ビクトリア州立小学校、
中学高校への留学

オーストラリア、
メルボルン
教育訓練省

ビクトリア州
勉強している姿
を思い描く

留学先で勉強している姿
を思い描く

留学生に最も人気の高いビクトリア州は、
世界中の生徒と家族に選ばれる留学先です。

ビクトリア州立校で学ぶ留学生の多くは、素晴らしい成果を達成し、
ビクトリア州の高等教育機関に進学します。
これ
らの卒業生は、国内外の就職市場で大きな成功を収めています。
ビクトリア州立校に留学する選択をすると、将来独
特なメリットが得られます。
生徒は、以下のような個人的な目標および学問的な目的を達成できます。
•
•
•
•
•
•

高い英語のスキルを身につける;

新しい、
支援が得られる学校に入学する;

国際的に認識される高校卒業証明書を取得する;

積極的に地域社会に関与し、
新しいライフスタイルを体験する;
文化的、
社会的、
および政治的認識力がある地球市民になる;
国内外で、
さらなる進学または就職の道筋を作る

ビクトリア州は、
オーストラリアをリードする教育システムと革新的な英語施設を備えているだけでなく、
世界的に認
めらている大学も多数あります。

このように教育の優位性が理想的に揃っているビクトリア州は、教育の最前線にあり、
その卓越性により世界的に高
い評判を得ています。

将来の成功
を思い描く

世界中で認められる資格 – ビクトリア州立校では、留学生
は幅広い科目を学ぶ機会があります。

高校課程の生徒たちは、Victorian Certificate of Education (VCE)の取
得に向けて学習します。
VCEは、国際的に認められた資格です。
この包括的
な学習プログラムは、高校課程の11年生と12年生にわたって履修されま
す。
VCEを修了した生徒は、評価のスコアを受け取ります。
このスコアで、大
学の学士課程への入学が決まります。
すべてのオーストラリアの大学、
および多数の海外の大学が、VCEを受けつ
けています。
この資格を取得すると、生徒は、オーストラリア、
または世界中
の希望する教育機関に進学できます。

ビクトリア州立校は、高等教育への進路を作り出すという点で他に並ぶも
のがありません。
ビクトリア州が長期の留学先として選ばれるのは、生徒の
ニーズを最も満たす教育の質と選択肢が提供されているためです。

VCEは生徒にとって、高等教育と将来の就職に向けて強固な基礎づくりと
なります。多様な科目と高度な教授法により、個々の生徒の自信と能力が
培われます。
これは、高等教育および職場での成功につながる、重要な第一
歩となります。

ビクトリア州への
留学を選ぶ10の理由

留学生がビクトリア州立校を留学先として選ぶ理由の第1位は教育の質です。
ビクトリア州立校に入学登録している留学生
のうち、一貫して高い割合の生徒が高等教育への進学に成功し、
さらにビクトリア州で学ぶことを選択しています。

1.

質の高い教育- 学習のリーダー

ビクトリア州立校は、比類ない学問上の評価を受けています。
より多く
の留学生が、高等教育課程へと進学しています。
ほとんどの生徒は、
さ
らなる勉強のためにビクトリア州にとどまります。270,000名の学生
が、毎年世界中からにビクトリア州に集まるのも不思議ではありませ
ん。

2.

VCE - 国際的に認められる資格

VCEは、生徒が進学するための基盤を築くグローバルな学習パスポー
トです。VCEは世界中の教育機関によって高い評価を受け、多くの有
名な国際的な大学に直接入学できます。

3.

優秀な英語プログラム

ビクトリア州の言語センターは、オーストラリアでも有数の高度な水
準にあります。
新しい技術を使いながら専門家の教師からの指導を受
けて、生徒が英語を使う自信をつけるために必要な実践的な支援が
個別に提供されます。

4.

多文化、
安全、
そして友好的な地域社会

メルボルンはオーストラリアでも有数の多文化都市であり、
あらゆる
民族および国から移民を受け入れてきた長い歴史があります。すべて
の学校は、個人および文化の多様性を評価し、尊重しています。
生徒
たちは、学校内外の両方の文化活動を通じて、自国とのつながりを保
ちます。

5.

配慮の行き届いた福祉サポート

ビクトリア州で学ぶ留学生のために福祉と安全を確保することは、非
常に重要です。到着時から最終日まで留学生の世話をすることは、
ビ
クトリア州立学校でサポートを提供している多数の教師、
友人、
家族に
とって最も優先されます。
面談、電話での連絡、翻訳された学業報告書
などを通じて、留学生の親とも定期的に連絡を取っています。

6.

幅広い選択肢のある学校

ビクトリア州で留学することを選択する生徒は、
250校を超える立地条
件の良い学校から選ぶことができます。
各学校が厳しい認可基準を満
たしているという保証とともに、広範にわたる特別プログラムおよび
優れた教育の機会が提供されます。

7.

協力的で安全なホームステイファミリー

ホームステイファミリーでは、実際の家族のような安心感と支援が提
供されます。
留学生が親切なファミリーから安全な環境で最も優れた
サポートを受けることができるよう、ホームステイファミリーは慎重に
選抜され、学校によって厳しく監督されています。

8.

政府が所有 – 安全で信頼できる

ますます複雑になっている世界では、信頼できる教育機関を見つける
ことによって安心できます。
ビクトリア州立校は、生徒の福祉、支援およ
び成果において定評を得ています。
毎年数千名の卒業生を輩出してい
るビクトリア州立校がリーダーであることは、疑いがありません。

9.

世界の有名な大学

ビクトリア州での教育は、
さらなる学習のための絶好の機会を提供し
ます。
メルボルンには、卓越した教育センターとして世界中で認識され
ている大学や専門学校があります。
留学生には、最終的に学士課程へ
進学することが推奨されています。

10.

住むのに最高の場所

ビクトリア州メルボルンは2022年の QS Best Student Cities
ランキングでトップ10入りした、生活するのに素晴らしい場所です。世
界で最も暮らしやすい都市ランキング 。で一貫して上位にランク
付けされているメルボルンは、優 れた教育、医療、文化、インフラ
およびサービスを誇ります。
生徒たちは、傑出した生活の質を楽しむこ
とができます。

世界で最も住みやすい
都市で生活すること
を思い描く

質の高いライフスタイル – すべての留学生が満足できる状態で学習できるように、適切な宿泊先
を選択することが重要です。
生活の質が優れていると、生徒は意欲的に楽しく勉強することができます。

ビクトリア州では、人生で前進するための成功および自信が育成される、羨まれるようなライフスタイルを体
験できます。

メルボルンは、
オーストラリアで最も多文化な都市のひとつです。また 、世界トップ10の学生都市（QS Best
Student Cities 2022）にも選ばれています。

ビクトリア州はまた、
すべての国の食べものや遺産を称えることで世界的に有名です。
生徒たちは、
さまざま
なスポーツ、歴史、
エンターテインメントおよび芸術を探求する機会を得ることができます。

メルボルンのような文化的多様性のある場所で、生活しながら学ぶことは、世界中のあらゆる場所で進学ま
たは就職するための準備となります。

世界中から来た留学生と一緒に学ぶということは、異なる文化が日常生活の一部となることを意味します。

それは楽しく興味深い経験となりますが、知識を伸ばし、
さらにお互いを受け入れることにより、
グローバル
な認識力のある市民が育成されます。

オーストラリア

ビクトリア州
メルボルン

留学生とその家族は、
メルボルン
が住みやすいのは次の理由であ
ると述べています：
教育システムが世界一
流である

多数の活動や観光が で
きる

人々が親切で訪問者を
歓迎する
交通、学生向けの宿泊
施設、および公共施設
が豊富にある
静かで安定しており、清
潔である

生活費が妥当で、気候
も良い

住みやすい都市

ビクトリア州メルボルンは、生活するのに素晴ら
しい場所です。
すべての人が 楽しめる活動の拠点
であるだけではありません。
メルボルンは、2021
年のEconomist Intelligence Unitの世界で最
も暮らしやすい都市ランキング で はトップ10に
選ばれました。
また、メルボルンは、2022年のQS
Best Student Citiesランキングでも、世界の学
生都市トップ10に入っています。

公共交通機関

メルボルンは移動が簡単で、優れた 公共交通網
が整備されています。

生徒は、時刻表が簡単で便利であると感じます。
乗り換えがスムーズで、移動時間を抑えることが
できます。専用のスクールバスを運行している学
「 E c o n o m i s t 」誌 の 年 次 調 査 によ れ ば 、 校もあります。
メル ボルンは 常 に、ニューヨーク、ロンドン、
時刻表はすべての停車場に表示されています。
電
シドニーなどの国際都市よりも上位にランク付
車
の
駅
、
インフォメー
ションセンター
また
は
けされています。メル ボルンは 、教 育 、医 療 、
文化、
環境、
インフラ、
および全体的な安定性に対 オンラインで、時刻表の無料のコピーを入手する
こともできます。
して優れた評価を得ています。
World Health Organisation（世界保健機構） 地図や時刻表を含む市内の公共交通システムに
によれば、メルボルンはその規模の都市では、 関する詳しい情報は
世界でも有数の健康な都市ということです。
市内 www.ptv.vic.gov.auから入手できます。
の高層ビルの間の散歩、公園でリラックスできる
ピクニック、またはチャイナタウンの飲茶など、 季節の変化がある気候
メルボルンでは楽しむ方法が多数あるため、
生活し、勉強し、そして遊ぶのに素晴らしい場所 ビクトリア州は気候が穏やかなため、多数の野外
活動に参加したり、健康なライフスタイルを送る
です。
機会があります。
他のすべての南半球の国と同様
に、
オーストラリアの季節は次の順序になります：

多文化、安全、そして 友好的な地域
社会

ビクトリア州では、学校外でも盛んな現代文化を
体験でき、さまざまな活動に参加できます。人々
は社交的でのんびりしていますが、関心のある分
野には熱心です。
ビクトリア州の人々は、食べ物、
芸術文化、
スポーツ、および屋内・野外活動を楽
しむことで有名です。
ビクトリア州民の半数は、海外に血縁のある親戚
がいます。
留学生は、人を含む多様な社会の貴重
な一部となり ます。
•

200以上の国から集まる

•

260の言語を話す

•

135を超える宗教を信奉する

夏：

12月～2月

秋：

3月～5月

冬：

6月～8月

春：

9月～11月

ビクトリア州の人々は、異なる文化を祝うことが
大好きです。
非常に多数の人々が、
旧正月、ベトナ
ムの新年、
ヒンドゥー教の灯明の祭り、
パコ・フェ
スタ、
イースター・フェスティバル、文化多様性ウィ
ークなどのイベントに参加して楽しみます。実際
に、毎週このようなフェスティバルがあるように思
われます。

地方のオプション

観光、
農業および産業の拠点があることが、
ビクト
リア州の多数の先進的な地方の地域社会の特徴
です。
これらの地区に住んでいる人々は率直かつ
親切で、
新しく来た人を快く受け入れます。

メルボルンは、2021年の世界で最も暮らしやす
い都市ランキングでトップ10に選ばれています。

質の高い教育を
受けることを思い描く

ビクトリア州立校は、
エリート教育、
カリキュラムの多様性およびグローバルな視点で有名です。

ビクトリア州立校は、生徒に選択肢、多様性、機会および進路を提供する、質の高い教育を提供することに真剣に
取り組んでいます。

教育は、依然としてビクトリア州政府の最優先事項となっています。
公共教育に関するビジョンは、
あらゆる場所に
ある、
すべての学校のすべての教室で学ぶ生徒全員のために、卓越した学習の機会を作り出すことであり、今後も
変わることはありません。

ビクトリア州には、1,500校を超える学校があります。
各学校ですべての学生のニーズや関心に対応する、個別の教
育プログラムが実施されています。
ビクトリア州立校で見られるリーダーシップを通じて、優れた教室が実現しま
す。
ビクトリア州立校で見られるリーダーシップを通じて、優れた教室が実現します。

リーダーシップ開発のビクトリア州のモデルは最先端にあり、
システム全体にわたる学校のリーダーシップ開発の
ワーキングモデルを提供しています。

ビクトリア州
の教育システム
独特な構造

次の4つの重要な要素が、
ビクトリア州の教育を際立たせています：

教師

学習のリーダーとしてのビクトリア
•
•
•
•
•

個々の生徒に学習する意欲を呼び起こし、相違、創造性および自己
啓発を受け入れて、すべての生徒が最善を尽くし、学業に秀でること
ができるように支援します。

環境
革新的なアイデア、新しい技術、および受賞実績があり、目的に合わ
せて設計された学校と教室を使用して、興味深い対話式の学習の機
会を提供します。

プログラム
完成されたカリキュラムを通じてバランスの取れたプログラムによ
り、すべての生徒に広範な選択肢と将来の方向が提供されます。

資格
VCE Senior High School Certificate、および多様な職業資格を含
め、世界的に認められています。

•

優れた教育の伝統で有名

オーストラリアの一流大学のうち3校がある
確実な就職および進学

法律で保護されている優れた生徒 サポート
積極的、動的、
そして質の高い教育
国際的に認識される資格

VCEの優れた実績

毎年、約1 000名の留学生がVCEを無事に修了し
ます。多数の留学生が非常に優れた学業成績を
収め、重要なキャリアおよび進学の機会を得てい
ます。毎年VCEを履修する50,000名を超える生
徒の中で、ビクトリア州の留学生プログラムから
の生徒は多くの場合、
より優れた成果を上げてい
ます。実際のところ、ビクトリア州立校はオースト
ラリアの教育部門で、大学へ進学する生徒数が
最も多い学校の1つとなっています。

高い成果を上げる教育

ビクトリア州には、読み書きの能力および計算能
力の優れた基準があり、オーストラリアの州で最
高の国のカリキュラム基準を設定しています。

2021年のNational Assessment Program
Literacy andNumeracy(NAPLAN)の結果で
は
、
ビクトリア州の3年生、5年生、7年生は、読み、書
き、文法、句読点、
および計算能力においてオース
トラリアの平均を大幅に上回っていることが示さ
れました。

留学生の成功

常に優れた成果を求めて懸命に努力するための
自信を教師が植え付けるため、
ビクトリア州の留
学生は目標に向かって前進します。

活気ある学習環境

ビクトリア州の教育では、独創的な教授法、動的
な教育プログラム、および優れた教育施設が融
合されています。

したがって、
すべての生徒が頭角を現す可能性が
あります。絶え間ない支援と奨励により、生徒は
潜在能力を超えた実力を発揮することができま
す。

学業的な成功と個人の成長は、異なる学習スタ
イルにわたる関与を促して生徒のベストを引き
出す、刺激的で協力的な環境において育まれ
ます。

最先端の技術

今日のビクトリア州の教室には、現代の対話式
学習ツールが装備されています。専用の学習環
境により、オンライン学習の機器やインフラ、
およ
びワイヤレス通信によりサポートされる、自由で
柔軟性のある教育が提供されています。

ビクトリア州の教育の事実

ビクトリア州立校の教師は全
員、大学で訓練を受けて資格を
取得している

すべての生徒の学習ニーズに
対応するために、革新的な教育
方法が使用されている
高校のクラスあたりの（低い）平
均人数13名(EALは15名)および
教師/生徒の比率1:11.8
100校以上の中高校が、生徒の
宿泊先および福祉を提供する
認可を受けている

ビクトリア州－ “教育都市”

“教育都市”としてビクトリア州は、教育をすべて
の中心に位置づけ、
すべての学校の生徒全員に
すばらしい教育を提供します。

“教育都市”は、生徒の成績を向上させること、
す
べての生徒に高い目標を設定することに重点を
置き、彼らがベストを尽くすよう挑戦させます。

ビクトリア州は、生徒が新興産業でグローバルに
活躍するスキルを身につける教育を提供します。
ビクトリア州の教育を選ぶことで、留学生には大
学進学とキャリアの夢を実現する絶好のチャンス
が開かれます。

その励ましと指導により、2020年にはビクトリア
州の高校の約98％の生徒がVCEを無事に修了
しました。

“教育都市”としてビクトリア州は、教育をすべての
中心に位置づけ、
すべての学校の生徒全員にすば
らしい教育を提供します。

今日のビクトリア州の教室
には、
現代の対話式学習ツ
ールが装備されています。

ビクトリア州立小学校と中高校
留学生プログラム
成功に向けた準備 英語学校と英語センター

ビクトリア州の留学生は、すばやく英語能力を
習得します。このスキルにより、生徒は学業の成
功に対する自信が得られ、外国に住んで働くた
めの機会が広がります。
ビクトリア州立学校の英語プログラムは、生徒
が高校へ進学するための独自の成功の基礎とな
ります。Teachers of English to Speakers of
Other Languages (TESOL)の専門家は、志望
する高校に入学するために必要とされる確実な
英語能力を伸ばします。
学校で勉強するための準備を進め、学業の成功
に備えるために、英語の勉強のほかに、中高校
の本校で教えられている科目が提供されてい
ます。
英語の学習と高校の科目の勉強を組み合わせる
ことで、社会、学問、および仕事環境における生
徒の自信が高まります。
メルボルンには、6校の英語専門センターがあ
り、各学校から簡単に移動できる距離にあり
ます。
40校のビクトリア州立中学高校では、校内の英
語プログラムも実施しています。
•
•
•
•
•
•

すべての講師は、特別な英語教育の資格を
持つ
一般的に生徒が英語能力を獲得するのに
かかる期間は2ターム(20～21週)

英語の経験のある生徒は、より少ない期間
で終了できる
2～12人の生徒の少人数授業追加の個人教
授の利用
追加の個人レッスンの利用

多文化の教員助手が、追加の授業と個別サ
ポートを提供

適切な学校を選ぶ

学校の選択は、重要なステップです。生徒が満
足できて学業で成功するために必要な教育、世
話およびサポートを提供している学校を選択で
きるように、指導が提供されています。すべての
認可校は、生徒の学業成績のほかに、福祉およ
び宿泊先紹介サービスが厳しく監視されてい
ます。

カリキュラム

ビクトリア州立小学校のカリキュラムでは、読み
書きの能力、計算能力、および問題解決能力に
焦点を当てています。読み書きの能力には、スピ
ーキングとリスニング、綴り、リーディングとライ
ティングなど、さまざまな状況で話し言葉と書き
言葉の両方を理解し、生成する能力が含まれま
す。計算能力は、数学を理解して適用する能力
です。
生徒たちには世界を探索することが奨励される
ため、科学、スポーツ、芸術、技術、および社会
能力を養成するための機会もあります。情報通
信技術は、教師の指導に基づき、コンピュータ
ー、デジタルカメラ、およびさまざまなインター
ネットリソースおよびソフトウェアを使用してい
る生徒が関与しています。

お子さんは、時折クラスの全員と学ぶこともあり
ますが、同様の学習のスタイルや知識を備えた
子供たちのグループに分けられることもありま
す。お子さんは、必要な場合個別の指導を受け
ます。スキルを身に付けるにつれ、お子さんは柔
軟な学習環境において、独自に学習することと
共同作業することを学びます。

福祉

小学校での教育では、教師は生徒が評価され、
褒められ、励まされる安全で幸せな環境を作る
ことを目指しています。

小学生は、小学校の教育期間中、親または法律
上の保護者と一緒に住まなければなりません

成績表

すべてのビクトリア州立校では、プレップから10
年生までの生徒の成績を報告するために、生徒
の成績表を使用しています。成績表は通常、毎
年6月と12月に提供されます。明確に記述され
たコメントに、生徒が何を理解していて、何がで
きるかが説明されます。また、生徒がさらに支
援を必要とする分野、または改善できる分野が
特定されます。成績表には、生徒を支援するた
めに学校ができることが明確に記載され、保護
者が自宅でできることが示される場合もありま
す。

保護者面談

保護者面談では、お子さんの教師に会う機会が
提供されます。質問をして、成績表で提供される
よりも詳細な情報を収集することにより、お子
さんの学習への関与を深め、必要な場合にサポ
ートを提供する機会が得られます。

外国語としての英語

多くのビクトリア州立小学校は、外国語としての
英語をすべての学年で実施しています。さらに、
言 語サポートなどのその他の多くのサービス
が、第一言語が英語以外の生徒にさらなる支援
をするために提供されています。

ビクトリア州立学校の英語プロ
グラムは、生徒が高校へ進学す
るための独自の成功の基礎とな
ります。

世界のトップ100にランクされた
大学へ進むことを思い描く

ビクトリア州に留学すると、THE VICTORIAN CERTIFICATE OF EDUCATION (VCE)を取得し、将
来の成功のための強力な基盤となる進路が提供されることは間違いありません。

ビクトリア州では、留学生が各教育段階を通じてスムーズに進学できるようになっています。
世界的に有名な大学
を選ぶか、
職業教育に進むこともできます。
ビクトリア州立校は、
教育システムの構成と容易に進路を選ぶことがで
きることで有名です。

ビクトリア州の学校カリキュラムの豊かさ、多様性、柔軟性は、将来成功するための計画を立てるのに役立ちます。
ビクトリア州のカリキュラムは、選択肢を提供することを基本としています。
つまり、
すべての科目が必須であると
は限りません
卒業後、
どの進路に進む場合でも、
ビクトリア州の学校カリキュラムにより成功を収めることができます。

この柔軟で幅広いカリキュラムにより、以下のことが促進されます。
•

•
•
•

独自に思考する

ライフスキルを高める

将来について熟考する

未来に自信を持って向き合う

教師たちは教室内でカリキュラムをさまざまな学習スタイルに合わせて適用しています。

THE VICTORIAN CERTIFICATEOF
EDUCATION (VCE) について
VCE-世界的に認められた資格
The Victorian Certificate of Education(VCE)
は、世界的に認められた高校教育修了資格です。
広い視野を持つ留学生に、
オーストラリアや他の
国々の大学への道を切り開きます。
VCEには、大
学教育に向けた様々な選択科目があり、生徒が
自分の学習プランをデザインし、進路に向けた自
助努力をすることを後押しします

VCEの利点

VCEは留学生に、
フレキシブルに選択できる科目
を提供します。
それには以下のような利点があり
ます。

1. メルボルンのトップクラスの大学、世界各国の
高等教育機関への進学。

多岐にわたる科目

ビクトリア州の教育制度の利点のひとつとして、
多様でフレキシブルなカリキュラムがあること、
ま
たその中から、幅広くダイナミックに科目を選択
することがあげられます。VCEの生徒は9つの学
習分野、90種類以上の科目から選択することが
できます。言語（英語以外）など、柔軟にさらなる
勉強や職業技術を得ることのできる科目が含ま
れます。
以下の学習分野があります。
•
•
•
•
•

2. 個々に適した教育。

•

4. 90種類を超える様々な科目。

•

3. 留学生向けの英語授業、特別サポート。
5. 単位認定制度。

•
•

英語

言語（英語以外）
数学
科学

経営学
人文学
芸術
工学

保健体育

必要条件

留学生がV C E コースに入学するには、
10年生ま
たは同等の学年を終了し、
過去2年間で主要各教
科における平均成績が少なくとも60%に達して
いる事が’条件となります。
更に、入学要件を満た
す英語力を有すること、または20週の英語集中
コースを履修する事が求められます。

例 1:

例 2:

例 3:

11年生

12年生

11年生

12年生

11年生

12年生

英語 / EAL 1-2

英語 / EAL 3-4

英語 / EAL 1-2

英語 / EAL 3-4

英語 / EAL 1-2

英語 / EAL 3-4

数学 (Maths
Methods) 1-2

数学 (Maths
Methods) 3-4

数学 (Maths
Methods) 1-2

数学 (Maths
Methods) 3-4

情報技術または
法律学 1-2

情報技術または
法律学 3-4

数学 (Further
Maths または
Specialist Maths)
1-2

数学 (Further
Maths または
Specialist Maths)
3-4

物理学 1-2

物理学 3-4

会計学または
経済学 1-2

会計学または
経済学 3-4

化学 1-2

化学 3-4

化学 1-2

化学 3-4

経営学または
国際関係学 1-2

経営学または
国際関係学 3-4

生物学または
心理学 1-2

生物学または
心理学 3-4

数学 (Specialist
Maths) または地理
学 1-2

数学 (Specialist
Maths) または地理
学 3-4

大学受験、就職に必
要な他の選択科目

大学受験、就職に必要
な他の選択科目

大学受験、就職に必要
な他の選択科目

大学受験、就職に必
要な他の選択科目

大学受験、就職に必
要な他の選択科目

大学受験、就職に必
要な他の選択科目

VCEの修得に向けて
VCEの各科目は、
2つの学習単元に分かれていま
す。
例えば、Maths Methods1-2はユニット1とユ
ニット2に分かれています。VCEを取得するに
は、16のユニットを修了しなければなりません。
さらに、VCEを修得するには、必修科目として英
語または外国語としての英語(EAL)を修了しな
ければなりません。
他の科目については、将来の
進学プラン、得意な科目、興味のある分野に合わ
せて選択することができます。
次のページの一般
的な例をご覧ください。

VCEの一部、Vocational Education and
Training (VET) には、
さらに多岐にわたる科目
があります。選択可能な全科目のリストは、
こち
ら の サ イ ト を ご 覧 く だ さ い 。
www.vcaa.vic.edu.au/vce/studies/index.html

VCEを修了した場合、
以下の大学のコー
スに進学できる可能性があります。

•
•
•
•
•
•

会計
建築
芸術
銀行と金融
ビジネス
商学

•
•

国際学
法律実務

数学 (General
数学 (General
Maths またはMaths Maths またはMaths
Methods) 1-2
Methods) 3-4

VCEを修了した場合、
以下の大学のコー
スに進学できる可能性があります。
•
•
•
•
•

看護/助産術
医療看護
理学療法
足病学
心理学

VCEを修了した場合、
以下の大学のコー
スに進学できる可能性があります。
•
•
•
•

農業科学
化学
工学

環境科学

それぞれの大学やコースが、特定の履修科目や入学に必要な要件を定めています。
各学校の留学生コーディネーターやキャリアアドバイザーが、大学入
学に最も適した履修科目の選択をサポートします。

ビクトリア州の教育制度の利
点のひとつとして、多様でフレ
キシブルなカリキュラムがあ
ること、
またその中から、幅広
くダイナミックに科目を選択
することがあげられます。

成功への道

単位認定制度

VCEは留学生に様々なコースを提供します。一
般的に生徒は2年でVCEを修了します。
しかし、
単
位認定制度と英語のレベルによっては、
期間が短
くなる場合もあります。

ビクトリア州立高校は、生徒の学力に合わせて、
フレキシブルな学習プログラムを提供します。
プ
ログラムへの適合性は各学校が判断します。入
学に際し、学校は以下のことを慎重に考慮し
ます。
•
•
•
•
•

11年生でVCEを始める場合、留学生はフレキシブルに5つのコースから選べます。
コース

期間

開始時
期

単位認定

英語力の
要件

英語力

VCEを修了するために、学校は留学生に7つのフ
レキシブルなコースのひとつを提供するかもしれ
ません。

11年生開始
前10週間受
講

10週間VCE
と同時受講

VCEを修了する能力
過去の成績

シャカノ マサヤ君 - 日本
ビクトリア州グローバル・ラーニング賞 – 2021年12年生レジリエンス＆イノベーション賞受賞

促進
通常

1年半

ターム 3
ターム 1

2年

11年生開
始前20週
間受講

–

x

–

–

x

x

x
–

–

–

x

x

2年

英語 10

2年3ヶ月

x

x

2年半

x

x

英語 20

自分の家から遠く離れた場所にいることによる困難に耐え、
それを乗り越えることだと思います。
」

–

x

支援

ターム 1

「留学生にとってのレジリエンスとは、文化の違いに慣れ、
コミュニケーション・スキルを磨きつつ、

英語の授業
20週間VCE
と同時受講

単位認定

生徒の成熟度

サクセスストーリー

11年生

–

–

–

x

–

–

x

12年生

例外的に留学生がVCEに12年生で入学できるケースがあります。
通常、生徒は以下の2つのコースのうち
のひとつを選択することになります。
コース

期間

開始時期

単位認定

英語力の
要件

優秀な成績

卒業

支援

1年
2年半

ターム 1

ターム  1

x
x

英語の授業
12年生開始前20週間

x
x

–

x

単位認定について詳しくは、Victorian Curriculum and Assessment Authorityのホームページをご
覧ください。
www.vcaa.vic.edu.au/Pages/vce/vcerecognition/credit/apply.aspx

または、The International Education DivisionにEmailでお問い合わせください。
international@education.vic.gov.au

11年生
VCE科目
外国語としての英語（EAL）1–2
フランス語  1–2
第一言語としての日本語 3–4
数学（Maths Methods）1–2
数学（General Maths）1–2
会計学 1–2

大学名/
コース

12年生
VCE科目

+

外国語としての英語
（EAL）3–4
フランス語 3–4
数学（Maths Methods）3-4
数学（Further Maths）  3-4
会計学 3-4

=

課外活動
生徒リーダー（留学生連絡担当、
ブライトン中高校
留学生賞受賞）

•
シドニー大学、
商学士課程

学校のコミュニティ活動参加（国際週間、
ハーモニ
ー週間、中秋節）

•

外国語習得（フランス語会話レッスン）

•

他生徒へのメンタリング

•

シンイー（シンディ）シーさん - 中国
ビクトリア州グローバル・ラーニング賞 – 2021年11年生学業優秀賞受賞

「校内の活動へもっと積極的に参加してもらえるよう、生徒エンゲージメント・キャプテンとして仲間の生徒たちの背中を押す役目を
担いました。
これにより友人の中には地元の友人を増やすことができたり、自分にもっと自信を持つようになった人もいました。
」
11年生
VCE科目
外国語としての英語（EAL）1–2
数学（Further Maths）  3–4
数学（Maths Methods）1–2
数学（Specialist Maths）1–2
物理学1–2
ビジュアル・コミュニケーショ
ン・デザイン 1–2

大学名/
コース

12年生
VCE科目

+

外国語としての英語（EAL）3–4
数学（Maths Methods）3–4
数学（Specialist Maths）
3–4
物理学3–4
ビジュアル・コミュニケーショ
ン・デザイン 3-4

=

メルボルン大学、
理学士課程

課外活動
•
•
•

生徒リーダー（生徒エージメント・キャプテン）

コミュニティ活動参加（フィジーへのボランティア
旅行、
ハイベール中高校チーム対抗大会）

コーラス・グループ参加（冬と春のコンサート開催）

クイン（ティーナ）グエンさん - ベトナム
ビクトリア州グローバル・ラーニング賞 – 2021年11年生アート功労賞（ビジュアル・アート）受賞
「（ロックダウンの間は）家の中にあるものは何でも、作品用の素材として使いました。
いつも以上に、想像力豊かにクリエイティブに
ならないといけなかったんです！」
11年生
VCE科目

会計学 1–2
アート 1–2
ビジネス・マネジメント1–2
外国語としての英語（EAL）
1–2
数学（Maths Methods）1-2
ビジュアル・コミュニケーショ第
一言語としてのベトナム語 1-2
第一言語としてのベトナム語
3-4

大学名/
コース

12年生
VCE科目

+

会計学 3-4
アート 3-4
外国語としての英語
（EAL）3-4
数学（Maths Methods）3-4
ビジュアル・コミュニケーショ
ン・デザイン 3-4

=

RMIT大学、
デザイ
ン学士課程（デジタ
ル・メディア）

課外活動

•
•

ハーモニー・デー参加

年1度の留学生遠足参加

素晴らしい留学生活
を思い描いてください
信頼される教育機関- ビクトリア州立校を選択する一番の理由は、留学生が受けることができるケアと
サポートです。

ビクトリア州は、
代表的な政府教育機関であり、
優れた生徒のケアおよび福祉の基準に対して高レベルの説明責任
を設定しています。

高レベルの学業上のサポートおよび個人的サポートにより、
生徒は優れた成果を上げることができます。
到着した瞬
間から専任のコーディネーターが、
留学生が生活と勉強に落ち着くための支援を行います。

専任のコーディネーターは最新の情報に基づいて準備し、
個人的に学生を指導して新しい家と学校に慣れることが
できるようにします。

ビクトリア州立校は、留学生が学校生活に積極的に参加することが奨励される、尊重と包含性（インクルージョン）
を謳ったシステムとプロセスが採用されています。
生徒には成功するためのすべての機会が与えられます。

福祉サポートと宿泊先:
中高校

留学生が必要なものを理解しているス
タッフ

時として経験と知識により、非常に優れた効果が
生み出されます。
ビクトリア州立校は、数十年に
わたり留学生を教育してきました。

優しく思いやりのある次のような人々により、違
いがもたらされます。
•
•

•
•
•
•

•

生徒の福祉に責任を負う、校長または教頭
などの学校の指導者；
個人的な問題、
ホームステイまたは教育の問
題で、24時間体制で留学生を支援する、留学
生コーディネーター；

文化および言葉の問題に関してサポートを
提供する多文化/言語担当の助手；

外国語としての英語(EAL)の教師が生徒を
サポートと指導をします；

就職と進学の進路について生徒の相談に乗
るキャリアアドバイザー；

所定の学年度に、他者と密接に協力してすべ
ての生徒を導く、学年レベルのコーディネー
ター；

生徒の健康と福祉を支援する、訓練を受け
た内密の相談を受けるカウンセラー。

専門の留学生サポート

留学生には特有のニーズがあるため、各高校に
留学生コーディネーターが配置されています。
多
くの生徒にとって、家から離れて暮らすことは初
めての経験です。
したがって、生徒を歓迎し、学校
生活への移行を支援し、
さらに継続的に個人の
ニーズを満たすために、専用のサポートが準備さ
れています。
サポートは、中学高校の最終日まで
利用できます。

留学生コーディネーターは、
生徒の家族とも定期
的に連絡を取ります。
保護者にも継続的に関与し
てもらい、
レポートや電話によって母国語で継続
的に情報が提供されます。

ホームステイ: 安全で実りの多い経験

生徒が自宅から離れて暮らしている間、
ホームス
テイの家族は、生徒にとっての居場所を提供する
のに役立ちます。外国に行くこと自体大変なこと
です。個人的な関係、地元の地域社会、
または英
語の自信がなければ、生徒にとって落ち着くのが
困難になります。
ホームステイは、生徒が異なる
生活様式に関与することができる、様々な生活体
験を提供します。

学校コミュニティーの一部となる

留学生は、学校コミュニティーに参加するように
奨励されています。
ホームステイ家族との生活の
ほかに、オーストラリア文化に浸り、英語学習を
強化するのに、
これほど優れた方法はありませ
ん。

各学校で、年間にわたって多数の国際的な祝典
イベントが計画されています。多くの生徒には、
自身の文化、伝統およびライフスタイルを学校と
地域に示す機会が与えられます。生徒の誇りの
根源となるので、
参加することには非常に価値が
あります。

その他の親睦会および学校のイベントでも留学
生の参加を歓迎しています。社交活動、パフォー
マンスや遠足、
バンドまたは聖歌隊、
キャンプ、
ス
ポーツクラブなどを通じて、友人ができます。
学校の活動およびイベントは、
すべての生徒が利
用できる更なる学習体験となります。
学問と社交
活動にバランスよく関与することで、生徒がグル
ープに溶け込み、同級生とつながり、
そして友人
グループを強化するのに役立ちます。

生徒はホストファミリーの一員となり、英語を使
う自信を急速に伸ばし、現地の人の生活を体験
しながら無理なく毎日の勉強を進めることがで
きます。
積極的な家族の一員として、生徒は社交、
スポーツ、および文化活動を共有します。最も重
要なことに、ホームステイの家族は、学習の成功
に必要とされるサポートを提供します。

ホームステイの家族は、慎重に留学生コーディネ
ーターによって評価され、厳格に管理されます。
オーストラリアでの生活と勉強に生徒が順応でき
るように、積極的に生徒を支援する家族のみがプ
ログラムに参加できます。学校は、生徒の正確な
ニーズに基づいて、適するホームステイの家族を
見つけると同時に、
生徒が新しい環境に馴染んで
成果を上げることができるように、家族に定期的
なアドバイスを与えています。

ホームステイ家族との生活のほ
かに、
オーストラリア文化に浸り、
英語学習を強化するのに、
これほ
ど優れた方法はありません。

ビクトリア州立校で
の一日を思い描く
典型的な授業日

ビクトリア州立校の授業日は、月曜日から金曜日の約8:30am～3:30pmです。
すべての生徒は出席することが期待されており、出欠記録表が保持され
ます。

小学生は通常、専任教師がクラスグループを担当します。
中学高校の生徒のクラスはより柔軟です。
クラスの間で移動し、専用の施設で学んだり、対話式の
授業のために屋外で過ごす時間などがあります。
休み時間には、生徒たちは友人と時間を過ごす、図書館を訪問する、
または昼休みにチームスポーツ活動に参加することができます。

生徒には、勉強のレベルに合った宿題が与えられます。
宿題は完成することになっており、保護者に報告するための定期的な評価の一部となります。

小学校での一日

中高校での一日
午前8.50

クラス開始

午前8.50 ~ 午前11.00

教室での活動

午前11.00 ~ 午前11.30

休憩（スナック）- 教師の監督下

午前11.30 ~ 午後1.30

教室での活動

午後1.30 ~ 午後1.45

教室内での昼食 - 教師の監督下

午後1.45 ~ 午後2.30

プレイタイム

午後2.30 ~ 午後3.20

教室での活動

午後3.20

生徒のサポート/クラスの時間

午前8.30

クラス開始

午前8.30 ~ 午前9.25

授業1

午前9.25 ~ 午前10.15

授業2

午前10.15 ~ 午前10.45

休憩時間

午前10.45 ~ 午前11.35

授業3

午前11.35 ~ 午後12.20

授業4

午後12.20 ~ 午後1.20

昼食

午後1.20 ~ 午後2.10

授業5

午後2.10 ~ 午後3.00

授業6

午後3.00

生徒のサポート/クラスの時間

多数の学校から選べることを
思い描いてください

ビクトリア州全体にわたり、300以上の認可を受けた小学校および中高校から選ぶことができます
ビクトリア州は、世界中の80を超える国から留学生を歓迎しています。

参加している州立校は、
プレップから12年生に入学する生徒から出願申請を受け付けています。
州立校は、男女共学であり、前向きな個人の成長と知的成長を目指しています。

ビクトリア州立校に入学する留学生は、適切な年齢で、最低の学業要件を満たしている必要があります。

学生ビザは、内務省（Department of Home Affairs)を通じて発行され、生徒は留学期間中ビクトリア州に住む
ことができます。
留学エージェントを利用する場合でも、www.study.vic.gov.auから直接申請する場合でも、
ビクトリア州に留
学する申請方法は簡単です。

出身国に応じて、異なる書類が要求される可能性があります。
次のページの手順を追って説明するこの簡単なガイ
ドを確認し、詳細についてはWebサイトをご覧ください。

入学に関して役立つ情報
必要とされる英語力

プレップから小学6年生の間に、ビクトリアの州
立校に入学する生徒に関しては、特に英語力の
証明は求められません。
中高校に入学する生徒に関しては、学習開始前
に一定レベルの英語力が必要です。

中高校入学への英語力の要件満たすには、以下
のいずれかを証明する書類が必要です。
•
•
•
•
•
•
•

英語が第一言語である学校で少なくとも2年
間教育を受けたことがある、
または

10年生として入学する場合、IELTSのジェネ
ラル･モジュールで 5.5 以上、
または
11年生として入学する場合、IELTSのジェネ
ラル･モジュールで 6.0 以上、
または

AEASで 66点以上のスコアを取得している、
または

インターネットベースのTOEFLで少なくとも
69 点のスコアを取得している、
または
10年生に入学する場合、英検3 級以上、
また
は
11年生に入学する場合、
英検準2級以上を取
得している

上記のいずれにも当てはまらない場合、
ビクトリ
ア州立校で学習を開始する前に、以下のいずれ
かが必要です。
•

•

州立校での事前英語研修を受講するか、

またはビクトリア州内の私立教育機関で、英
語コースを修了する

事前英語研修の期間は通常20もしくは21 週間
（2学期間）で、学年度内の開始時期によりま
す。
2学期目の終了時に、生徒の英語能力が中高
校本科の学習を開始するのに十分でなかった場
合、
さらなる英語プログラムへの参加を求められ
る場合もあります。

成績要件

宿泊施設と生活環境の 要件

主要各教科における平均成績が、過去2年間で 留学生には、4つの宿泊先のオプションがあり
少なくとも60%に達している。一部の学校では、 ます：
追加の成績要件を求める場合があります。詳細
は、international@education.vic.gov.au ま
オプショ
親または法律上の保護者と同居
でお問い合わせください。

年齢および学歴

すべての生徒は国籍に関係なく、年齢に適した
学校のコースに入学しなければなりません。

学生ビザを取得するには、各学年での入学時に
以下の年齢条件を満たす必要があります：

6 歳以上

ビザ申請時

18 歳未満

10 年生に入学

17 歳未満

19 歳未満

20 歳未満

9 年生に入学

11 年生に入学

12 年生に入学

申請する前に、DHA のホームページで年齢条件
の規定を確認してください。
www.homeaffairs.gov.au

ン1

オプショ
ン2
オプショ
ン3
オプショ
ン4

DHAに承認された親戚と同居
両親の指定によるホームステイ
学校側の手配によるホームステ
イ

求められる生活環境の要件：

13歳未満のすべての生徒は、親、法律上の保護
者、
またはDHAに承認された親戚と一緒に住ま
なければなりませ ん (オプション1または2)。

D H A の 承 認 取 得 に 関する情 報 は w w w .
homeaffairs.gov.auをご覧ください。
13歳以上
の生徒には、4つのオプションがあります。
親の指
定によるホームステイもしくは学校手配によるホ
ームステイにおける各滞在先は、受け入れ側の
学校の承認を受けなければなりません。宿泊施
設と生活環境が適切であるとされた確認通知書
CAAW(Confirmation of Appropriate
Accommodation and Welfare)が発行される
前に、
宿泊先手配費用を支払う必要があります。

ビクトリア州は、世界中の80
を超える国から留学生を歓
迎しています。

タームの期間

2022

2023

2024

2025

ターム 1

1月28日 – 4月8日

1月27日 - 4月6日

1月29日 - 3月28日

1月28日 - 4月4日

ターム 2

4月26日 – 6月24日

4月24日 - 6月23日

4月15日 - 6月28日

4月22日 - 6月4日

ターム 3

7月11日 – 9月16日

7月10日 - 9月15日

7月15日 - 9月20日

7月21日 - 9月19日

ターム 4

10月3日 – 12月20日

10月2日 - 12月20日

10月7日 - 12月20日

10月6日 - 12月19日

2022年度授業料
コース

学年

小学校

プレップ～6年生

$12,628

7年生から10年生

$16,769

11年生から12年生

$18,819

一般私費留学生
中学校
高校

年間授業料（豪ドル）

Victorian College of the Arts中高校
中学校
高校

7年生から10年生

$22,755

11年生から12年生

$25,543

その他の費用
説明

費用（豪ドル）

申請費

$302

到着サポート費

$319*

転入費用

$748

入学変更費

留学生健康保険（OSHC）

現在のMedibank OSHC については、www.medibank.com.au をご覧ください。

ビクトリア州立校への入学と留学に関する情報については、www.study.vic.gov.auを参照するか、当オフィスまでご連絡ください。
認定留学エージェン
トは、申請の支援をすることもできます。

滞在のための予算設定

滞在のための予算を設定できるように、生活費の目安を準備しました。
ライフスタイルおよび個々の状況によって、
これらの費用が変わることに注意して
ください。

ホームステイ
本

電子機器
制服

試験費用

学校キャンプ

公共交通機関
個人的な支出
電話代
合計

情報を収集し、利用規約とポリシーを確認する

ビクトリア州立学校への入学と留学に関する情報については、www.
study.vic.gov.auを参照するか、国際教育部までご連絡ください。
認定
留学エージェントで学校の選択や、申請についてのサポートもあります。

2

6

ビクトリア州立校への入学を希望する留学生は、願書に記入し、必要書
類を添えて 教育桔幼児発達省(Department of Education and
Training）に送付してください。
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2. オンライン：
www.study.vic.gov.au

3. 電子メール：
international@education.vic.gov.au

3

出願受付の確認メールを受領する

説明
高校

毎週の宿泊費と1日3食（1週間あたり約$200 - $370）

リーディング教材および教科書

ラップトップコンピューター、
その他の多機能端末
セーター、
ワンピース、
パンツ、
シャツ、靴など。
11年生と12年生のみ
実施される場合

電車、
バスおよび/またはトラム

外食、映画、雑誌、観光地の入場料など。
携帯電話、
テレフォンカードなど

年間費用の見積（豪ドル）
$18,819

$10,400 - $19,240

$700

受領した願書で、生徒がビクトリア州立学校の入学条件を満たしている
か、
審査されます。
すべての書類を受領するまで、
審査はされません。
遅延
を防止するために、願書に署名をし、
すべての必要書類が揃っていること
をご確認ください。出願者には、出願受付を確認した電子メール、もしく
は審査を行うために追加の書類提出が必要であることを記した電子メ
ールが送付されます。

4

入学が許可された出願者には、入学許可通知書（Letter of Offer）と同意
書（Written Agreement）が送付されますので、
ご確認ください。

$2,500
$1,500
$222- $458
$450

$760 - $905

$4,000 - $7,000
$500 - $1,000

$39,851 - $52,572

入学許可通知書と同意書を受領する

5

同意書に署名する

両親もしくは法定保護者が署名（生徒が18歳以上の場合、生徒本人も署
名）
した同意書の写しを、指定期日までに返送してください。

支払いを行う

入学を確約するため、期日までに請求書記載の金額をお支払いくださ
い。

申請には、次の3通りの方法があります：

1. 認定留学エージェント：
認定留学エージェントのリストはwww.study.vic.gov.au をご覧く
ださい。

請求書を受け取る

署名した同意書の提出を受けて、請求書が送付されます。

入学願書提出

$302

* GSTを含みます。

授業料

1

8

入学確認通知を受け取る

入学受付と請求書への支払いを受けて、以下が送付されます:
•

•

$178.20*

宿泊先紹介費

項目

申請プロセス

•

入学確認通知 Confirmation of Enrolment (CoE)

宿 泊 施 設 と 生 活 環 境 が 適 切 で あ る とさ れ た 確 認 通 知 書
Confirmation of Appropriate Accommodation and Welfare
(CAAW)（ホームステイなど、滞在先手配の依頼を選択した場合）
出発前の案内

9

学生ビザを申請する

学生ビザを申請する場合、内務省（DHA）に申請しなければなりません。
ビザの 要 件や申 請 方 法 については 、D H A のウェブサイトをw w w.
homeaffairs.gov.auをご参照ください。

10

到着情報の詳細

ホームステイを利用する場合、上述のCAAWに記載してある滞在開始日
の2週間前までに、到着情報の詳細を教育訓練省まで必ずお知らせくだ
さい。

ビクトリア州立学校
に入学登録すること
を思い描く
地元の教育エージェントへの申請方法または連絡先
については、www.study.vic.gov.au をご覧ください。
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ビクトリア州立校
留学生プログラム

電子メール：
ウェブサイト：

international@education.vic.gov.au
www.study.vic.gov.au

CRICOS Provider Name and Code: Department of
Education and Training, 00861K

