数
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強するのに最適な土地です。
ウーロンゴン大学
とUOWカレッジ・オーストラリアでは、毎年世界中
から数千名の留学生を受け入れており、留学生
はオーストラリアの中でも素晴らしい環境にあ
るこの地域で生活し、学問に励んでいます。

見どころ

監視員のいるビーチ • 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・ワイルドライフ・パーク • サーフィ
ン向きのブレイク・スポット • 壮観なブッ
シュウォーク・コース • 海岸沿いのサイク
リングロードとウォーキングコース • 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・シティ無料シ
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 • シドニ
ーやブルーマウンテン、
キャンベラ、ジャー
ビス・ベイへの日帰り旅行

大学からウーロンゴンの
街までの所要時間

シドニーCBDまでの所要時間

シドニー行列車の1日の運行本数

無料バス：

早朝から夜間まで無料の
「シティ循環＜City Loop＞」バスが運行
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"

「オーストラリアに来たと
きは不安で一杯だったけ
れど、
ホストファミリーはと
てもやさしい人たちで、わ
たしを助けてくれました。
」

MIYU
わたしの英語はまだ流暢ではないけれど、
ホストファミリーはいつもわたしの言うこと
をきちんと聞いて、会話してくれます。
ホーム
ステイは英語を勉強する学生にはとても良
いですし、
このホストファミリーのところに滞
在できて良かったです。
留学を終えて自分の
国に戻ってからも、
ホストファミリーとは連
絡を取り続けたいと思っています。
」

18歳未満の学生の
ホームステイ
UOWカレッジ・オーストラリアのホーム
ステイ・プログラムでは質の高いサ
ービスを提供して、10歳から17歳ま
でのお子様の安全とケアが最優先さ
れるよう徹底しています。

18歳未満のお子様のホストファミリーを担当
できるのは、当校登録ホストファミリーの中
でも、忍耐強く、親切で、
フレキシブルかつ経
験も豊富なごく少数の家庭に限られていま
す。
18歳未満の生徒については特別なケアを
提供しており、留学生を自分たちの家族の一
員のように世話してくれる家庭に滞在するよ
う手配しています。
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未成年（18歳未満）向けのスタディツアーに
参加する児童・生徒をホストする家庭では特
別なサービスが提供されており、
この中には
お弁当の用意や、日々の登下校時の送迎な
ども含まれています。

18歳未満の児童・生徒については、学生
ビザの申請に必要なCAAW（Confirmation
of Appropriate Accommodation and
Welfare：適切な滞在先と福祉の確認書）
を当校が手配しています。

ERIC
「ホームステイでの生活は心が温まります
し、
この家の一員だと感じさせてくれます。
夜ご飯にフォンデュ・パーティーをしたり、一
緒にカードゲームをしたり、旅行に行った
り、
ステイ先のお爺ちゃん・お婆ちゃんの農
場を見たり。
こうしたことを通して、
お互い
のことを本当の家族みたいに身近に感じら
れるようになります。
この先成長して、
いつ
かこのホームステイ先を去る日が来ても、
こ
の思い出は忘れません。
ホストマザーとホス
トブラザーは私の人生の一部になり、家族
になったのですから、2人のことは絶対に忘
れません。
」
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「ホームステイは、
ただの
滞在先だけにはとどまり
ませんでした― 私たちは
家庭の中に自分の居場所
を用意してもらい、
しっか
りと絆のある家族になった
のです。

18歳以上の学生の
ホームステイ

パンディット
石油大学教養学部

「私たちにとっては初めてのホームステイで
したが、
あらゆる意味で、価値のある人生経
験になりました。
ホストファミリーは私たち
にコミュニティ精神に触れる機会をもたらし
てくれましたし、
ウーロンゴンの周辺を移動
する際には、基本的に必要な交通手段につ
いてもサポートしてくれました。
また、
ブルー
マウンテンズへの旅行や素敵なビーチ、地元
レストランにも連れて行ってくれました。
」

LI XIAN
「ホストファミリーは、私がオーストラリアで
得た一番の宝物です。
自分が本当に家族の
一員なんだと思わせてくれて私の居場所を
作ってくれましたし、愛情と思いやりをたくさ
ん注いでくれましたので、
この家族の一員に
なれて本当に幸運だと感じています。
私が
精神的に成長するのを支えて、
アドバイスも
してくれたので、今では自分が生まれ変わっ
たような気分です。
自分の国にいる両親も
私のこの変化に気付いて、成長して大人に
なったんだね、
と言ってくれました。
」
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UOWカレッジ・オーストラリアのホー
ムステイは、安全でコストパフォー
マンスの高い滞在先を求めている
オーストラリア国内の学生や海外
からの留学生、
スタディーツアーの
グループ、
インターン生、訪問中の
研究者をサポートしています。

海外からの留学生であれば、
ホームステイ
をすることで現地の家庭から社会交流や
文化面、言語面でのサポートを受けられる
ので、早い段階で自分に自信を持てるよう
になり、学習力の向上にもつながります。

国内の学生であれば、
ホームステイは安
全に長期滞在できる、安定した滞在場所
になりますので、
きちんと手入れの行き届
いた住宅環境で、自らの勉学にしっかりと
集中することができるというメリットがあ
ります。

UOWカレッジ・オーストラリアのホームステ
イは、教室で学んだことを失敗を恐れずに
実践できる環境となりますので、学生の英
語力や英語面での自信を育みます。

ホームステイでは学生は家族の一員とな
り、安全で、楽しく健康に生活するために
必要なあらゆるサポートを得ることができ
ます。
UOWカレッジ・オーストラリアのホーム
ステイは、本校の優れた教育・学習プログ
ラムやアクティビティ・プログラムと合わせ
て提供されることにより、学生に総合的な
体験をもたらしつつ、最もコストパフォーマ
ンスの高い滞在手段のひとつとしても機
能します。
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エルビス ＆ レネー（下）

HOMESTAY
FAMILIES

UOWカレッジ・オーストラリアのホストファミリーを務められるのは幸運だ
と思っています。
ホストファミリーとしての経験は私たちをとても豊かにし
てくれますし、留学生のお世話をできるのは光栄なことです。
留学生を我
が家に受け入れることで、家族が増えるだけでなく、私たちの視野も広が
りました。

留学生との関係を築き上げるのは嬉しいことですし、
それぞれの留学生が
滞在中に成し遂げてきたことを、私たちも誇りに思っています。

帰国前に留学生との時間を振り返って、彼らがどれだけ成長し、能力が伸
びたのかを実感するのが好きなんです。
英語力についてだけでなく、人と
して成熟していったり、知性が伸びたり、異なる文化への適応力や社会参
加能力（今まで食べたことのない物をトライしたり）なども成長しています
から。

UOWカレッジ・オーストラリアのホームステイ・プログラムは、留学生とホス
トファミリーの両者にとって、
やりがいや価値のある経験です。
しっかりとし
た運営基盤を持つこの素晴らしいプログラムを通して、生涯続く友人関係
が生まれるのですから。

ナレル、
マット ＆ ジャリッド（上）

UOWカレッジ・オーストラリアのホストファミリーを務めることで我が家が得
たのは、喜び以外のなにものでもありません。

様々な国や文化背景からやって来る若い生徒・学生との出会いは、私たち
の視野を世界に向けて広げてくれました。
留学生たちは息子たちの新しい
友達になりましたし、今でもSNSを通して我が家にステイした学生たちと連
絡を取り合っています。

私たちがホストした生徒・学生は丁寧で礼儀正しい子ばかりで、
こちらから
のケアに対して本当に感謝してくれるのは、
とてもありがたいことだと思い
ます。
ホストファミリーになったことは、私たち家族が今まで決めたことの
中でもベストな決断です。

モーリーン ＆ デイビッド

ホストファミリー
紹介
当校のホストファミリーは皆さん素晴らしいご家庭ば
かりで、受け入れる学生のことを心から気に掛けてく
れています。
ホストファミリーは学生を家に温かく迎え
入れてくれるだけでなく、心も開いて安全で思いやり
のある家庭環境を提供してくれますので、学生は他の
ことに気を取られることなく、勉学や個人としての成
長に集中して取り組むことができます。

当校のホストファミリーは厳しい審査を経てプログラ
ムに登録されています。
ホストファミリーは面接や訪問
点検による審査を問題なく通過しなければなりません
し、未成年と接する仕事に就く際に必要な公共の審査
である
「Working with Children Check」
や当校のトレ
ーニングの受講も必須条件とされています。
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バージニア ＆ ルーク
（上）

UOWカレッジ・オーストラリアのホームステイ・プログラムでは、短期と長期
両方の留学生を受け入れてきましたが、
このプログラムは私たちの生活に
たくさんの楽しみをもたらしてくれました。

ホストファミリーをすることで素晴らしい友人ができましたし、異文化体験
の機会も得ることができました。
これまでに我が家にステイした学生のほ
とんどと、今でもSNSで連絡を取り合っていますし、
そのうちの1人とは、香
港旅行に行った時に現地で対面で再会を果たしました。
長期プログラム
で受け入れた高校生のパドゥー（上）は、今では間違いなく我が家の一員
です。

他の家庭にもホームステイ・プログラムをとてもポジティブなものとして勧
めてきましたし、今後も勧め続けます。

留学生のご家族が、会ったこともない他人である私たちを、
お
子さんを預けるというかたちで信頼してくださるのは、
とても光
栄なことです。

デイビッドも私も、異なる文化や考え方を学ぶことは重要だと
考えていますが、
より重要なのは、
そうしたものを尊重すること
だと思っています。
自分たちの子供は独立していったものの、心
はまだ若いつもりでいますので、若い世代の方と生活を共にす
ることを楽しんでいますし、違う文化からやってきた学生を受け
入れて彼らのことを知っていくのは、
ワクワクすることです。

最初に受け入れた留学生（まだ我が家に滞在中です）はイスラ
ム教徒の若者のタヘルで、私たちのことをMum、Dadと呼んでく
れます
（これはタヘルが提案したことです）。
タヘルの家族や文
化について学んだり、共通点を見つけたりするのは楽しいこと
です。
これまでのハイライトは、
タヘルの18歳の誕生日会をホス
トしたことです。
タヘルの友達も集まって、皆楽しそうに過ごし
ていました。

2人目は24歳のカイドン
（4ヵ月間滞在）で、
とにかくチョコレート
が入ったものなら何でも！と、
いつもお菓子作りに熱心でした！
そんなカイドンには、帰国の際に色々なチョコレートのレシピを
たくさん入れた焼き菓子用のキットをプレゼントしたんです。
カ
イドンとは今でも2日おきくらいにメールでやり取りしています
し、
いつか再会できたら、
と思っています。
私たちは皆、
カイドン
が帰ってしまって寂しい気持ちです。

今は日本から来た19歳のケンタもステイしています。
日本のロ
ック・ミュージックについて教えてくれるので、
それを楽しんで
います。
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お問い合わせ先

UOWカレッジ・オーストラリアのホームステイについての
お問い合わせは、以下までご連絡ください：
オーストラリア国内からのお電話：02 4221 5559
海外からのお電話：+61 2 4221 5559
Eメール：homestay-enquiries@uow.edu.au

その他の情報

uowcollege.edu.au
facebook.com/uowcollegeaustralia
instagram.com/uowcollegeaustralia
#uowcollegeaustralia

UOWカレッジおよびUOWカレッジ・オーストラリア（CRICOS登録番号：02723D、RTO登録番号：91159）は、UOWC Ltd （ABN 14 105 312 329）の登録事業名です。UOWカレッジ・オーストラリアジ・オーストラ
リアは、本刊行物に記載されている情報が製作時点（2019年12月）に正確であるよう期していますが、状況の変化やその他の理由により、通知なく内容を変更する場合があります。最新の情報について
は、UOWカレッジのウェブサイトをご確認ください。
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