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歓迎の
ご挨拶 

UOWカレッジ・オーストラリアは、海外の提携機関からの学生の皆さ
んが当校のスタディツアーおよびグループ・プログラムに参加され
ることを、心より歓迎いたします。

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

当校のランキング 
当校では、様々な英語力や文化背景を持
ち、年齢層も異なる参加者からのニーズに
応えられるよう、グループ・プログラムをカ
スタマイズしています。プログラムはほんの
2日間という短期のものから、参加者が真
に総合的な経験を通じて多岐にわたる英
語コースを履修できる学期単位のスタディ
ー・アブロード・コースなど、様々なタイプ
が用意されています。

UOWカレッジ・オーストラリアでの学習体験
では、英語話者とのコミュニケーションに
自信を持てるようにするために、正規の英
語の授業以外にも様々な機会が提供され
ます。英語を話す家庭に滞在して、オース
トラリアの生活を体験するという選択肢
もありますし、ウーロンゴン大学の学生寮
のひとつに滞在することもできるかもしれ
ません。

また、当校では英語学習プログラムを補完
する様々な教育的および文化的アクティビ
ティのほか、学生がオーストラリアの自然
環境や文化に触れられる、滞在のハイライ
トとなるようなアクテビティも数多く提供
しています。

皆さんをUOWカレッジ・オーストラリアにお
迎えするのを、心から楽しみにしています。

UOWカレッジ・オーストラリア
ゼネラル・マネージャー
フェリックス・ランスリー 

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
ノウハウを有しています。
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。
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数字で見る
スタディツアーの 
実績

1000+
2019年のスタディツアー参加学生数

250+
ホストファミリー数

12+
アルファ・プログラム数

143
ウーロンゴン大学在学者の出身国数

9
スタディツアー参加者の出身国数

UOWカレッジ・オーストラリアについて
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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

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

ウーロンゴン
について

5分
大学からウーロンゴンの 
街までの所要時間 

90分
シドニーCBDまでの所要時間 

32本
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 

17ヵ所以上に広がる
ビーチ
季節によりライフガードが監視  

35以上の自然散策 
ウォーキング・コース
ウーロンゴン地域にあり、 
NSW州立公園が管理・維持 

306,591名
ウーロンゴン地域で生活する人の数 
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海辺の
ホームタウン
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UOWカレッジ・オーストラリアのスタディ
ツアーは、自信と英語力を同時に身に
付けることができる最高の手段です。 
当校はフレキシブルな姿勢と豊富なノウハウ、そ
して経験を活用して、提供するプログラムが多
種多様な背景を持つ学生の予算や学習目標、
関心事項にマッチするようにカスタマイズしてい
ます。スタディツアーは、2日間のものから真に
総合的な経験をもたらすものまで、様々なタイ
プが用意されています。スタディツアーは学生の
英語力の向上はもちろん、人生に役立つスキル
の習得や、視野や思考を広げること、異文化間
の友情を育むこと、自分自身に自信を持つこと
などにも力を入れています。

英語学習 
学生は、ホストファミリーと過ごす時間や授業、
そして当校が提供する教育的・文化的な内容の
様々な遠足など、滞在期間を通して常に英語環
境に身を置くこととなります。

当校の英語学習は、学生のスピーキング、リスニ
ングと反射的思考能力に重点を置いています。
このアプローチは異文化間交流や討論、議論の
機会を多くもたらすだけでなく、文脈や背景に
沿った実践的な英語力を身に付けることで、学
生が自信をもって英語でコミュニケーションが
取れるようになったことを実感して帰国するこ
とにもつながります。これらのスキルは、質の高
いインタラクティブな環境を実現する少人数制
の授業の中で、学生が関心を寄せるような幅広

いトピックを通して伸ばされます。

当校では、学生が特定産業の専門知識を得ら
れる機会を提供しつつ英語力を伸ばせるように
考案された、様々な「イングリッシュ・プラス・ア
ルファ」プログラムも提供しています。ここでカ
バーされるトピックには、看護や社会福祉、高
齢者介護、エンジニアリング、生活スキルなどが
含まれます。

スタディツアーの修了時には、すべての学生に 
「参加証＜Certificate of Participation＞」
が授与されます。

アクティビティ 
UOWカレッジ・オーストラリアは、学習の場が教室
の中だけにはとどまらないことを理解していま
す。このため、当校では学生が教室で学んでいる
トピックを補完する内容となるような、多様な文
化的・教育的なアクティビティを用意しています。
こうしたアクティビティには、近隣の現地校の訪
問や地元の産業・企業とのネットワーキング、大
学講師を招いての講義、現地学生との会話クラ
スなどがあります。また、学生は素晴らしいビー
チに美しい山々、そしてアクセスもしやすい都市
の中心部など、ウーロンゴン周辺の観光も楽し
めますし、地元の野生動物保護区を訪問してカ
ンガルーやコアラに触れることもできます。当校
ではこのほかにも、先住民による「ブッシュ・タッ
カー（豪州原産の食用動植物）」ツアーも提供し
ていますし、3Dプリンターやレーザーカッターな
ど、最新のテクノロジーに触れる機会もアレン
ジすることが可能です。さらに、足を伸ばしてシ

ドニーやキャンベラ、ブルーマウンテンズ、また
はジャービス・ベイでのホエールウォッチングと
いった遠足を手配することもできます。

また、UOWカレッジ・オーストラリアは数多くのチ
ャリティー団体や地域イベント、ボランティア団
体を支援していることを誇りとしており、学生た
ちにもコミュニティでの奉仕・支援活動への参
加を通してコミュニティに還元することにより、
自らのオーストラリアでの体験をより充実させ
ながら、英語力の向上を実現することを奨励し
ています。

スタディツアー
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「企業や団体というのは、
自らの職場・企業文化の重
要性を軽視してしまうこと
があります。
しかしUOWカレッジ・オーストラリアとそこで働
くチームの皆さんは、その点で成功していま
す。私が接したスタッフは、皆さん役に立ちた
い、助けになりたいという意志にあふれ、迅
速かつ効率的な対応で、素晴らしいマナーも
備えていました。私たちの訪問グループは親
切で、敬意とプロ意識を持った方たちに迎え
入れていただきました。授業を担当した先生
方もフレンドリーで優しく、能力の高いプロフ
ェッショナルな方たちでした。こうした素晴ら
しい要素が切れ目のないかたちで機能して
おり、それはホストファミリーとの関係が良
好であったことにもよく表れていました。ホス
トファミリーとの関係は、事業の要ですから。
これがUOWカレッジ・オーストラリアの標準レ
ベルのサービスなのであれば、そこから恩恵
を受けられるのはコミュニティ全般であり、
さらにはオーストラリアという国のブランド
自体も輝かしくなることでしょう。この分野で
は、UOWカレッジ・オーストラリアがゴールド・
スタンダードです。」

GLOBAL OPULENCE

エグゼクティブ・ディレクター
ダニエル・ジェンキンス 

パンディット・ディーンダヤル
石油大学（インド）

ゲスト講師による講義も複数行われ、内容
は政治から文化、マーケティング、ビジネス、
エンジニアリングまで多岐にわたるもので
した。こうしたセッションはすべて専門家に
よる講義で、有用な情報とインスピレーショ
ンにあふれていました。どのセッションでも
質問をするように推奨されましたが、誤答
など決してなく、 馬鹿げた質問も、それで
判断されるようなことも絶対に無い、という
ことには驚かされました。こうしたことすべ
てが、私たちのツアーを満足いくものにして
くれました。今回の訪問でグループの皆が、
自分たちが理解した理論を実践に応用する
ための個人としての思考を促されたと言っ
て、間違いないでしょう。」

「ツアーは素晴らしいも
ので、コーディネート通り
非常にスムーズに進みま
した。
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イングリッシュ・プラス・ 
アルファ 社会福祉プログラム  

イングリッシュ・プラス・アルファ 社会福祉プログラム  

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

日曜日 シドニー空港到着 空港出迎えサービス。ウーロンゴンに移
動。オリエンテーション、ホストファミリーと
の対面。ゆっくり休んでリラックス。.

月曜日 UOWカレッジ・オーストラリアへの歓迎。英
語の授業―オーストラリアの社会政策：オ
ーストラリアの育児・保育

ウーロンゴン市内ツアー、CBD（中心部）、ビ
ーチ見学と、地元自治体のコミュニティお
よび文化サービス部門との交流。

火曜日 英語の授業―オーストラリアの社会政策：
オーストラリアの障がい者とそれを取り
巻く環境

特別支援学校を訪問。

水曜日 英語の授業―オーストラリアの社会政策：
人口について

地域にある退職者向け集合住宅の訪問、
文化紹介プレゼンテーション、入居者と
の交流。

木曜日 英語の授業―オーストラリアの社会政策：
先住民問題

ウーリャンガ先住民センターからのプレゼ
ンテーションを受け、植物園見学ツアーで
伝統的なブッシュ・タッカー（豪州原産の食
用動植物）やブッシュ・メディスン（先住民
の伝統薬用植物等）について学習。

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

ゲスト講師による講義の後、昼食を挟んで
修了式と証書授与式。

土曜日 終日― シドニー日帰りツアー：オペラハウスやハーバーブリッジなどの観光スポットを
訪問

当校の社会福祉コースは、障がいや青少年、社
会的弱者についてなど、コミュニティが抱える重
要な社会問題に取り組んでいます。参加学生は
新しい考えや理論を学ぶ機会を得られるほか、
業界関連先への訪問や授業聴講、専門家によ
る講義などを通して、実践経験も得ることがで
きます。また、コースの最終段階では、研究調査
や学習成果の発表、各国の社会福祉制度を比
較する機会も設けられています。

18歳未満向けプログラム
当校では、重要な生活スキルやグローバルな精
神を育むべく、スタディツアー・プログラムで多
種多様な機会と経験を提供しています。

学生はインタラクティブな英語の授業や異文化
交流の機会、そしてキャンバス内やホームステ
イ先、学校の交流訪問等で出会う新しい友人た
ちとのコミュニケーションを通して、オーストラリ
ア文化に浸ることを推奨されています。

当校の18歳未満向けプログラムは、安全で学生
を温かく迎え入れる環境を提供しており、学生
は帰国までの期間、その環境の中で成長し、オ
ーストラリアでの生活を体験して、より開かれた
心を身に付けることができます。

18歳未満向けプログラム

午前中（9am～12pm） 午後（1pm～4pm） 

日曜日 シドニー空港到着. 空港出迎えサービス。ウーロンゴンに移
動。オリエンテーションと、ホストファミリー
との対面。ゆっくり休んでリラックス。.

月曜日 
ホストファミリー 
送迎

UOWカレッジ・オーストラリアへの歓迎。 
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につい
て、ジャーナル（日誌）の書き方。

ウーロンゴン大学見学ツアーとウーロン
ゴン市内のCBD（中心部）やビーチ見学ツア
ー。マウント・キーラ展望台へ。

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・ワイルドライフ・パーク訪問：オ
ーストラリアの原生動物見学。コアラとの
写真撮影や爬虫類ショー、カンガルーの
餌付けも。

水曜日 
ホストファミリー
送迎

英語の授業―オーストラリアの先住民につ
いて。アボリジニの「ドリームタイム」と点描
アートについて。

植物園見学ツアーで伝統的なブッシュ・タ
ッカー（豪州原産の食用動植物）やブッシ
ュ・メディスン（先住民の伝統薬用植物等）
について学習。

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と
スラング、文化

現地高校訪問。午後を現地高校で過ごし、
現地校の生徒と交流しながらオーストラリ
アのスポーツを体験。

金曜日 
ホストファミリー
送迎

英語の授業―ホストファミリーに感謝の手
紙を書いた後に、修了式と証書授与式。

南部にある沿岸の町カイアマを訪問。観光
名所「ブローホール」を見学し、海辺でフィ
ッシュ＆チップスを。

土曜日 終日―ブルーマウンテンズ日帰りツアー。壮大な景観を誇るブルーマウンテンズを訪れ、
奇岩「スリー・シスターズ」を展望。

スタディツアー・プログラムでの
1日の流れの例少人数の授業では、サポー

トが必要なときに先生と
1対1のコミュニケーション
を取れるので、授業に出る
のが大好きでした。
クラスの中にはいくつかの違う文化グルー
プがあったので、その文化をすべて体験した
り、他の言語を学ぶこともできました！ ホー
ムステイは、人生の中でも一番かけがえの
ない経験のひとつになりました。

UOWカレッジ・オーストラリアを通し
てスタディツアーを修了する高校生
全員を対象に、その後の進学時に
3,000ドルの奨学金を受ける資格が
与えられます。UOWカレッジ・オースト
ラリアのスタディツアー奨学金は、
スタディツアー参加者がウーロンゴ
ン大学に戻り、UOWカレッジ・オース
トラリアの進学準備プログラムや職
業資格取得コースを履修することを
奨励する目的で設けられています。
詳細は受給条件をご確認ください。
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イングリッシュ・プラス・ 
アルファ
イングリッシュ・プラス・アルファ スタディ・プロ
グラムは大学生や、さらに年齢の高い学生、あ
るいは企業での参加者で、留学経験の中で特定
の業界に特化した内容をご希望の方々を対象
としています。

このプログラムは産業界からの需要に応えるべ
く常に進化を続けていますが、現時点では以下
の分野が含まれています：
• コミュニティ奉仕・支援活動
• 幼児保育
• 経済学
• エンジニアリング／工学
• 環境
• 医療／保健・栄養学
• ホスピタリティ（接客）
• 生活スキル
• 看護
• 科学技術
• 社会福祉

あなたのニーズに合わせて 
カスタマイズ
イングリッシュ・プラス・アルファ スタディ・プロ
グラムは、そのグループの目標やニーズ、英語レ
ベルに合わせて、ひとつひとつがカスタマイズさ
れています。典型的なプログラムは1週間～6週
間の期間で、1日4時間の英語の授業の後に、ゲ
スト講師による講義や産業視察、遠足などのア
クティビティ・プログラムが組まれています。

当校ではこうしたアプローチにより、学生が教
室外での経験を文脈や背景に当てはめ、体験
的に学んだ口語英語に文法的・機能的な構造
をもたらしてくれると信じています。

イングリッシュ・プラス・アルファ スタディ・プロ
グラムのグループサイズとしては、15名以上を
推奨しています。

グローバルな環境で、産業界の経験を積んでみたいと思っていませんか？ 
新しい言語を話すための実践経験を伸ばしたり、異文化コミュニケーシ
ョンや対人スキルを向上させてみたいと思っていませんか？ そんな方に
は、UOWカレッジ・オーストラリアのイングリッシュ・プラス・アルファ スタデ
ィ・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

スタディツアー
奨学金

HARUKU
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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。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、嬉しく思っています。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。」

MIYU

滞在先

「ホームステイは教室以外の、自然な環
境で英語を練習する機会を与えてくれるの
で、素晴らしい滞在方法です！ 私がステイ
したホストファミリーは、すごく助けてくれ
たし、フレキシブルで、親切でした。いつも、
私の英語がどんどん上達していると褒めて
くれましたし、励ましてくれました。」

UOWカレッジ・オーストラリアのホームステ
イは、スタディツアーの学生に一番人気のあ
る滞在オプションです。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。

学生はUOWカレッジ・オーストラリアのホー
ムステイ・チームと直接コミュニケーション
を取れるようになっており、万が一の事態に
備えて、24時間体制の緊急連絡先も用意さ
れています。

UOWカレッジ・オーストラリアのホストファ
ミリーは、下は10歳という年齢のお子様へ
のケア提供に強い誇りを持って取り組んで
おり、留学生が安全に生活し、最高のケアを
受けられるよう尽力しています。18歳未満向
けのスタディツアーの参加学生に対しては、
ホストファミリーからも特別なサービスが提
供されるようになっており、この中には日々
の登下校時の送迎や、お弁当の用意なども
含まれています。

UOWカレッジ・オーストラリアのホームステ
イのほかにも、ウーロンゴン大学では様々
な学生向け宿泊施設を提供しています。

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では、学生が思いや
りのある現地のホストファミリーと生活し、オーストラリアの生活に
浸ることができます。

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なども成長し
ていますから。

エルビス ＆ レネー
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UOWカレッジ・オーストラリア
ホームステイ・プログラム
オーストラリア国内外で
ランキングNo. 1

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
^iGraduate English Language Barometer (ELB) 2017/2018より

KYOKO
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お問い合わせ先
UOWカレッジ・オーストラリア 
スタディツアーについての 
お問い合わせは、以下までご連絡ください：

電話： + 61 2 4252 8914   
Eメール： study-tours@uow.edu.au

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
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・オーストラリアジのウェブサイトをご確認ください。

その他の情報
uowcollege.edu.au

facebook.com/uowcollegeaustralia 
instagram.com/uowcollegeaustralia 
#uowcollegeaustralia


