UWA Centre
for English
Language
Teaching
世界の上位100校に入る大学で
英語を学んでみませんか

大学紹介
西オーストラリア大学（UWA）の広大な
キャンパスは、砂岩づくりの建築物と

素晴らしい植物園があることから、オー
ストラリアでもっとも美しい場所の1つ

という評価を得ています。

理事長より
ごあいさつ
入学を希望する学生の皆さん、
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）

をお考えいただき、ありがとうござ
います。

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
中の人々と友達になったり、いっし

ょに仕事をすることができます。ぜ
ひ当校で英語を学んで、英語を母

国語とする人々、さらに他の国々か

らやってきて、自分の考えを英語で

伝えたいと考えている人々と上手に

コミュニケーションするための技法
を身につけてください。

本資料にはパースという街とUWA

CELTのプログラムとサービスに関

する情報がまとめてあります。ご活
用の上、ご自分にぴったりのコース
をお選びください。

皆さんがUWAに入学して英語力や

文化的な知識を身につけ、パースの
生活を楽しみながら、新しい友達

をつくって将来の成功の基礎を築

かれる日を楽しみにしております。
カラム・カウェル - 理事長兼UWA

CELTチームメンバー
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大学はビジネス、医学、法律、教育、建

築、工学、科学、美術など、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。

UWAは「グループ・オブ・エイト」に属し

ていて、オーストラリアで最も優れた大
学の1校として認められており、教育と

研究の水準の高さは世界的にも評価さ
れています。

国際的な賞の受賞者も数多く、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 Centre for English Language Teaching
西オーストラリア大学Centre for

当校の学生は美しいキャンパスに囲ま

CELT）は当大学の伝統ともいうべき

えられる大学で英語を学ぶことができ

English Language Teaching（UWA

学生サポートの充実した親しみやす
い環境を生かして、質の高い英語教
育を行っています。講師は全員、英

語教育における学位と専門資格を有
しています。当校の教育と学習に対

する考え方は、課題や活動、プロジ

ェクトを通じて、オーストラリアの生

れた、オーストラリアでもトップ校に数
ます。緻密に構成された当校独自のプ
ログラムは、教育と学習に対する徹底
的なアプローチを実際の現実的な英

語環境にマッチさせており、学生が英

語の生涯学習者となるための方法を模
索するために役立ちます。

活について学び、学生にできるだけ

実際に英語を練習する機会を与える
というものです。

国際的に有名で優秀な学
生が集まる大学

UWAクローリー・
キャンパス

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
クレアモント駅から徒歩
圏内

英語を学ぶ人に最高の学
習環境

UWAクレアモント・キャ
ンパス（UWA CELT）
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コースと
プログラム
UWAのCentre for English Language Teachingは、一般英語、ビ
ジネス英語、学術英語といった評価の高い英語学習プログラムに
加え、ケンブリッジ検定、IELTS、TOEFL、TOEICといった世界的な
認知度をもつ英語検定の準備コースを開講しています。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することがで
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することができます。当
校で何を学びたいのかをよく考えて、ご自分に最も適したものを
お選びください。

一般英語

ビジネス英語

学術英語

コース期間：5～45週間

コース期間：5～45週間

コース期間：5～45週間

学習形態：週20時間

学習形態：週20時間

学習形態：週20時間

開講時期：年9回

対象者：初心者から上級者

開講時期：年4回

対象者：中級の上から上級者

開講時期：年9回

対象者：中級の上から上級者

一般英語クラスは英語によるコミュニケー

ビジネス英語クラスはビジネスや職場での

学術英語クラスは英語圏の国々で高等教

います。このクラスからは、UWAの他のす

ます。モジュールはいずれも5週間をかけ

と考えている学習者を対象としています。5

ション能力を高めたい学習者を対象として

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

リスニングを練習しながら、明確かつ論理
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。

英語に興味のある学習者を対象としてい

て、観光、マーケティング、国際ビジネスな

週間のモジュールで、大学・大学院レベル

心的にとりあげ、ビジネスボキャブラリー

加え、リスニングおよびノートを取るための

ど、学生に興味のあるビジネステーマを中
の使用、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、異文化における商習
慣の知識を高めることができます。

4 The University of Western Australia

育を受ける準備として英語能力を高めたい
のリーディングとライティングのスキルに

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、図書検索のスキ
ルを学び、ITスキルも身につけます。さら

に、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。

IELTS試験準備
コース期間：5週間
開講時期：年5回

学習形態：週20時間
対象者：中級の上

UWAのCentre for English Language

学習ツアーとカスタムコース
UWA CELTは学生を2つのグループに大

別し、それぞれにあったコースを組んでい

ます。1つ目のタイプのコースは各グループ

のニーズにあわせた内容になっています。

こうしたコースでは、多くの場合、グループ
全員が1つのクラスで授業を受けます。ま

Teachingは世界的に認められている

た同レベルの言語能力を持つ学生が集ま

Testing System）の準備コースを開講して

留学生と文化交流を楽しむ機会もありま

IELTS（International English Language
います。年に5回開講しており、いずれも

週 20時間の集中学習コースです。この他

にIELTS受験用の臨時ワークショップも年
間を通じて開催しています。IELTSの受験

を希望される学生の方はUWA IELTS Test

Centreに申請してください。

ケンブリッジ検定準備

った方が学習効果が高まります。他の国の
す。2つ目のタイプのコースは一般英語、ビ

ジネス英語、学術英語、検定準備などで、
様々な英語力をもつ他国の留学生と交流
することができます。

UWA CELTは短期集中型英語学習コース
の計画と開講に関する実績がきわめて豊

富です。そうしたコースは受講者のニーズ
にあわせてプログラムをカスタマイズす

ることができ、高校、大学、企業、政府機
関、各種団体に所属しておられる方を対

象としています。プログラムの期間は4日

～12週間までとバラエティに富んでおり、

通常は「英語とオーストラリア文化」、
「特
定目的のための英語」、
「TESOL対策」の

3つのタイプに分類されます。当校は「特

定目的のための英語」コースを設計し、工
学、医学、経営学などの分野を中心的に

取り扱っています。カスタムプログラムは
英語力のレベルを問わず、学年度を通じ
て開講可能です。

学習ツアーとカスタムコースの詳
細は以下までお問い合わせくだ
さい。
Eメール: studytours@uwa.edu.au

コース期間：10週間
開講時期：年3回

学習形態：週20時間

対象者：中級から上級者

UWAのCentre for English language

Teachingは世界的に認められているケ

ンブリッジ英語検定の準備コースを開

講しています。同コースは検定に合わせ

て3月、5月、12月の年3回開講されます。

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）、中級の学生向けの

Preliminary English Test（PET）用の
コースがあります。

UWA Centre for English
Language Teachingは世界

的な英語検定のスタンダード
であるIELTSとTOEFLの各準
備コースを開講しています。
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時間割の例
UWAのCentre for English Language Teachingは主要プログラムである一般英語、ビジネス英語、学術英語、ケ
ンブリッジ検定準備、IELT試験準備を午前の部と午後の部の2本立てで開講しています。午前の部は8:45amから
1pm、午後の部は1:15pmから5:30pmまでで、どちらを受講しても構いません。学生の方はどちらの部（20時間の

オプションの中で）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
時間

月曜

火曜

水曜

木曜

金曜

11am ～ 1pm

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

ライティングスキル
ライティングプロセスにおけ
るスキルの向上

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

総合スキル
会話と聞き取りによるコミ
ュニケーションに重点を置
いた訓練

2pm ～ 5pm

午後の自由時間または監督者付きの自習

8:45am～
10:45am

ボキャブラリー
毎週のテーマに沿ってボキ
ャブラリーを獲得

文法とその使用方法
習得と正確性

明確かつスムーズに話す能
力を習得する方法

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

総合スキル
会話と聞き取りによるコミ
ュニケーションに重点を置
いた訓練

総合スキル
文法とその使用、ライティン
グのスキル向上に重点

監督者付きの自習/
遠足 /午後の自由時間

午後のプログラム
時間

月曜

火曜

水曜

木曜

金曜

1:15pm ～
3:15pm

ボキャブラリー
毎週のテーマに沿ってボキ
ャブラリーを獲得

文法とその使用方法
習得と正確性

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

総合スキル
会話と聞き取りによるコミ
ュニケーションに重点を置
いた訓練

総合スキル
文法とその使用、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
ライティングプロセスにおけ
るスキルの向上

総合スキル

総合スキル
会話と聞き取りによるコミ
ュニケーションに重点を置
いた訓練

8:45am ～ 1pm 午前の自由時間または監督者付きの自習

UWAの英語学習プログラムはき

わめて高度な内容で、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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ボキャブラリーとリーディン
グのスキル向上に重点

監督者付きの自習/
遠足 /午前の自由時間
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UWAの学位取得に向けて英語力を磨く方法
UWAのCELT（Centre for English Language Teaching）は英語力を大学入学（学部と大学院）
に必要なレベルまで高めるためのカリキュラムを2種類用意しています。
最も一般的な方法は当校の学術英語学習

本プログラムはUWAに無条件で入学した

•

大学の各種教科書の構成や言語につ

育を受ける自信をつけたいと考えておら

•

選択した専門分野の言語の知識を伸

能力ブリッジングコース（ブリッジングコ

学生で、言語能力をさらに伸ばし、高等教

講すると大学の高等教育を直接受けるこ

れる方にも好適です。

ース）を受講することです。このコースを受
とができるようになります。ブリッジング

コースの受講条件を満たしていて、10～20

ブリッジングコースで成績が 70%以上の

•

週間の集中学習が可能な学生の方にとっ

方は、学部と大学院のほとんどのコースの

•

大学の高等教育を受けるためのもう1つ

になります。ただし、UWAの一部のコース

•

定されています。

•

ては、このコースが最適な選択肢です。

の方法は、学術英語コースとIELTSまたは

TOEFLの試験準備コースを組み合わせて

受講することです。この方法はブリッジン
グコースの受講条件を満たしていない学

生、または学習期間を10～20週間もとるこ

受講に必要な英語力が備わっていること
（以下を含む）にはさらに高い要件が設

•

ブリッジングコースは、UWAへの入学を希

達していない海外留学生を対象としてい
ます。

オーストラリアの学術文化についての
理解を深める

オーストラリアの教育環境において高
度な分析力・思考力をつける

文献を正しく参照するための技術を身
につける

学術発表の場に気兼ねなく参加して適

切にふるまい、オーストラリアの大学で
自主的に学習できる能力を身につける

70%を下回るものがあってはいけま

の方を対象としたものです。

望しているが、英語力が必要なレベルに

ルとフルタイム）の受講には全体で

ばす

75%の成績が必要で、個々のスキルで

とができず、5週間ならとれるという学生

学術英語学習能力ブリッジン
グコース

経営管理学の修士コース（フレキシブ

いて学習する

•

せん。

法学コースは全体で85%の成績が必
要です。

ブリッジングコースでは以下が可能です。

• UWAで講義を受講できるレベルまで英
語力を向上させる

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。

入学の最低条件
要件
IELTS

TOEFL iBT
ケンブリッジ検定FCE

PTEアカデミック
UWA CELT一般英語
UWA CELT
学術英語

20週間のプログラム

10週間のプログラム

5.5でバンドスコアが5.0未満
でないこと

6.0でバンドスコアが5.5未満
でないこと 

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

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）

全体で49、個々の得点で42
未満がないこと

中級の上で70%以上（個々の
スキルで60%未満のものが
ないこと）

65%以上（個々のスキルで
60%未満のものがないこと）
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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）

全体で54、個々の得点で54未
満がないこと

準上級で69%以上（個々のス
キルで65%未満のものがな
いこと）

69%以上（個々のスキルで
65%未満のものがないこと）

 高等教育コースの入学要件が6.5より高
く、6.0を下回らないことになっている
場合、10週間のブリッジングコースに
入学するための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をご覧ください。

時間割の例
ブリッジングコース
時間

8:45am～
10:45am

月曜

火曜

水曜

木曜

金曜

学生セミナー1

学生セミナー2

学生セミナー3

論文

言い換え

BCグループ

8:45am ～ 9:15am
ユニット2の概要
会話

国際問題に関する討論

11am ～ 1pm

BCグループ

リスニングの練習
女性と仕事

2pm ～
3:15pm

2pm ～ 5pm

BCグループ

BCグループ

8:45am ～ 9:15am

8:45am ～ 9:15am

教科書のリーディングの章

時事問題に関する短いプレゼ

リーディング

BCグループ

ライティング

サマリーの執筆

文字入力と修辞技法

リーディングスキル – 話題、

リーディングスキル
目的、読者層、口調

仮説の執筆

引用、言い換え、まとめの訓練

BCグループ

研究グループ

ディベート・グループ

職場における男性と女性

仮説の執筆

国際問題と性に関する公式デ

の役割

BCグループ

BCグループ

ンテーション

総合スキル

BCグループ

リーディング

会話

研究グループ

BCグループ
文法 /ライティング
伝達動詞

論文

BCグループ

会話

ィベート

リーディングの練習

独自学習

世界の女性

午後の自由時間または監督者付きの自習

監督者付きの自習/

遠足 /午後の自由時間

ブリッジングコースの入学要件を満たさない学生の方は、先にUWA CELTの一般英語か学術英語コースを
受講して英語力を高めることができます。

学問上の目的のための英語
＋IELTS/TOEFL試験
大学に入学するためのもう1つの方法とし

学生の知識や能力のレベルに応じて内容

せて、当校の学術英語プログラムに参加

スキルと英語能力の向上を効果的に達成

て、IELTSまたはTOEFLの試験準備とあわ
することができます。

学術英語は基本的な教授法に従って行わ

れる5週間のコースですが、クラスグループ
のニーズに合わせて、学期ごとにその内容
が変更されます。

IELTS試験の受験を目指している学生の方

が調整されるので、大学・大学院レベルの

は、UWAのIELTSテストセンターで受験す

することができます。このコースでは、学

参照: www.celt.uwa.edu.au/test-

生のニーズに焦点を当て、各クラスの構成

に添ってその成績が評価されます。このた

ることができます。

centers/ielts

め学術英語を受講する学生は、IELTSまた
はインターネットベースのTOEFLを受験す

る必要があります。
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コースの進行
下表はUWA CELTのコースとそのレベル、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
であり、平均的な英語学習者を想定したものですので、その点をご承知おきください。

UWA CELT
のレベル

UWA CELTのコースとプログラム

該当する

CEFR

のレベル

↓

↓

一般
英語

初心者

A1

10週間

初級

A2

10週間

準中級

A2+

10週間

中級1

B1

10週間

中級 2

B1

10週間

中級の上

B2

10週間

準上級

B2+

10週間

上級

5週間

C1

↓
日常生活で使う
英語で、CELTの
全プログラムを
学ぶための前提

ケンブリッジ検
定準備

ビジネス
英語

学術
英語

ブリッジング
コース

10週間

10週間

10週間

10週間

10週間

10週間

ビジネスや商談
で使う英語

大学入学に向け
たIELTSまたは
TOEFLの準備
と組み合わせ
て履修

学部、大学院に
直接入学可能

PET
10週間

FCE
10週間
CAE
10週間

↓

5週間

↓

国際的に認知された英語試験

 UWA CELTで学んだおかげで思考の
「
幅が広がり、物事を広い視野で捉えら
れるようになりました。自分の英語力
に自信が持てるようになったので、大
学で勉強できるのが楽しみです。」
ラモン・レナン・ザナウ・エ・シウヴァ（ブラジル出身）
ビジネス英語とブリッジングコースを2014年に卒業

10 The University of Western Australia

IELTS

↓

↓

↓

留学中も
安心の
生活環境
宿泊施設

UWA CELTはホームステイやデミペア（通学しながら滞在先の家庭の手伝いをすることで滞在費用を節約でき
る制度）など、住まいの手配のサポートもしています。
現地の家族と暮らす
ホームステイ

滞在先の家族の家事などを手伝
いながら通学する

UWA住宅情報室

の家庭の生活を経験して、英語を話す家

デミペアプログラムとは、通学しながら

UWA住宅情報室は各種宿泊施設に関

伝うことで、滞在費を節約できる制度で

いに関する相談にのっています。

このタイプの宿泊施設は、オーストラリア
族によるサポートを希望する学生に最適

です。ホームステイ先はパース全域にある
ため、UWAまで公共交通機関を利用しな
くてはならない場合もあります。学生は

デミペアプログラム

余った時間に滞在先の家族の家事を手

す。学生は通常、3食付きのホームステイ
と引き替えに、月曜から金曜の夕方3時

ホストファミリーの家で生活し、食事も共

間働きます。デミペアプログラムは準中級

れます。

なベビーシッター資格の所有者は例外と

にしますが、プライベートの寝室が与えら

する情報を提供し、留学生の方の住ま

www.housing.uwa.edu.au

レベルの英語能力を持つ20歳以上（正式
して18歳または19歳でも可能）の学生が

対象となります。最低 3カ月は利用する必

要があり、留学ビザまたはワーキングホリ
デー・ビザで渡航中の学生の方が利用で
きます。
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施設とサービス

Centre for English Language Teaching
施設

•

•
•

•
•
•
•

双方向型ホワイトボード、ビジュアライザ
ー、コンピューターなど、各種eラーニン
グ用機器を備えた現代的な講義室
図書館司書が常勤する各種リソースが充
実した図書館（開館時間：月曜～木曜の
8:15am～5pm、金曜は8:15am～3:45pm）
インターネットと電子メールを無料で利
用できる、完全にネットワーク化された
コンピューターラボが2か所（利用時間：
月曜～木曜の8:15am～5pm、金曜は
8:15am～4pm）
キャンパスカフェ
学生アドバイスサービス
大学キャンパス内全域でワイヤレス接
続が可能
IELTS、TOEFL、TOEICの学習用テストセ
ンター

UWA CELTの授業の様子

12 The University of Western Australia

CELTのスタッフは、勉強やビザの問題を

英語学習に加えてインターンシッ
プも

で、様々な問題を解決する支援をしていま

く、オーストラリアン・インターンシップス

学生支援

含め、個人的なものから事務的なものま

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。

卒業

学生の成績は、授業課題、宿題への取り

組み、期末テストによって評価されます。

UWA CELTは英語学習プログラムだけでな
との提携を通じて、各種業界でのインター
ンシップも実施しています。英語学習とあ
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
の面でもきわめて有利になります。

卒業の際は修了したコース、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 IELTSテストセンター

UWA CELTライブラリー

オンライン情報
facebook.com/UWACELTStudents

Ask UWA

オンライン上の問い合わせ窓口です。

入学をお考えの方は「よくある質問」
で不
明点を探したり、
オンライン上で質問を送
信したりすることができます。

www.askuwa.edu.au

The University of Western Australia
UWAは学生のために素晴らしい施設と優れた支援サービスを提供しています。当校は海外からの留学生がキャ

ンパスと当市にもたらす多様性を大切にしています。
学生全員が利用可能なUWAの設
備とサービス

•

•

海外の新聞、幅広い研究資料、完全に

ネットワーク化されたコンピューターが
用意されているテーマ別ライブラリー

キャンパス内温水プール

•
•

•

ギルド（組合）

写真、ギター、ヨガ、ピラティス、セー

運動機器完備のジム、スカッシュや

バスケットボール、バドミントンのコー
ト、テニスコート、卓球台、クリケット
場、サッカー場などを備えたスポーツ

•

•
•

センター

国際的なコーチによる指導を受けられ
るマーシャルアーツ（格闘技）センター

UWAビジネススクール

趣味クラブや社交クラブが集まる学生
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（www.

•
•

sport.uwa.edu.au/recreate）
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
銀行・信用組合施設

ウィンスロップ・ホール

•
•
•
•
•

売店、新聞販売店、各種サービスを
提供する郵便局
学生用に各種サービスや情報を提供
する旅行代理店
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ためのユ
ニアクセス（UniAccess）

リード・ライブラリー
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パースの街
概要
パース: 西オーストラリア州の州都
人口: 202万人

西オーストラリア州の面積: 250万平方キロ
政治形態: 民主主義

タイムゾーン: GMT + 8時間
宗教: 完全な宗教的自由

撮影地点: パース駅
写真提供: 西オーストラリア州政府観光局
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パースの気候
パースは気候がおだやかで過ごしやすく、
夏は温暖で乾燥していて冬はやや寒く、
雨が多く降ります。
平均気温
夏
秋

冬期
春

12月～2月
3月～5月
6月～8月
9月～11月

20°- 32°C
12°- 25°C
8°C- 18°C
10°- 22°C

パース

オーストラリアで4 番目に大きい都市

で、西オーストラリア州南西部の海沿い

にあります。市街はスワン川の堤沿いに

あり、西側には広大なインド洋が広がっ
ていて、美しい白砂のビーチがたくさん
あります。

ライフスタイルは健康的でゆったりして
いて、環境は申し分なく、洗練された現

代的な都市としても有名です。英誌エコ
ノミストの調査部門が発表する「世界で

最も住みやすい都市」の上位10 位にラン

クインしています。

パースでの生活

市街中心部と近郊には様々なレストラ

ンやカフェ、娯楽施設、文化的施設があ

コテスロー・ビーチで海水浴

パース国際芸術祭

星空の下で映画鑑賞 – UWAのサマーヴィル
公会堂で開催

www.perthfestival.com.au

スワン・バレーをサイクリング

フリーマントルまでの日帰り旅行 – 博物館
を訪れたり、歴史的建造物を見学したり、ユ
ニークな店やマーケットで買い物を楽しんだ
り、ピクニックをしたり、多国籍料理が自慢
のレストランで食事をすることができます。
フェリーでロットネスト島まで旅行

オーストラリアで最も歴史ある演劇
祭で、夏に開催されます。オーストラ
リア屈指の国際的で現代的なドラ
マ、演劇、映画、絵画、文学、コメデ
ィ、エンターテイメントが上演、展示
されます。

り、ショッピングも楽しめます。公共交

通機関も充実しており、大型施設、歴史

的建造物、美しい公園、現代的なショッ
ピングセンターとビーチなどに気軽に

行くことができます。川と海岸線には歩
道と自転車用道路が整備されているの

で、パース全体で散歩やサイクリングが
手軽に楽しめます。

 エコノミスト・インテリジェンス・ユニット
「Summary of the Liveability Ranking and
Overview」2014年 8月

撮影地点: パース・ベル・タワー
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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
撮影地点: ケープ・オーガスタ

16 The University of Western Australia

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大陸

ース市街の外には想像もつかないほど広

ズムが楽しめます。州北部には自然の森

方キロあり、大きく分けて2つの気候帯に

る体験も桁違いです。大自然が何百万年

ス・ウェストと対照的です。しかしどこに

の3分の1を占めています。面積は250万平

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キロにおよぶ世界最長

の海岸線が広がっています。世界で最も貴
重な自然現象が多数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・

ウェスト地方にそびえ立つカリーの巨木な
ど、数え上げるときりがないほどです。パ

大な自然が広がっていて、その中ででき

もかけてつくりあ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ふ
れあったり、オーストラリア固有の珍しい

が広がっていて、ブドウ園の広がるサウ

いっても一生の思い出がつくれるのは間
違いありません。

動植物を間近に眺めたりすることができ

パースと西オーストラリア州の見どころ

地方には太古から変わらない自然景観が

い。www.westernaustralia.com

ます。州のいちばん北にあるキンバリー

残っていて、急峻な山々、深く刻まれた美

の詳細は以下のサイトをご参照くださ

しい谷、白砂をたたえた手つかずのビー
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エコツーリ
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応募方法
応募手順
西オーストラリア大学Centre for
English Language Teaching の入学をご希望の方は、
以下の手順にしたがってご応募ください。

1

どのコースに応募するかを決めてくだ
さい

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。

2

コースと学習期間にみあったビザを選ん
でください

b. 願
 書を直接当校あてに送付してください。記入・捺印済みの願
書を以下宛先にお送りください。

Centre for English Language Teaching
The University of Western Australia
M429, 35 Stirling Highway
Crawley Perth WA 6009
Australia
Eメール: enrolments-celt@uwa.edu.au

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。

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、学生ビザをとって全日コースで学ぶ

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

6

受諾

内定通知が届き次第、受諾書類に捺印し、授業料の支払い証明を

願書に記入してください。

同封の上、返送してください。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入学許可書がEメール

当校ウェブサイト - www.celt.uwa.edu.au/courses/apply - を

ご覧のうえ、願書をダウンロードしてください。個人情報、学習計

で送られてきます。届いたらビザの申請手続きを始めてください（
学生ビザを申請する場合）。

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

願書を当校あてに送付してください

7

渡航とビザの手配

a. そ
 の際、大学の代理機関を通してください。当校の公式代理

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

関の一覧はwww.celt.uwa.edu.au/courses/apply

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

ビザの申請をお手伝いし、さらに以下のサービスを行います。

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

機関を通して願書を提出されることをおすすめします。代表機
をご覧ください。代理機関は英語願書の作成、宿泊の手配、

あるいは

ある場合や手助けが必要な場合は、UWA CELTの海外代理機関が

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
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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