UWA CELT
The Centre for English Language Teaching

西オーストラリア州パース市

世界大学ランキング上位
100校に入る大学で英語を
学んでみませんか

当大学について
西オーストラリア大学 (UWA) の広大なキャ
ンパスには砂岩の校舎と壮大な植物園が
広がり、オーストラリアで最も美しいキャンパ

センター長よりごあいさつ

スとして広く認められています。
当校では、ビジネス、医学、法学、教育、建
築、工学、科学、芸術など、幅広い分野に
わたる学部・大学院課程プログラムを包括
的に提供しています。

入学を希望する学生の皆さん、

オーストラリア8大学（グループ・オブ・エイト）

英語学習の場として西オースト
ラリア大学Centre for English
Language Teaching （UWA CELT)
を候補に挙げていただいたことを
うれしく思います。

た大学として認められており、教育と研究

に属するUWAはオーストラリアで最も優れ

英語はまさに世界の人々をつなぐ
架け橋です。英語が話せると、世
界中の人と友だちになったり、共
に仕事をしたりすることがで きま
す。UWA CELTでは、英語を話す人
と国際社会で効果的にコミュニ
ケーションを取るために必要な語
学スキルを学習できます。
本資料にはパースという街のほ
か、UWA CELTのプログラムとサー
ビスに関する情報をまとめました。
ぜひご自分にぴったりのコースを
選んでください。
UWAで英語スキルと文化的な知
識を伸ばし、楽しい時間を過ごし
てパースを満喫し、新しい友だちを
作り、成功した未来を歩むために
一緒に学びましょう。
キャラム カウエル
センター長
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の水 準 の高 さ は 世界 的 にも 評 価 されて
います。
当校は国際的な賞を多数受賞していて、
2005年10月にはUWAのバリー・マーシャル
教授とロビン・ウォーレン名誉教授が、ノー
ベル生理学・医学賞を受賞しました。これ
は西オーストラリア州、特にUWAの研究の
質の高さを示すものに他なりません。

UWA CELTは世界中の学生を歓迎しています。
当校は豊かな文化性を誇り、2016年には53カ国
から学生を迎えました。

UWA Centre for English Language Teaching
西オーストラリア大学Centre for

学生に実際に英語を使う機会をでき

English Language Teaching （UWA

るだけ与えるというものです。

CELT) では、当校の伝統といえる充実
した学生サポートと親しみやすい環境

UWAで は、フォーマルな表現、アカデ

を生かして、質の高い英語教育を行っ

ミックな表現、日常英会話をバランスよ

ています。

く習得できます。

講師は、英語教育における学位と専

緻密に構成した当校独自のプログラム

門資格を有しています。

は、教育と学習を実際のリアルな英語
環境にマッチさせた徹底的なアプロー

当校 の 教育と学習に対 する 考え方

チで、英語を生涯学習していく方法を

は、課題や活動、プロジェクトを通じて

見つけられます。

オーストラリアの生活について学び、

パース市
キングス・パーク

UWAクローリー・
キャンパス

優秀な学生が集まる国際的に
有名な大学
世界で最も暮らしやすい街に広がる
緑豊かなキャンパス
スワンリバー沿いの美しい環境
クレアモント駅から徒歩圏内

UWAクレアモント・
キャンパス (UWA CELT)

最高の学習環境
celt.uwa.edu.au3

UWA CELTの
実績
UWA CELT
ブリッジングコース
ブリッジングコースは、NEASのPremium
Product Endorsementに認定されています。

オックスフォード大学出版局
オーストラリア出版社賞
当校の講師メリッサ・ガーンズワーシー、
キャシー・シールズ、ジェニー・ロビンソン
が、オーストラリアで英語を学ぶ成人向け
に教科書を制作、出版し、オックスフォー
ド大学出版局のオーストラリア出版社賞
を受賞しました。

ケンブリッジ大学
行動研究賞
当 校 の 講 師 ジェシ カ・コブ リー（ 左 ）と
ベッキー・スティーブンは、会話能力の育成
研究でケンブリッジ大学行動研究賞を受賞し
ました。
これを受けて授業でテクノロジーを活用し、
学生の会話スキル向上をサポートしています。
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オックスフォード大学出版局
当校の講師ルイーザ・チョウハンとジャネル・
トレットが、英語を学ぶ成人向けのIELTS
コース教科書を制作し、出版しました。

UWAは国際的に
認知された大学です
ランキング

96位
1位

世界で、そして

トップの座

1位
25位

1位

オーストラリア国内

西オーストラリア州
(ARWU 2015)

生命農学
(ARWU 2015)

世界ランキング

農学、地球・海洋科学、
鉱業工学、心理学
(QS2016)

オーストラリア
国内
世界

卒業生の就職率
(QS 2016)

グローバルにつながる

トップ

35

3位
49位

+
研究、教育、国際化、
イノベーション、就職率、
施設、包括性
(QS Stars大学評価)

+
109+

4000
外国人留学生

の国

世界規模大学ネットワーク (WUN) と
マタリキ大学ネットワーク (MNU) 会員

109,000人

以上の卒業生、

40,000人は
ヨーロッパ、アジア、北米の主要大学と
連携した世界的に認められたコース構成

オーストラリア、パース市について：
オーストラリアで最も暮らしやすい都市

*エコノミスト・インテリジェンス・ユニット世界生活費調査（2016年、131都市）
宿泊施設、食料、交通機関、娯楽など200項目以上の費用で測定

海外在住で、
出身国は

100カ国に
渡る

学生の交通費は

40% オフ

本刊行物の情報は、留学生を対象としています。本刊行物の情報は2016年5月現在のもので、変更になる場合があります。特に、当校は、内容、公表の方法、学習単位の評価方法の変更、
学習単位や授業コースの撤回、学習単位やコース登録への制限、コース日程の変更について権利を持つものとします。
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UWA の学位取得に向けて

英語スキルを磨く方法

UWA CELTでは2つの学習法から選んで、大学の学部および大学院プログラム入学に必要な
レベルに英語スキルを向上することができます。
最も一般的な方法はUWA CELTのアカ

デミック英語＆学習スキルブリッジン

グコース（ブリッジングコース）
で、UWA

の高等教育コースにそのまま進学す

ることができます。
ブリッジングコース
の受講条件を満たしていて10～20週

間の集中学習が可能な学生には、こ

ちらのコースが最適です。

クな環境に必要な能力をつけたい学
生に適しています。

ブリッジングコースで70%の成績を取

ると、IELTS6.5で6.0を下回るバンドが

ないもの、とする大部分の大学および

大学院コースの英語レベルを満たす

ことになります。ただし、UWAのいくつ
かのコースではより高い入学要件を設
定しています。例：

オプション1：
アカデミック英語＆学習
スキルブリッジングコース
ブリッジングコースは、UWAへの入学

を希望し、英語力が必要なレベルに

• 経営管理学修士コース（フレキシ

• 選択した専門分野の言語の知識を
伸ばす

• オーストラリアの学術研究文化に対
する理解を伸ばす

• オーストラリアの教育環境で高度
な分析力・思考力をつける

• モジュール2では、学生に専門分野
の論文やポートフォリオの研究、研
究分野の発表機会を提供

• 文献を正しく参照するための技術

で70%を下回るものがあってはいけ

• 学術発表の場に気兼ねなく参加し

• 法学コースは全体で85%の成績が

の大学で自主的に学習できる能力

75%の成績が必要で、個々のスキル

を身につける

ません

て適切にふるまい、オーストラリア

必要です

を身につける

ブリッジングコースでは以下が可能

このプログラムは、UWA入学への必要

要件を満たし、自信と語学力を高め、
高等教育コースに入る前にアカデミッ

です。

• UWAで講義を受講できるレベルま
で英語スキルを向上する

入学必要要件
20週間のプログラム

10 週間のプログラム

モジュール1＆2

モジュール2

IELTS

5.5で5.0以下のバンド
スコアがないこと

6.0で5.5以下のバンドスコア
がないこと

TOEFL iBT

58（ライティング18以上、
会話16以上、リスニングと
リーディング12以上）

70（ライティング20以上、
会話19以上、リスニング17
以上、リーディング14以上）

ケンブリッジ検定FCE

得点が60点以上、各スキル
がボーダーライン以上

得点が70点以上、各スキル
が良以上

PTEアカデミック

全体で49、個々の得点で
42未満がないこと

全体で54、個々の得点で
54未満がないこと

UWA CELT一般英語

中級の上で70%以上
（個々のスキルで60%未満
がないこと）

準上級で69%以上
（個々のスキルで65%未満
がないこと）

UWA CELT
アカデミック英語

60%以上（個々のスキルで
55%未満がないこと）

65%以上（個々のスキルで
60%未満がないこと）

要件

ついて学習する

ブルとフルタイム）受講には全体で

達していない海外留学生を対象として
います。

• 大学の各種教科書の構成や言語に
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UWA CELTのブリッジングコースは
NEASの Premium Product
Endorsementに認定されています。
20 週のブリッジングコースには 2 つ
のモジュールがあり、各モジュールの
コース時間は次の通りです。

モジュール1：週 20 時間のプログラム

モジュール2：週 25時間のプログラム

高等教育コースの入学要件が6.5以上で
6.0を下回るバンドがないもの、
とする場
合、10週間のブリッジングコース入学要
件は個々のバンドスコアと全般的なス
コアから0.5点引いたスコアになります。
詳細はUWA CELTウェブサイト: celt.uwa.
edu.au/courses/pathwaysをご参照くだ
さい。

ブリッジングコース時間割の例

モジュール2

モジュール1＆2

ブリッジングコース（日程）

モジュール：週 20時間プログラム

モジュール：週 25時間プログラム

時刻

月曜日

火曜日

水曜日

木曜日

金曜日

8.30am～
10.30am

BCグループ
学生セミナー1
8:45am ～ 9:15am

BCグループ
学生セミナー2
8:45am ～ 9:15am

BCグループ
学生セミナー3
8:45am ～ 9:15am

研究と
調査スキル

BCグループ
言い換え
引用、言い換え、要約
の学習

会話
国際問題に関する討論

分析リーディング
教科書のチャプターの
リーディング

会話
時事問題に関する短い
プレゼンテーション

10.45am～
12.45pm

BCグループ
リスニングの練習

BCグループ
要約の書き方

BCグループ
統合スキル

BCグループ
リーディングの練習

BCグループ
文法/ライティング
伝達動詞

*
1.15 / 1.30pm～
2.30 / 2.45pm

BCグループ
リーディング
文章の種類と修辞技法

BCグループ
リーディングスキル
トピック、目的、聴衆、
トーン

ディベート・グループ
会話
国際問題と性に関する
公式ディベート

研究グループ論文
仮説の書き方

自習

*空き状況により
ます

ブリッジングコースの入学要件に満たない場合は、先にUWA CELTのアカデミック英語または一般英語コースを受講
して英語スキルを高めることができます。

オプション2：

アカデミック英語＋IELTS/TOEFL試験
大 学 入 学 の もう 1 つ の 方 法 とし

このコースは学生の知識と能力に適

わせて、当校のアカデミック英語プロ

力向上を強力にサポートします。学生

て、IELTSまたはTOEFLの試験準備と合
グラムを受講する手段があります。

アカデミック英語は基本的な指導法
に従った5週間のコースですが、クラス

のニーズに合わせて学期ごとに内容を
変更します。

応して、アカデミックなスキルと英語
のニーズに焦点を当てるため、各クラ
スは成績別に構成するので、アカデミ

ック英語を受講する学生は、IELTSま

たはインターネット形式のTOEFLを受
験する必要があります。

UWA CELTは、国際的に認められているIELTSおよび
TOEFLの試験会場となっています。

IELTSはUWAのIELTS試験
会場で受験できます。
www.ielts.uwa.edu.au

TOEFL受験は、こちらのウェブ
サイトから申請できます。
www.ets.org/toefl/ibt/
register
試験会場にクレアモント・キャ
ンパス (Claremont Campus)
を選択してください

世界トップレベル
の研究
UWAの幅広い分野の
研究は、すべて世界
標準以上と評価されて
います

+

75

研究機関と
センター

7人の
よく
引用される
専門研究員
(highlycited.com)
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ELICOSコース
UWA CELTでは、一般英語、ビジネス英語、アカデミック英語の各認定英語
プログラムのほか、ケンブリッジ検定、IELTS、TOEFL、TOEICなど国際的に認
知された試験準備コースも開講しています。プログラムはいずれも学生自
身の目的や英語能力に応じて選択できます。当校のコースには初心者向
け、上級者向けといった種別があり、各自の習熟度に応じたコースを受講
できます。

アカデミック英語 (EAP)

一般英語 (GE)

ビジネス英語 (BE)

コース期間：5～45週間

コース期間：5週間

コース期間：5～45週間

開講時期：年9回

開講時期： 学生数による

開講時期：年9回

授業時間：週20時間

授業時間：週20時間

授業時間：週20時間

対象者：初心者から上級者

対象者：中級の上から上級者

対象者：中級の上から上級者

一般英語クラスでは、英語によるコ

ビジネス英語クラスでは、ビジネスや

アカデミック英語クラスでは、英語圏

す。このクラスからは、UWAの他のす

す。モジュールはいずれも5週間で、観

英語スキルの向上を目指します。5週

ミュニケーション能力向上を目指しま
べての英語プログラムに進むことがで

きます。5週間のモジュールでリーディ

ングとリスニングを学習し、明確で論

理的に書いたり話したりするスキルを
伸ばして、言いたいことを自信を持っ
て伝えられるようにします。

オンライン情報
facebook.com/UWACELTStudents

Ask UWA
オンラインでの問い合わせ窓口です。
入学について不明な点は「よくある質問」
から質問の答えを探したり、オンラインか
ら質問を送信したりすることができます。

www.askuwa.edu.au
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職場での英語スキル向上を目指しま

光、マーケティング、国際ビジネスな
ど、学生に興味のあるビジネステーマ

を中心に取り上げ、ビジネスボキャブ
ラリーの使い方、ビジネスの場でのリ

スニングとリーディング、レポート、
ビジネスレター、その他のビジネスコ
ミュニケーションに役立つ英語を学習

します。本コースを通じて、ビジネスや

社交の場で効果的に意思を伝える能

力を伸ばし、異文化間でのビジネスの
知識を高めることができます。

注意：このコースは学内での募集に限
り、受講生の数には限りがあります。

の国で高等教育を受ける準備として
間のモジュールで、大学・大学院レベ

ルのリーディングとライティングのスキ
ルに加え、リスニングおよびノートを

取るためのスキル、セミナーやプレゼ

ンテーションのスキルを高めます。ま

た、図書検索の方法やITスキルも身に
つけるほか、オーストラリアの高等教

育機関の学風にどう適応するかにつ
いても学びます。

注 意：E A P で は 、U W A の 学 位 コ ー

スにそ のまま進 学 することはで き

ません 。E A P の 学 生 が 進 学 するに

は、IELTSまたはインターネット形式の
TOEFLを受験する必要があります。

IELTS試験準備

TOEFL試験準備

コース期間：5週間

コース期間：5週間

授業時間：週20時間

授業時間：週20時間

開講時期：年5回

開講時期：年3回

対象者：中級の上

対象者：中級の上から準上級者

UWA CELTでは、国際的に認められて

UWA CELTは、国際的に認められている

いる国際英語試験システム (IELTS) 試
験の準備コースを開講しています。年

5回で、いずれも週20時間の集中学習
コースです。

さらに、UWA CELTは年間を通してパー

トタイムの夜間IELTS集中コース（1週
間または4週間）を開講しています。

IELTSは、ネッドランズ・キャンパスの

TOEFL試験の準備コースを開講していま
す。1年に3回、1月、3月、6月の試験の前に
TOEFL対策コースを設けています。
さらに、UWA CELTは、パートタイムの
1 週間集中コースを年に4回開講してい
ます。

TOEFLは、クレアモント・キャンパスの
UWA TOEFL試験会場で受験できます。

UWA IELTS試験会場で受験できます。

TOEIC 試験準備

ケンブリッジ検定準備：
FCE & CAE

コース期間：5週間

コース期間：10週間

授業時間：週20時間

授業時間：週20時間

開講時期：年2回

対象者：中級の上

UWA CELTは、国際的に認められてい

開講時期：年3回

対象者：中級の上から上級者

UWACELTでは、国際的に認められてい

るTOEIC試験の準備コースを開講して

るケンブリッジ英語試験の準備コー

2回開講しています。

に合わせて3月、6月、12月の年3回開講

います。週20時間の集中コースで、年

さらに、UWA CELTは、パートタイムの
1週間集中コースを年に4回開講してい
ます。

スを開講しています。同コースは検定

します。準上級レベルの学生向けの

Certificate in Advanced English (CAE)、
中級の上レ ベルの学生向けのFirst

Certificate in English (FCE) のコースが

あります。

注意：このコースは学内での募集に限
り、受講生の数には限りがあります。
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コースの進み方
下表はUWA CELTのコースとレベル、週に平均何時間の学習が必要かを記したものです。当校の学習レベル
とヨーロッパ言語共通参照枠 (CEFR) の関係についても記してあります。当校の設定するレベルはおおよそ
のもので、平均的な英語学習者を想定したものです。ご了承ださい。

10 The University of Western Australia

ELICOSコース時間割の例
UWA CELTのELICOSプログラムには、以下の2つのタイプの時間割があります。
• 一般英語
• ビジネス英語
• アカデミック英語
• 試験準備コース：IELTS、TOEFL、TOEIC、ケンブリッジ：FCE & CAE
午前の部は8:30amから12:45pm、午後の部は1:15pmから5:30pmまでになります。学生はどちらの受講を
希望するかを事前に届け出る必要はありません。当校側が学生の英語力や希望者の状況に基づいて学
生を割り振ります。
午前のプログラム
時刻

月曜日

火曜日

水曜日

木曜日

金曜日

8.30am～
10.30am

ボキャブラリー
毎週のテーマに沿って
ボキャブラリーを増やす

文法と使い方
習得と正確性の向上

リーディングスキル
効果的なリーディング能力
を習得する方法

統合スキル
オンラインプロジェクト作業

総合スキル
文法と使い方、ライティング
のスキル向上に重点

10.45am～
12.45pm

リスニングスキル
リスニング能力の向上に
重点をおいた総合スキル

会話スキル
明確かつスムーズに話す
能力を習得する方法

ライティングスキル
ライティング能力の向上

総合スキル
ボキャブラリーとリーディング
のスキル向上に重点

統合スキル
会話とリスニングによる
コミュニケーションに重点を
置いた学習

午後のプログラム
時刻

月曜日

火曜日

水曜日

木曜日

金曜日

1:15pm ～
3:15pm

ボキャブラリー
毎週のテーマに沿って
ボキャブラリーを増やす

文法と使い方
習得と正確性の向上

リーディングスキル
効果的なリーディング能力
を習得する方法

統合スキル
オンラインプロジェクト作業

総合スキル
文法と使い方、ライティング
のスキル向上に重点

3:30pm ～
5:30pm

リスニングスキル
リスニング能力の向上に
重点をおいた総合スキル

会話スキル
明確かつスムーズに話す
能力を習得する方法

ライティングスキル
ライティング能力の向上

総合スキル
ボキャブラリーとリーディング
のスキル向上に重点

統合スキル
会話とリスニングによる
コミュニケーションに重点を
置いた学習

UWAの英語学習プログラムは
高度な内容で、高水準の活動

や交流が活発に行われていま
す。真剣で、しかも楽しい学び
の場です。
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研修ツアー
西オーストラリア大学とUWA
CELTの「体験入学」を希望す
る学生の団体向けに、学術研
究、オーストラリア文化、英語
のいずれかまたはすべてを組
み合わせた短期研修ツアーが
あります。
留学生がUWA短期研修ツアー
に参加する理由はさまざまで
す。母国から出たことがなかっ
たり、オーストラリアに来たこ
とがないという方もいます。
美しい環境で世界レ ベルの
教育を受けたいという方や、
カンガルー、コアラ、クアッカ
のようなエキゾチックな動物
に会いたいと思っている方も
います。
留学期間にかかわらず、次の
ような楽しくて新しい経験が
待っています。

1. 環境と自然研修ツアー：各
学科の学生向けの一般的
な研修ツアー。アボリジニ
文化、
ブッシュウォーク、
カヤ
ック、植物、地元の歴史など
について触れます。
2. 科学研修ツアー：物理学、植
物生物学、ヒト生物学およ
び生化学を組み合わせたも
のです。
3. ビジネス研 修ツアー：リー
ダーシップ、目標設定、マネ
ジメントについて学びます。
4. 法学系研修ツアー：法律講
座のほか、裁判所、議会、歴
史ある刑務所での現地調査
を行います。
5. 農業研修ツアー：UWAフュー
チャーファームの見学、バイ
オダイナミックファームでの
作業体験、アボリジニの持
続可能な農業の現地調査
を行います。
6. 社会リーダーシップ研修ツ
アー：ブッシュキャンプ、ボラ
ンティア、引きこもりの青少
年との作業、障害者のケア
などを含む活動を主体とす
るプログラムです。
7. デザイン研修ツアー：建築、
景観設計、美術・芸術史の
単位を組み込んだプロジェ
クトを主体とするプログラ
ムです。

さらに詳しく
研修ツアーと各種コースの
詳細は、こちらまでお問い
合わせください。
電話： +61 8 6488 2270

メール： tudytours@uwa.edu.au

8. 英語＋オーストラリア文化
研究ツアー：学生に優れた
英語力を提供したい高校、
技術系専門学校、大学に最
適です。オーストラリアの植
物相、動物相、食料にも触
れ、記憶に残る研修になる
でしょう。

知識を広げよう
12 The University of Western Australia
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学生の声

「現在、UWAで石油・ガス工学修士号を履修

しています。私はUWA CELTで10週間のブリッ
ジングコースを修了しました。

ブリッジングコースでは、英語で発表をした

り、学術論文を書いたり、独自に調査研究し
たり、現在の研究に求められるスキルを学
び、修士課程で役立っています。
「まず、UWAに感謝したいと思います！私の夢が実
現しているからです！不可能を追求するのは可能

です！ブリッジングコースは英語力だけでなく、私
の人生の向上に役立ちました。」

ビクトリア・フィゲロア・ブストス
ベネズエラ

多くの留学生の最大の課題は、実際には英
語ではなく、学問的な観点に向けて自分の

視点を変えることです。
ブリッジングコースは、UWAでの学習に適応する上で
非常に大きな助けとなりました。」

チャンチー・バイ
（ジョージ）
中国

「2015年にUWA CELTで20週間のブリッジングコースを修了し、

現在UWAで翻訳研究の修士号課程を履修しています。本当に役

に立つ実用的なコースで、
ノートの取り方、言い換え、要約、論文

の書き方などを学びました。
こうしたスキルは、学位取得に向けた

コースに必要です。私はブリッジングコースを皆さんにお奨めし
ます！」

モニカ・ワン（右）
中国

ブリッジングコース卒業生、現在UWAの翻訳研究修士号取得課程在籍
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「ブリッジングコースは、アカデミックなス
キルアップとオーストラリア文化の理解に
役立ちました。コースは、最良の教育方法

と組み合わせ整理したカリキュラムで、学

生が大学のさまざまな学問分野に入って
いけるように考えられています。

受講期間中は、フレンドリーで才能ある先

生や、優秀で経験豊富な学生アドバイザー
にたくさんサポートしてもらいました。UWA

CELTでは、英語力だけでなく、UWAを始め

これからの人生で社会科学と文化研究で
の博士号課程を履修できるスキルを学びま
した。」

アリ・シルワン・アブドゥカリム
イラク、クルド地方

「UWA CELTは、高く設定していた私の目標と期待を大きく
上回りました。一般英語から始め、
まもなくブリッジングコー

スを修了し、英語力が大幅に向上しました。次は感染症研究
コースでUWA修士課程を履修します。」
サンジャ・シメノビッチ

ボスニア・ヘルツェゴビナ

「UWA CELTは西オーストラリア大学に属しているため最高の

教育システムで勉強できるだろうと考え、UWA CELTを選びまし
た。
コースが始まると素晴らしい教師や友だちに出会い、教育

方法もとても印象的でした。
日本やブラジル、
フランス、イタリ

ア、サウジアラビア、
コロンビア、韓国など世界中の人たちと友

「私がUWA CELTで英語を勉強する理由は、将来より良い仕

事に就き、
より多くの機会を得るためです。UWA CELTの授業

は楽しかったです。アボリジニの影響を受けた芸術など、

ワークショップやさまざまな活動も楽しいものでした。
この
活動で英会話を実践する機会を得ることもできました。」

だちになれます。」

カノクピット・ラングロジュ（ジャン）＆
パクジラ・サタニガン（ポップ）
タイ

ダイアナ・オルテガ：都市交通計画プランナー（エンジニア）
コロンビア
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学生の
各種活動や行事

各種活動と行事
UWA CELTは、キャンパス内外でさまざ
まな社会活動や行事を行っています。

パース各地を訪れ、自分が住む都市を
探 索しましょう。会話 やリスニング

スキルの練習になるだけでなく、生涯
の友だちに出会う可能性もあります。

ほとんどの活動や行事にはリーズナブ
ルな費用か無料で参加できます。学生
に人気の活動や行事はこちらです。

• コテスロービーチ
• ボクシング

•
•
•
•

アートと会話のクラス

•
•
•
•
•
•
•

手芸クラブ

カバシャム・ワイルドライフ・パーク
スワンリバー・クルーズ

スワンバレー・ツアー：チョコレート
工場見学とワイン試飲
スポーツ大会
料理クラブ

合唱クラブ

ロットネスト島
募金活動

ソーシャルサッカー

最新キャンパスライフの状況は、当校

のFACEBOOKページをご覧ください。
facebook.com/UWACELTstudents

カバシャム・ワイルドライフ・パークの人懐こいカンバルー
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ロットネスト島

学生バーベキュー

ソーシャルサッカー

カバシャム・ワイルドライフ・パーク

当校の活動と行事の例

アートと会話クラス - THE TREE OF LIFE

ボクシング

料理クラブ

スポーツ大会

コテスロービーチ

スポーツ大会

合唱クラブ

手芸クラブ

オーストラリア最大のモーニングティー：
募金キャンペーン
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施設と
サービス

施設

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

インタラクティブなホワイトボード、
視 覚化 装置、eラーニング用コン

•

ト、卓球台、
クリケット場、サッカー場

ピューターを備えた現代的な講義室
蔵書の充実した図書館

完全にネットワーク化したコンピュー

•

大学キャンパス全体で利用可能な
無料Wi-Fiと電子メールアクセス

•
•

場所）

•

ターラボ2カ所

学生ハブ（リラックスしてくつろげる
学生キッチン

学生アドバイスサービス
礼拝室

IELTSとTOEFLの試験会場

キャンパスのコーヒーバン

18 The University of Western Australia

を備えたスポーツセンター

国際的なコーチが指導するマーシャ
ルアーツ（格闘技）センター
キャンパス内温水プール

趣味クラブや社交クラブが集まる
学生ギルド（組合）

写真、ギター、ヨガ、ピラティス、

セーリング、ズンバ、アブセーリング

など、各種のリクリエーションコース

キャンパス・カフェ

キャンパス・コーヒーバン

充実設備のジム、
スカッシュ、
バスケッ

トボール、バドミントン、テニスコー

•

(www.sport.uwa.edu.au/recreate)

•
•

銀行・信用組合施設

•
•
•
•
•

クローリー・キャンパスの学内居酒屋

•
•

売店、新聞売店、各種サービス対応
の郵便局

学生旅行対応の旅行代理店

学生向けのカウンセリングサービス
フェスティバルと季節行事

キャンパス内アートギャラリーと
博物館

無料のランチタイム・コンサート

障害のある学生を支援するユニアク
セス（UniAccess)

地元の学生と海外留学生の治療に
精通した医師と看護師のいる医療
センター

UWA IELTS試験会場

UWA CELTで見かけた野生のワライカワセミ

学生生活
海外の国際的な大学では、授業以外にも学ぶことがたくさんあります。新しい文化を発見し、新しい人々に会い、国際的な
ネットワークを作り、楽しむことができます。UWAの学生は、オーストラリアの有力な研究者や教師と交流し、オーストラリアや
世界中から来た学生と友だちになり、知的に向上していくことが期待できます。

卒業

成績は、授業での課題、宿題への取り
組み、期末テストによって評価されま
す。卒業の際は、修了コース、レベル、
評点、学習期間を明記した卒業証書を
お渡しします。

UWA CELTの卒業式

UWA CELTの学生ハブ

学生サポート

UWA CELTには、勉強やビザの問題な
ど、個人的なことから実践的なものま
で、各種の問題解決を親身にお手伝
いするスタッフが揃っています。学生ア
ドバイザー、経営スタッフ、管理スタッ
フ、教育スタッフが学生をサポートし
ます。

英語学習とインターンシップ
UWA CELTは英語学習プログラムだけ
でなく、オーストラリアン・インターン
シップスとの提携を通じて、各種業界
でのインターンシップも紹介していま
す。英 語学 習と合わせてインターン
シップに参加すれば、職業の面でも文
化的な面でも有益な経験を積む絶好
の機会が得られ、国際的な経歴でも
とても有利になります。

学生サポート

UWA CELTの学生キッチン

UWA CELTのコンピューターラボ
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UWAのスポーツ
•

友だちと一緒にスポーツを

•

1日のスポーツ大会から、

スポーツの目的が運動のためでも友だ
ちと楽しむためでも、たくさんあるUWA
のスポーツ施設で「自分のフィット感」
を見つけましょう。

ト）
まで

各種サービス：

バスケットボール、
ドッジ

•
•
•
•

ソーシャルスポーツ

•

13週のシーズン
（年2回スター

ボール、
フットサル、ネット

ボール、
タッチ、バレーボー

フィットネス会員

ルなど

•

50名以上のグループフィット

•

ハイパフォーマンスルーム

•
•
•
•

ネスクラス

サーキットルーム

フィットネス会員
レンタルコート
Recreate® コース
スポーツ大会

UWAスポーツ会員には、次のような特典
があります。

グゾーン

• フィットネス会費25%割引
• Recreate® の全コース、25～50%割引
• レンタルコート50%割引

ン120台以上

sport.uwa.edu.au

インタラクティブなローイン
有酸素運動、筋力強化マシ
レンタルコート料込

Recreate® コース
•

コースは5～7週間、1年に
7回開催

•

ピラティス、ヨガ、ヒップホッ

プ、サルサなど各種の健康、
フィットネス、リーダーシッ
プ、スポーツ、ウォータース
ポーツのアクティビティか
ら選択

レンタル
コート
•

屋内外のコート：バドミント
ン、バスケットボール、
インドアサッカー、

スカッシュ、テニス、
バレーボール
•
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特典：フィットネス会員はレ
ンタルコート1日1時間無料

安心の
生活環境探し
宿泊施設
UWA CELTでは、ホームステイの手配をお手伝いします。
現地の家族と暮らす

UWAの宿泊施設

ホームステイ
このタイプの宿泊施設は、オーストラ

リアの家庭の生活を経験して、英語を

UWA Accommodationのウェブサイト

から、キャンパス内やUWA クローリー
で利用できるさまざまなタイプの宿

話す家族によるサポートを希望する学

泊施設についてご確認ください

ス全域にあるため、UWAまで公共交

www.accommodation.uwa.edu.au

あります。学生はホストファミリーの家

詳細情報、ご予約は、こちらのウェブ
サイトから直接ご連絡ください

生に最適です。ホームステイ先はパー

通機関を利用する必要がある場合が
で生活し、食事も共にしますが、プラ
イベートの寝室が提供されます。

メモ：個人のルームシェアについては

現地の学生が学生用掲示板に広告を

出しています。
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エリザベス・キー

概要
パースの人口
202万
時差

パースの街

GMT+8（世界人口60%のタイムゾーン
と同じ）
言語
英語
政府

民主制（ウェストミンスターシステム）

パースは、穏やかな天候とゆったりとした屋外環境、美しい自然の景観を
備えた、学習環境として魅力的な場所です。パースは世界で最も住みやす
い都市トップ10に数年連続で選ばれました。1

宗教

完全に自由
通貨

オーストラリアドル ($AUD)
天気

世界中の人々が西オーストラリア州に

パースは世界人口の60%と同じタイム

西オーストラリア州の気候は暖かく、夏季
の大半は気温が30度以上、冬でも日中
15度以下になることは稀です。

外出身で、世界170カ国以上の人々が

国からの留学生に人気です。また、ア

季節

引き寄せられます。人口の30%が国

暮らす世界で最も文化的に多様な州
です。2

変化する都市

パースは過去10年間オーストラリアで最も安
定した経済成長率を示している都市です。
パースの経済と人口の成長率は、安定した政
治環境と地方の需要によって支えられた各種
産業で活動する地元企業と国際企業の両方
によって推進されています。
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ゾーンにあり、刺激的な学習環境で各
ジア都市へのフライトは数時間足らず
で、家族や友人と簡単に会うことがで
きます。

グローバル指向

8 20 社を超 えるオーストラリア証 券取引所
(ASX)上場企業が、オーストラリアの他の州
都よりパースに本社を置くことを選択しまし
た。3

夏：12月～2月
秋：3月～5月
冬：6月～8月
春：9月～11月

素晴らしい風景と
アウトドア・ライフスタイル

パースはオーストラリアで一番美しい州都で、
地中海性気候の暖かく乾燥した夏の気候は
スポーツやアウトドア活動に最適です。西オー
ストラリア州をさらに探索すれば、高くそびえ
るカリーの森林やサウスウエスト地方の自然
のままのビーチ、キンバリーの起伏に富んだ
山々と壮大な峡谷など、貴重な自然に恵まれ
たオーストラリアの景観を堪能できます。

正確な縮尺ではありません。
ベル・タワー

トリグビーチ

パース市
キングス・パーク
パース空港
コテスロー
ビーチ

キングス・パーク

UWA
CELT

UWA

ロットネスト島
スワンリバー

インド洋

フリーマントル

UWA CELTの場所は？

フリーマントル
北部準州
西オーストラリア州

UWA

クイーンズランド州
南オースト
ラリア州
ニューサウス
ウェールズ州
ビクトリア州

ロットネスト島

オーストラリア
首都特別地域

UWA CELTは、パース市内中心部から
近い、美しいUWAクレアモント・キャン
パスにあります。

クレアモントは公共交通機関の便が
良く、留学生向けの割引料金も利用
できます。

UWA CELTは、UWAクローリー・キャンパ
スからわずか4 kmです。

タスマニア州

参考文献
1 住みやすさランキングと概要の要旨、2015年8月、
エコノミスト・インテリジェンス・ユニット
2 「Celebrate WA Annual Report 2014」、2016年4月参照、
celebratewa.com.au
3 パース市、2016年4月参照
perth.wa.gov.au/business/key-industry/resources
4	QS優良都市2016、2016年4月参照
topuniversities.com/city-rankings/2016

安全で友好的

パースは生活水準が高く、QSトップ大学出版
の優秀な学生都市2016で好意的な順位(35位)
に入っています。4

便利な各種施設

パースは、市街地中心部で無料の公共Wi-Fi
を提供するオーストラリア初で唯一の都市で
す。家族や友人との連絡に便利です。

市内の移動

パースの公共交通機関で、市内とUWA主要
キャンパスに簡単にアクセスできます。留学
生は、西オーストラリア州政府の助成によっ
てすべての公共交通機関を40%割引で利用
できます。パースには、市街地中心部を運行
する無料バスCATもあります。
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西オーストラリア州

ピナクルズ

マーガレット・リバー・ワイン産地

クージー

撮影場所: ケープ・オーガスタ
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バレー・オブ・ザ・ジャイアンツ

カルバリ

オーストラリアのアウトバック

州の概要
西オーストラリア州はオーストラリア

ありません。パース市街の外には想像

エコツーリズムが楽しめます。州北部

250万㎢あり、大きく分けて2つの気候帯

いて、体験も桁違いです。大自然が何百

園の広がるサウスウエストと対照的で

大 陸の3分の1を占めています。面積は

に属します。北部は温暖で降雨量が少な
く、南部は冷涼で降雨量が多いのが特

長です。東部は州境まで大部分が砂漠
で、西端には総延長12,500 kmにおよぶ

世界最長の海岸線が広がっています。世
界で最も貴重な自然現象が多く見られ
ることで名高く、モンキー・マイアのイル
カや3億5000万年前の奇岩バングル・

バングル、サウスウエストにそびえ立つ
カリーの巨木など、数え上げるときりが

もつかないほど広大な自然が広がって

万年もかけて作り上げた美しい景色を
楽しんだり、アボリジニの文化と心ゆく
まで触れ合ったり、オーストラリア固有

には自然の森が広がっていて、ブドウ

す。しかしどこにいっても一生の思い
出が作れるのは間違いありません。

の珍しい動植物を間近に眺めたりする

パース市と西オーストラリア州の見どこ

地方には太古から変わらない自然景観

さい。

ことができます。州最北のキンバリー
が残っていて、急峻な山々、深く刻まれ

た美しい谷、白砂をたたえた手つかず

ろの詳細は以下のサイトをご参照くだ
www.westernaustralia.com

のビーチが広がっています。州中央部

にあるピルバラ地方では心躍る冒険や
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申請方法
申請手順
西オーストラリア大学Centre for English Language
Teaching 入学をご希望の方は、
以下の手順にしたがって申請してください。

1

b. 願書を直接当校宛てに送付してください。記入・署名済み
の願書を以下宛先にお送りください。

UWA CELT入学受付：
Eメール：enrolments-celt@uwa.edu.au

申請するコースの選択

本資料かUWA CELTのウェブサイト www.celt.uwa.edu.au/
courses をご覧の上、
ご自分の目標にあったプログラムを
お選びください。

5

内定通知

願書が当校に届き次第、手続きを行って内定通知と受諾書類
をお送りします。内定通知にはコースの授業料とその他関連費
用（該当する場合は宿泊費を、
さらに学生ビザを申請される場
合は留学生健康保険の費用を含む）の請求書を同封します。

2

コースと学習期間に見合った
ビザの選択

観光ビザをお持ちの方は12週間まで、
ワーキングホリデー・ビ
ザをお持ちの方は17週間まで、全日または定時で学ぶことがで
きます。
それより長く在学したい方は、全日コースで学ぶために
学生ビザを取得する必要があります。ビザの取得要件につい
ては移民局のウェブサイトwww.border.gov.auをご覧ください。

3

願書に記入

願書提出

a. 大学の代 理機関を通してください。当校の公式代 理機
関を通して願書を提出されることをおすすめします。代
理機関の一覧は、www.celt.uwa.edu.au/courses/apply
をご覧ください。代理機関は英語願書の作成、宿泊の手
配、ビザの申請をお手伝いし、以下のサービスをご提供し
ます。
または
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受諾

内定通知が届き次第、受諾書類に署名し、授業料の支払い証
明を同封の上ご返送ください。直接でも公式代理機関経由で
も結構です。受諾書類が当校に届くと入学案内と、ビザの申請
手続きに必要な入学許可書 (CoE) をEメールで送信します（学
生ビザを申請する場合）。

当校ウェブサイト - www.celt.uwa.edu.au/courses/apply - を
ご覧の上、願書をダウンロードしてください。個人情報、学習
計画、ビザ情報など、願書の各項目をもれなくご記入くださ
い。願書にご記入、ご署名いただく前に、必ず入学条件をお読
みください。

4

6

7

渡航とビザの手配

渡航と学生ビザの手配は必ずご自分で行ってください。不明点
がある場合やサポートが必要な場合は、UWA CELTの海外代理
機関がお手伝いすることもできます。観光ビザとワーキングホ
リデー・ビザで入国される方は、出発前に健康保険に加入され
ることをおすすめします。またビザの種類にかかわらず、個人
向けの旅行保険に加入して、在学中と在学延長期間中を対象
に、持ち物に保険をかけておかれることをおすすめします。
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UWAの資格で自分を
際立たせましょう

不可能を追求しよう
UWA CELT (Centre for English Language Teaching)
The University of Western Australia
M429, Perth, WA 6009, Australia
電話：+61 8 6488 3539
Eメール：marketing-celt@uwa.edu.au
celt.uwa.edu.au
facebook.com/UWACELTStudents

UWAのキャンパスは禁煙です
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