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主要な留学先で学んで
いる姿を思い描く 
最も人気の高い留学先であるビクトリア州は、世界中の学生とその御家族が選択する地です。

ビクトリア州立校で学ぶ留学生の多くは、優れた成績を収め、ビクトリア州の高等教育機関への進学を希望します。
これらの卒業生は、国内外の就職市場で大きな成功を収めています。ビクトリア州立校で学ぶ選択をすると、将来独
特なメリットが得られます。留学生は、以下のような個人的な目標および学問的な目的を達成するために成長しま
す。
 • 高い英語力を身につける
 • 新しい支援が得られる学校に入学する
 • 国際的に認定された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、および政治的認識力がある国際人になる
 • 国内外で、さらなる進学または就職の道筋を築く

ビクトリア州は、オーストラリアをリードする教育システムと革新的な英語施設を備えているだけでなく、世界的に名
の通った大学の本拠地でもあります。 
このように教育の強みが理想的に揃っているビクトリア州は、教育の最前線にあり、その卓越性により世界的な評判
を築いてきました。



将来の成功を思い描く ビクトリア州への留学を選ぶ１０の理由 
世界中で認められている資格 - ビクトリア州立校では、留学
生は幅広い科目を学ぶ機会があります。 

教育の質は、留学生がビクトリア州立校を選ぶ最大の理由です。ビクトリア州立校に在籍する留学生は、一貫して高い割合
で高等教育への進学に成功し、継続してビクトリア州で学ぶことを選択しています。 

1. 質の高い教育- 学習のリーダー 

ビクトリア州立校は、比類ない学問上の評価を受けています。より多く 
の留学生が、高等教育課程へと進学しています。学生の殆どは、さらに
学ぶためにビクトリア州にとどまります。毎年世界中から、２７万人の
学生がビクトリア州に集まるのも不思議ではありません。 

2. VCE：国際的に認められる資格 

VCEは、学生が進学するための基盤を築くグローバルな学問パスポー 
トです。VCEは世界の教育機関より高い評価を受けているので、多くの
有名大学に直接入学することができます。 

3. 優れた英語プログラム 

ビクトリア州の英語語学センターは、オーストラリアの中でも最先端の
水準にあります。新しいテクノロジーや経験豊富な教師から学ぶこと
で、学生は自信を持って成長します。また、英語を上達させるために必
要な個別かつ実践的なサポートを受けます。

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で最も多文化都市の１つであり、あらゆ
る人種や国々から移民を受け入れてきた長い歴史があります。すべて
の学校は、個人および文化の多様性を評価し、尊重しています。学生
は、学校内外の文化活動を通じて、自国とのつながりを保てます。 

5. 配慮の行き届いた福祉サポート 
ビクトリア州で生活し、学んでいる留学生の福祉と安全を確保するこ
とを非常に重要視しています。ビクトリア州立校では、留学生に対して
教師、友人、家族で構成される大規模なネットワークがあります。留学
生へのケアは、到着時から最終日まで、このネットワークにとって最優
先事項です。留学生の保護者は、定期的に面談、電話での連絡、翻訳さ
れた学業報告書などを通じて情報を提供されます。

6. 幅広い選択肢のある学校 

ビクトリア州で留学することを選択した学生は、立地条件の良い２５０
校を超える学校から選ぶことができます。各学校が厳しい認可基準を
満たしているという保証とともに、広範にわたる特別プログラムおよび
優れた教育の機会が提供されます。 

7. 協力的で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は、本当の家族のような安心感と支援を提供し
ます。留学生は、親切で安全な環境にて、最高のケアとサポートを受け
ることができます。ホームステイ先は慎重に選ばれ、学校によって厳し
く監督されています。 

8. 政府が所有 - 安全で信頼できる 

ますます複雑になっていく世界において、信頼できる教育機関を見つ
けられるのは心強いことです。ビクトリア州立校は、学生の福祉、サポ
ートおよび成果において定評を得ています。毎年数千人もの卒業生を
輩出している中で、ビクトリア州立校のリーダーシップは紛れもないも
のです。

9. 世界の有名な大学 

ビクトリア州の教育は、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、卓越した教育の中心地として世界中で認識されて
いる大学や専門学校があります。留学生には、学位取得のために大学
進学することを積極的に推奨します。

10. 住むのに最高の場所 

ビクトリア州メルボルンは、 オーストラリアで最も優れた学園都市の１
つです。２０２３年のQS Best Student Cities（世界最高の学園都市）ラ
ンキングでトップ５入りしました。また、Economist Intelligence Unit（
定期刊行物エコノミストの調査部門）の「世界で最も住みやすい都市ラ
ンキング」で、一貫して上位にランク付けされています。メルボルンは、
優れた教育と医療、文化、インフラおよびサービスを誇っています。学生

高校課程では、Victorian Certificate of Education (略称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です。この総合的な学習プ
ログラムは、高校課程の１１年生と１２年生が対象となります。VCEを無事に
修了した学生には、評価スコアが与えられます。このスコアで、大学の学士
課程への入学が決まります。 

すべてのオーストラリアの大学、および多数の海外の大学が、VCEを受け入
れています。この資格を取得した学生は、オーストラリア、または世界中の希
望する高等教育機関に進学できます。 

ビクトリア州立校は、高等教育への進路を作り出すという点で唯一無二で
す。ビクトリア州が長期留学先として好まれるのは、教育の質と学生のニー
ズを最も満たす選択肢が提供されているためです。 

VCEは、高等教育と将来の就職に向けて強固な基礎づくりとなります。多様
な科目と高度な教授法により、個々の学生の自信と能力が培われます。こ
れは、高等教育および職場での成功につながる、重要な第一歩となります。 



質の高いライフスタイル - すべての留学生が幸せで満足感を得るために、適切な場所を選択する
のは重要です。 

生活の質が優れていると、意欲的に楽しく勉強することができます。 
ビクトリア州では、人生で前進するための自信および成功が育成される、羨まれるようなライフスタイルを体
験できます。 
メルボルンは、オーストラリアで最も多文化な都市の１つです。また 、世界トップ５の学園都市 (QS Best 
Student Cities ２０２３)にも選ばれています。 
ビクトリア州は、すべての国の料理や伝統を祝うことで世界的に有名です。学生は、様々なスポーツ、歴史、エ
ンターテインメントおよび芸術を探求する機会を得ることができます。 
メルボルンのような多様性のある中心地で、生活しながら学ぶことは、世界中のあらゆる場所への進学また
は就職をするために最適な準備となります。 
世界中から来た学生と一緒に学ぶことは、異なる文化が日常生活の一部となることを意味します。 
他の留学生と触れ合うことは、楽しく刺激的であり、知識を深め、お互いを受け入れることができます。それに
より、グローバルな認識力のある市民に育成され、ますます相互関連が進む世界で成功する手助けになりま
す。

オーストラリア、最高の学園都市
での生活を思い描く 



留学生とその家族は、メルボルン
が住みやすいのは次の理由であ

ると述べています。

教 育 制 度 が 世 界 一 
流である

多くの活動や見どころ
がたくさんある

人々は親切で訪問者を
歓迎している

交通、学生向けの宿泊
施設 、および公施設が
豊富にある

街は静かで安定してい
て、清潔である

生活費は妥当で、気候
が良い

ビクトリア州メルボルンは、生活するのに素晴ら 
しい場所です。すべての人が楽しめる活動の拠点
であるだけではありません。メルボルンは、２０２
１年のEconomist Intelligence Unit’s Global 
Liveability Index（定期刊行物エコノミストの調
査部門）の「世界で最も住みやすい都市ランキン
グ」にて、トップ１０に選ばれました。また、２０２３
年のQS Best Student Cities（世界最高の学園都
市）のランキングでも、世界の学園都市トップ５に
入っています。 

Economist Intelligence Unitの年次調査による
と、 メルボルンは常に 、ニューヨーク、ロンドン、 
シドニーなどの国際都市よりも上位にランク付
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、および全体的な安定性におい
て優れた評価を得ています。 

メルボルンでは楽しむ方法が多数あるため、 生
活し、勉強し、そして遊ぶのに最適な場所 です。例
えば、市内の高層ビルの間を散歩したり、公園で
のんびりピクニックを楽しんだり、またはチャイナ
タウンの飲茶を味わったりできます。 

多文化、安全、そして 友好的な地域
社会
ビクトリア州では、活気に満ちた現代文化と学校
外での様々な活動を提供しています。ビクトリア
州の人々は社交的でのんびりしていますが、関心
のある分野には熱心です。人々は、世界中の食べ
物、 芸術、文化、スポーツ、および屋内・屋外での
活動を楽しむことで知られています。 

ビクトリア州民の半数以上は、海外に血縁のある
親戚がいます。留学生は、以下の人々からなる多
様な社会の貴重な一員です。

 • ２００以上の国から集まる人々
 • ２６０の言語を話す人々
 • １３５以上の宗教を信奉する人  々

ビクトリア州の人々は、様々な文化を祝うことが
大好きです。多数の人々が、中国の旧正月、ベトナ
ムの正月（テト）、インドの灯明の祭り、パコ・フェ
スタ祭典、復活祭、文化多様性週間などのイベン
トに参加して楽しんでいます。毎週お祝い事があ
るかのようです。

その他の街
ビクトリア州の多くの先進的な学園都市の特徴
は、観光、農業および産業の拠点があることです。
これらの地域に住んでいる人々は大らかで親切
で、初めて来た人を快く受け入れてくれます。

 

公共交通機関 
メルボルンは、優れた公共交通網が整備されて
いるので移動が簡単です。 電車、トラム（路面電
車）、バスなどを利用して、自宅、学校、CBD（都市
の中心業務地区）、人気のあるイベントの目的地
へ簡単に移動できます。

学生は、時刻表が簡単で便利であると感じるで
しょう。それは乗り換えがスムーズで、移動時間
を抑えることができるからです。一部の学校で
は、専用のスクールバスを運行しています。

時刻表はすべての停車場に表示されています。
時刻表の無料コピーは、電車の駅、インフォメー
ションセンターまたはオンラインで入手できま
す。 

５歳から１８歳 (１９歳未満)までの公共交通機関
利用者には、割引料金が適用されます。料金、地
図、時刻表など市内の公共交通機関に関する詳
しい情報は、  
www.ptv.vic.gov.auから入手できます。 

季節別気候 
ビクトリア州は温暖な気候のため、多数の野外
活動に参加する機会に恵まれ、健全なライフスタ
イルを実現することができます。南半球の他の国
と同様に、オーストラリアの季節は次の順序にな
ります。 

住みやすい都市
オーストラリア

ビクトリア州 
メルボルン

夏： 12月～2月

秋： 3月～5月

冬： 6月～8月

春： 9月～11月

メルボルンは、２０２１年の世界で最も住みやす
い都市ランキングでトップ１０に選ばれていま
す。 



ビクトリア州立校は、エリート教育、カリキュラムの多様性およびグローバルな視点を提供していること
で有名です。 

ビクトリア州立校は、選択肢、多様性、機会、進路の全てを含む質の高い教育を提供する為に取り組んでいます。 
教育は、依然としてビクトリア州政府の最優先事項となっています。公共教育に関するビジョンは、場所を問わず、
すべての学校や教室で学ぶ学生全員のために、優れた学習機会を作り出すことであり、今後も変わることはありま
せん。 
ビクトリア州には、１,５００校を超える州立校があります。各学校では、すべての学生のニーズや関心に合わせて個
別の教育プログラムが実施されています。
優れた教育現場は、ビクトリア州立校で見られるリーダーシップによって実現します。 

「リーダーシップ育成」において、ビクトリア州の構築されたモデルは最先端にあります。また、学校内の「リーダー
シップ育成」がシステム全体に行き渡るように、実用的なモデルを提供しています。 

質の高い教育を 
受ける姿を思い描く 



ビクトリア州 
の教育システム

学習のリーダーであるビクトリア州 
 • 優れた教育の伝統で有名
 • 世界の一流大学の本拠地　
 • 確実な就職および進学
 • 法律で保護されている優れた学生サポート 
 • 積極的、動的、そして質の高い教育
 • 国際的に認められた資格 

VCEの優れた実績
毎年、約千人の留学生がVCE（ビクトリア州教育
修了証）を無事に修了しています。多くの留学生
が非常に優れた学業成績を収め、重要なキャリア
および進学の機会を得ています。毎年VCEを履修
する５万人を超える学生の中で、ビクトリア州の
留学生は多くの場合、より優れた成績を収めてい
ます。実際に、ビクトリア州立校はオースト ラリア
の教育部門で、大学へ進学する学生数が最も多
い教育機関の１つです。

高い成果を上げる教育
ビクトリア州は、読み書きの能力および計算能力
の優れた基準があり、オーストラリアの州で最高
の共通学力基準を設定しています。 

２０２２年のNational Assessment Program 
Literacy and Numeracy(全国一斉学力テスト、略
称NAPLAN)の結果によると、 ビクトリア州の３年
生、５年生、７年生、９年生は、読み書き、スペル、
文法、句読点、および計算能力において、オース ト
ラリアの平均を大幅に上回っていました。 

留学生の成功 
ビクトリア州の留学生は、教師から常に良い結果
を出せるよう自信を与えられるため、成長してい
きます。

その励ましと指導により、２０２2年にビクトリア州
の約９８%の学生がVCE（ビクトリア州教育修了
証）を無事に修了しました。

活気ある学習環境 
ビクトリア州の教育では、独創的な教授法、動的
な教育プログラム、および優れた教育施設が融
合されています。 したがって、すべての学生が頭
角を現します。絶え間ないサポートと励ましによ
り、学生は潜在能力を超えた実力を発揮すること
ができます。 

学業的な成功と個人の成長は、さまざまな学習
スタイルに関与することを促進し、学生のベスト
を引き出す刺激的で協力的な環境にて育まれま
す。

最先端の技術 
今日のビクトリア州の教室には、最新の対話式
学習ツールが装備されています。専用の学習環
境は、オンライン学習、インフラ、およびワイヤレス
通信の設備により、自由で柔軟性のある教育が
提供されています。 

学園都市であるビクトリア州
学園都市としてビクトリア州は、教育をすべての
中心に位置づけ、州内の全校生徒に優れた教育
を提供します。 

この学園都市では、学生の成績を向上させるこ
と、高い目標を設定することに重点を置き、ベス
トを尽くすよう挑戦させます。 

ビクトリア州は、学生が世界の新興産業で活躍す
るための教育とスキルを提供します。 

ビクトリア州の教育を選ぶことで、大学進学とキ
ャリアの夢を実現するチャンスが開かれます。 

独特な構造
次の4つの重要な要素が、ビクトリア州の教育を際立たせています：

学園都市としてビクトリア州は、教育をすべての中
心に位置づけ、州内の全校生徒に優れた教育を提

供します。 

ビクトリア州の教育の事実

ビクトリア州立校の教師は全
員、大学で養成され資格を取得
している 

すべての学生の学習ニーズに
対応するために、革新的な教育
方法が使用されている 

一クラスの平均人数は２１名
(EALは１３名)で、教師/生徒の
比率は1:11.8である

１００校以上の中高校が、学生
の滞在先および福祉を提供す
る認可を受けている 

教師 

環境 

プログラム 

資格

各個人の学習への意欲を刺激し、相違、創造性および自己啓発を受
け入れて、すべての学生が最善を尽くし、学業に秀でることができるよ
うに支援します。 

革新的なアイデア、新しい技術、および受賞実績があり、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機会
を提供します。 

完成されたカリキュラムによるバランスの取れたプログラムは、すべ
ての学生に広範な選択肢と将来の方向性が提供されます。 

VCE Senior High School Certificate（ビクトリア州高等教育修了
証）、および多様な職業資格は、世界的に認められています。 



今日のビクトリア州の教室
には、対話式学習ツ ールと
最先端のテクノロジーが
装備されています。 



成功に向けた準備 - 英語語学学校と
英語センター 
ビクトリア州の留学生は、素早く英語能力を習
得します。このスキルにより、学業の成功に対す
る自信が得られ、外国に住み働く機会をもたら
します。

ビクトリア州立校の英語プログラムでは、学生自
身が高校進学への道を築き上げます。Teaching 
English to Speakers of Other Languages (英語
教師資格、略称TESOL)の資格を保有している
教師は、学生が希望校に入学するために必要と
される英語能力を伸ばします。 

州立校で勉強するための準備を進め、学業の成
功に備えるために、主要科目は英語学習と共に
提供されています。 

英語学習と州立校の主要科目の勉強を組み合
わせることで、学生は社会的、学問的、および仕
事環境での自信を高めることができます。

メルボルンには 、６校の英語専門センタ ーがあ
り、各学校から簡単に移動できる距離にありま
す。 

ビクトリア州立の中高校においても、校内の英
語プログラムを以下の通り実施しています。 

 • すべての講師は、特別な英語教育の資格を
保有 

 • 通常、学生は英語能力を得るのに２ターム(
２０〜２１週間) しか要しない

 • 英語学習の経験者は、より短期間で終了す
る可能性がある 

 • ２〜１２名の少人数制クラスで、追加にて個
人レッスンが受けられる 

 •  語学学習は、州立校の主要科目と並行して
実施される場合がある

 • 多文化の教員助手は、追加授業と個別サポ
ートを提供する 

 
 
 
 
 
 

適切な学校を選ぶ 
学校の選択は、重要なステップです。学生が満
足でき、学業で成功するために必要な教育、ケ
アおよびサポートを提供している学校を選択で
きるように、学生指導が提供されています。す
べての認可校は、学生の学業成績だけでなく、
福祉および宿泊先紹介サービスも厳しく監視さ
れています。 

カリキュラム 
ビクトリア州立小学校のカリキュラムでは、読み
書き能力、計算能力、および問題解決能力に重
点を置いています。読解記述力には、スピーキン
グとリスニング、綴り、リーディングとライティン
グなど、様々な状況で話し言葉と書き言葉の両
方を理解し、生成する能力が含まれます。計算
能力とは、数学を理解して適用する能力です。 

学生は自分の世界を広げるよう奨励されるた
め、科学的、スポーツ的、芸術的、技術的、およ
び社会的スキルを伸ばす機会があります。情報
技術の科目では、学生の将来に重要なコーディ
ング、機器のプログラミング、およびソフトウェ
アの使用が可能です。

小学生は、時折クラス全体で学習することもあ
れば、同様の学習スタイルや知識を持つ同級生
達のグループに分けられることもあります。ま
た、必要に応じて個別指導を受けることもでき
ます。お子様の成長に合わせて、柔軟な学習環
境では自主的に学習したり、協力しながら学び
ます。 

外国語としての英語 
多くのビクトリア州立小学校は、外国語としての
英語をすべての学年で実施しています。更に、第
一言語が英語以外とする学生をより支援するた
めに、言語サポートなど様々なサービスが提供
されています。

 
 
 

 

 
福祉
教師は、学生が評価され、褒められ、励まされ、
安全で幸せな環境作りを目指しています。 

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。
中学生は、宿泊先に関して他の選択肢がありま
す。

成績表 
すべてのビクトリア州立校では、幼稚園年長か
ら１０年生までの学業成績を通知するために、
成績表を使用しています。成績表は通常、毎年
６月と１２月の２回、保護者に提供されます。コ
メント欄に、お子様が何を理解していて、何がで
きるかが明確に記述されます。また 、お子様が
より支援を必要とする、または改善できる分野
が特定されます。成績表には 、お子様を支援す
るために学校側ができることを明確に記載しま
す。保護者が家庭でできることが示される場合
もありま す。 

保護者面談
保護者面談は、お子様の教師に会える機会とな
ります。教師に質問をすることで、成績表に記載
されているよりも多くの情報を収集できます。そ
れによって、お子様の学習への関与を深め、必
要に応じてサポ ートを受ける機会が得られま
す。 

ビクトリア州立小学校と中高校 
の留学生プログラム 

ビクトリア州立学校の英語プロ
グラムでは、学生自身が高校進
学への道を築き上げます。



ビクトリア州に留学すると、将来成功するために強力な基盤となるTHE VICTORIAN CERTIFICATE OF 
EDUCATION (ビクトリア州教育修了証、略称VCE)を取得する道が開かれます。

ビクトリア州では、留学生が各教育段階を通じてスムーズに進学できるようになっています。世界的に有名な大学
あるいは職業教育を選ぶことができます。ビクトリア州立校は、教育システムの構成と今後の進路へ容易に移行で
きることにおいて有名です。 
ビ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行動計画に役立ちます。 ビクト
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、すべての科目が必須というわけでは
ありません。
卒業後、どのような進路においても、ビ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ができます。 この柔
軟で幅広いカリキュラムにより、以下のことが促進されます。 
 • 独自の思考を育む
 • 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、教室内での様々な学習スタイルに合わせてカリキュラムを適用しています。 

世界のトップ１００にランクされた
大学進学を思い描く 



THE VICTORIAN CERTIFICATEOF 
EDUCATION (略称 VCE) について
VCE-世界的に認められた資格
The Victorian Certificate of Education (ビクトリ
ア州教育修了証、略称VCE)は、世界的に認めら
れた高校教育修了資格であり、広い視野を持つ
留学生に、オーストラリアや世界中の大学への道
を切り開きます。VCEは、更なる教育に向けた様
々な選択科目があり、学生が独自の学習プラン
を考案するのに役立ちます。

VCEの利点
VCEは、柔軟に選択できる科目を提供します。そ
れには以下のような利点があり ます。 

1. メルボルンのトップクラスの大学、世界各国の
高等教育機関への進学。

2. 個々に適した教育。
3. 留学生向けの英語授業、特別サポート。
4. ９０を超える様々な科目
5. 単位認定制度。

多岐にわたる科目
ビクトリア州の教育制度の利点の一つとして、多
様で柔軟なカリキュラムがあることです。また、そ
の中から幅広く動的に科目を選択することがあ
げられます。VCE取得を目指す学生は、９つの主
要となる学習分野における９０以上の科目から
選べます。言語(英語以外)など、柔軟に更なる学
習や職業技術を得ることのできる科目も含まれ
ます。学習分野は次のとおりです。

 • 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

VCEの一部、Vocational Education and Training (
職業教育訓練、略称VET) には、更に多岐にわたる
科目があります。選択可能な全科目のリストは、こ
ち ら の サ イ ト を ご 覧 く だ さ い 。  
www.vcaa.vic.edu.au/vce/studies/index.html

必要条件
留学生がVCEコースに入学するには、１０年生ま
たは同等の学年を修了し、過去２年間で主要各
教科における平均成績が少なくとも６０％に達し
ている事が’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週間の集中
英語コースを履修する事が求められます。 

VCEの修得に向けて
VCEの各科目は、２つの単位で構成されていま
す。例えば、数学１−２（Maths Methods）はユニ
ット１とユニ ッ ト２で構成されています。VCEを取
得するには、合計１６ユニット（８科目）を修了し
なければなりません。 

さらに、VCEを授与されるためには、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ができます。次のページで
一般的な例をご覧ください。 

11年生 12年生

英語 / EAL 1-2 英語 / EAL 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

会計学または 
経済学 1-2

会計学または 
経済学 3-4

経営学または視覚コ
ミュニケーション 1-2

経営学または 
国際関係学 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

11年生 12年生

英語 / EAL 1-2 英語 / EAL 3-4

数学 (Maths 
Methods) 1-2

数学 (Maths 
Methods) 3-4

数学 (General 
Mathsまたは

Specialist Maths) 
1-2

数学 (Further 
Maths または

Specialist Maths)  
3-4

化学  1-2 化学  3-4

生物学または 
心理学  1-2

生物学または 
心理学  3-4

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

11年生 12年生

英語 / EAL 1-2 英語 / EAL 3-4

数学 (Maths 
Methods) 1-2

数学 (Maths 
Methods) 3-4

物理学 1-2 物理学 3-4

化学 1-2 化学 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

例 1: 例 2: 例 3:

VCEを修了した場合、次のような大学の
コー スに進学できる可能性があります。 

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/助産学  
 • 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

それぞれの大学やコースは、特定の前提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ドバイザーは、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。 

 • 会計
 • 建築
 • 芸術
 • 銀行と金融
 • 経営学 
 • 商学

 • 国際学
 • 法律実務
 • マーケティング



ビクトリア州の教育制度の利
点のひとつとして、多様で柔軟
なカリキュラムがあることで
す。また、その中から、幅広く動
的に科目を選択することがあ
げられます。 



事前学習の単位認定
VCEは留学生に様々なコースを提供します。 殆ど
の学生は２年でVCEを修了します。しかし、事前学
習の単位認定と英語のレベルによっては、期間を
短縮できます。 

ビクトリア州立校は、学生の学力に合わせて、 柔
軟な学習プログラムを提供します。プログラムへ
の適合性は各学校が判断します。入学に際し、学
校は以下のことを慎重に考慮し ます。 

 • 単位認定
 • 英語力
 • VCEを修了する能力
 • 学生の成熟度
 • 過去の成績

VCEを修了するために、学校は留学生に７つの柔
軟なコースの一つを提供する場合があります。

コース 期間 開始時
期 単位認定 英語力の

要件 英語の授業

20週間VCE
と同時受講

11年生開始
前10週間受
講

10週間VCE
と同時受講

11年生開
始前20週
間受講

促進 1年半 ターム 3 x x – – –

通常 2年 ターム 1 x x – – –

支援 2年 ターム 1 x x x – –

英語 10 2年3ヶ月 x x – x –

英語 20 2年半 x x – – x

コース 期間 開始時期 単位認定 英語力の
要件 英語の授業

優秀な成績 12年生開始前20週間

卒業 1年 ターム 1 x x –

支援 1年半 ターム  1 x x x

11年生
 １１年生でVCEを始める場合、留学生は柔軟に５つのコースから選べます。 

サクセスストーリー

12年生
例外的に、留学生がVCEに１２年生で入学できるケースがあります。通常、学生は次の２つのコースのいず
れかを選択することになります。 

事前学習の単位認定について詳しくは、Victorian Curriculum and Assessment Authorityのホームペー
ジをご覧ください。 
www.vcaa.vic.edu.au/Pages/vce/vcerecognition/credit/apply.aspx 

または、The International Education Division（国際教育課）に電子メールでお問い合わせください。  
international@education.vic.gov.au

成功への道

ヘンドリック・リンさん - 台湾  
ビクトリア州グローバル・ラーニング賞：２０２２年１１年生グローバル市民賞受賞 

「「この不確かな時代において、情報に通じた責任ある国際人になるためには、世界的な話題、問題、対立を理解し、認識することが
特に重要になります。」 

11年生 
VCE科目

12年生  
VCE科目

大学名/ 
コース 課外活動

英語1–2 
数学(Maths Methods) 3–4                     
数学(Specialist Maths) 1–2

生物学1–2
化学1–2 

                    物理学1–2　　　　

英語3-4
数学(Specialist Maths) 3-4 

生物学3-4
化学3-4

                物理学3-4 　　　　
　 　　　　

メルボルン大学、

生物医学学士課程

 • 音楽（ピアノ、バイオリン） 
 • スポーツ（チェス、バスケットボール、クロスカントリ

ー、フェンシング、テコンドー）　　　　　　　　 
 • 学生リーダー
 • 学校のコミュニティ活動参加

ハイレヤ・アブデュレヘマンさん - 中国 
ビクトリア州グローバル・ラーニング賞：２０２２年１２年生学生リーダー賞受賞 
 「初めて留学生としてオーストラリアに来たときは大変でした。 そのため、リーダーとして、留学生、特に新入生の世話をするために常
に最善を尽くしています。」 

11年生 
VCE科目

12年生  
VCE科目

大学名/ 
コース 課外活動

数学(Maths Methods) 3-4 
数学(Specialist Maths) 1–2 
国語としての英語(EAL) 1–2

物理学 1–2 
                    化学1–2 　　　　

　　　　　　　　　　

数学(Specialist Maths) 3–4                       
外国語としての英語(EAL) 3

物理学 3-4
化学3-4

メルボルン大学、

生物医学学士課程 
 

 • 学生リーダー 
 • 学校のコミュニティ活動参加　　　　　　　　 
 • 学校のコミュニティ活動への貢献
 • 学校のチェスクラブ参加

 ティエン・ヒエウ (ハリー)・ブイさん - ベトナム
ビクトリア州グローバル・ラーニング賞：２０２２年１２年生グローバル市民賞&留学生・オブ・ザ・イヤー賞受賞 

「他文化を理解することは、人々に人生に対する広い視野を与えます。それによって、他の価値観や倫理をより受け入れやすくなり、 
共感を深めることができます。」 

11年生 
VCE科目

12年生  
VCE科目

大学名/ 
コース 課外活動

数学(Maths Methods) 1–2
数学(Specialist Maths) 1–2 　
外国語としての英語(EAL) 1–2

化学1–2
ビジネス・マネージメント1–2

会計学 1–2

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

スウィンバーン工科
大学、 

経営学士課程

 • 学生リーダー 
 • 学校のコミュニティ活動参加　　　　　　　　 
 • 学校のニュースレター
 • 留学生のコンサート参加 

+ =

+ =

+ =



信頼される教育機関- ビクトリア州立校を選択する一番の理由は、留学生が受けられるケ 
アとサポートです。 

ビクトリア州は、代表的な政府教育機関であり、優れた学生のケアおよび福祉の基準に対して高レベルの説明責任
を設定しています。 
高レベルの学業サポートおよび個人的なサポートにより、学生が優れた成果を上げることができます。到着した瞬間
から専任のコーディネーターが、学生が生活に慣れ、勉強に専念できるように支援します。
留学生コーディネーターと教師は、学生が新しい滞在先と学校に慣れるように個別に指導します。 
ビクトリア州立校は、留学生が学校生活に積極的に参加することを奨励します。したがって、参加における尊重と包
含性(誰もが参画する機会を持つ) を守るシステムとプロセスがあります。
これらの支援的な環境は、質の高いホームステイの管理も含め、厳重に監視された学生福祉プログラムによって促
進されます。
学生は保護されており、成功するためにあらゆる機会が与えられます。 

素晴らしい留学生活を思い描く



福祉サポートと宿泊先: 
中高校

専任の留学生サポート 
留学生には特有のニーズがあるため、各中高校
に留学生コーディネーターが配置されています。
多 くの留学生にとって、家から離れて暮らすこと
は初めての経験です。したがって、留学生を歓迎
し、学校生活への移行を支援し、さらに継続的に
個人のニーズを満たすために献身的な支援が準
備されています。その支援は、中学高校の最終日
まで受けることができます。

留学生コーディネーターは、ホームステイ先の家
族と定期的に連絡を取り合います。保護者には、
レポートや電話など母国語で定期的に連絡をし、
関与してもらい、情報を提供しています。

ホームステイ: 安全で実りの多い経験 
学生が親元から離れている期間、ホストファミリ
ーは、居場所を提供してくれます。外国に行くこと
自体大変なことです。個人的な人間関係、地元の
地域社会、または英語力の自信がなければ、学
生にとって落ち着くことは困難になります。ホーム
ステイは、学生が異なる生活様式に関与するユ
ニークな生活体験を提供します。 

ホストファミリーの家族の一員になることで、学
生は英語を使う自信を急速に高め、現地の人の
生活を体験し、勉強の習慣化をサポートしてもら
えます。活発な家族の一員として、学生は楽しい
社交、 スポーツ、および文化活動を共有します。最
も重要なこととして、ホストファミリーは、学習の
成功に必要とされるサポートを提供します。

ホストファミリーは、留学生コーディネ ーターに
よって慎重に評価され、厳格に管理されます。 学
生がオーストラリアでの生活と勉強に順応できる
ように、積極的にサポートする家族のみがプログ
ラムに参加できます。学校は、学生の正確なニー
ズに基づいて、適するホームステイ先を見つけま
す。同時に、学生が新しい環境に馴染んで成果を
上げることができるように、ホストファミリーに定
期的なアドバイスを与えています。 

学校コミュニティーの一員となる 
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。ホストファミリーとの生活の
中で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。 

各学校で、年間にわたって多数の国際的な祝祭
が計画されています。多くの学生は、 自身の文
化、伝統およびライフスタイルを学校や地域社会
に紹介する機会が与えられます。貢献することで
非常に高く評価されるため、学生にとって大きな
誇りの根源となります。

その他の親睦会や学校行事でも、留学生の参加
を歓迎しています。社交活動、公演や遠足、バンド
や合唱団、キャンプ、スポーツクラブなどを通じ
て、友情は多く生まれます。

学校の活動やイベントは、すべての学生が楽しめ
る前向きな学習体験となります。参加によって、
学業と社会生活のバランスを取り、グループに溶
け込み、同級生とつながり、そして友情を深める
ことに繋がります。

ホストファミリーとの生活の中で
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。

留学生が必要とすることを理解してい
るスタッフ 
時として、経験と知識により大きな違いを生み出
すことがあります。ビクトリア州立校は、数十年に
わたり留学生を教育してきました。 

次のような人々の思いやりと理解によって、違い
がもたらされます。 

 • 学生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
題を２４時間体制で支援する留学生コーディ
ネーター

 • 文化や言語に関して支援する多文化および
言語担当の助手

 • 英語教育と指導を支援する外国語としての
英語(EAL)教師

 • 就職と進学の進路について相談に乗るキャ
リアアドバイザー

 • 特定の学年度に、他者と密接に協力してすべ
ての学生を指導する学年レベルのコーディ
ネー ター

 • 学生の健康と福祉を支援する、訓練を受け
た看護師と内密の相談を受けるカウンセラ
ー



小学校での一日

午前8.50 始業

午前8.50 ~ 午前11.00 教室での学習

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 教室での学習

午後1.30 ~ 午後1.45 教室内での昼食 - 教師の監督下

午後1.45 ~ 午後2.30 遊び時間

午後2.30 ~ 午後3.20 教室での学習

午後3.20 補習 / 下校時間

  

中高校での一日

午前8.30 始業

午前8.30 ~ 午前9.25 １時限

午前9.25 ~ 午前10.15 ２時限

午前10.15 ~ 午前10.45 休憩時間 

午前10.45 ~ 午前11.35 ３時限

午前11.35 ~ 午後12.20 ４時限

午後12.20 ~ 午後1.20 昼休み 

午後1.20 ~ 午後2.10 ５時限

午後2.10 ~ 午後3.00 ６時限

午後3.00 補習 / 下校時間

ビクトリア州立校で 
の一日を思い描く
典型的な授業日
ビクトリア州立校は、月曜日から金曜日までの週５日制で、午前８時半から午後３時半頃までです。すべての学生は出席することを前提に日々出欠確認を
され、管理されます。

小学生は通常、専任教師が各クラスを担当します。中学高校生は、より柔軟な配置が可能であるため、授業によっては移動したり、専用の施設で学んだり、
対話式の授業のために屋外で過ごす時間などがあります。 

休憩時間には、友人と共に過ごしたり、図書館に行ったり、または昼休み限定のチームスポーツ活動に参加したりすることができます。 

学生は、学習レベルに応じて宿題が与えられます。宿題は提出するように促し、定期的な評価の一部として保護者へ報告します。



ビクトリア州全体にある３００以上の認可小学校および中高校から選ぶことができます。 

ビクトリア州は、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、プレップ（幼稚園年長）から１２年生（高校三年生）に入学する学生の出願申請を受け付け
ています。 
州立校は、学生に個人的および知的成長を促進するよう指導しています。 
ビクトリア州立校に入学する留学生は、適切な年齢で、最低の学業要件を満たしている必要があります。 
学生ビザは、Department of Home Affairs (内務省、略称DHA)を通じて発行され、留学期間中ビクトリア州に住む
ことができます。 
ビクトリア州への留学は、留学エージェントを通じて、または直接www.study.vic.gov.auから簡単に申し込むこと
ができます。 
出身国によっては、異なる書類が必要になる場合があります。そのため、次のページに表示された申請手続きガイ
ドを確認し、詳細についてはホームページを参照してください。

幅広い選択肢からの学校選び
を思い描く



入学に関して役立つ情報
必要とされる英語力
プレップ（幼稚園年長）から小学 ６年生の間に 、
ビクトリアの州立校に入学する学生に関しては、
特に英語力の証明は求められません。 

中高校に入学する学生に関しては、学習開始前
に一定レベルの英語力が必要です。 

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が必要です。

 • 英語が第一言語である学校で少なくとも2年
間教育を受けたことがある、または

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

 • AEASで 66点以上のスコアを取得している、
または

 • TOEFLのiBTテストで少なくとも 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、ビクトリ
ア州立校で学習を開始する前に、以下のいずれ
かが必要です。

 • 州立校での事前英語研修を受講する、また
は

 • またはビクトリア州内の私立教育機関で、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ターム、１学期間)で、学年度内の開始時期によ
ります。終了時に、学生の英語能力が中高校本科
の学習を開始するのに十分でなかった場合、さら
なる英語プログラムへの参加を求められる場合
もあります。 

成績要件
過去２年間で、主要各教科における平均成績が
少なくとも６０%に達している必要があります。一
部の学校では、追加の成績要件を求める場合が
あります。詳細は、international@education.vic.
gov.auまでお問い合わせください。  

年齢および学歴
すべての学生は国籍に関係なく、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。 

学生ビザを取得するには、各学年の入学時に以
下の年齢条件を満たす必要があります。

6 歳以上 ビザ申請時

17 歳未満 9 年生に入学

18 歳未満 10 年生に入学

19 歳未満 11 年生に入学

20 歳未満 12 年生に入学

申請する前に、内務省（DHA）のホームページで
年齢条件の規定を確認してください。 
www.homeaffairs.gov.au

 

宿泊施設と生活環境の 要件
留学生には、4つの宿泊先のオプションがあり
ます：

オプショ
ン 1 親または法律上の保護者と同居

オプショ
ン 2 DHAに承認された親戚と同居

オプショ
ン 3 両親の指定によるホームステイ

オプショ
ン 4

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歳未満のすべての学生は、親、法律上の保護
者、または内務省（DHA）に承認された親戚と同
居する必要があります(オプション１または２)。 

内 務 省（D H A）の 承 認 取 得 に 関する情 報 は 
www. homeaffairs.gov.auをご覧ください。１３歳
以上の学生は、４つの滞在オプションのいずれか
を選択できます。親が指定するホームステイもしく
は学校手配によるホームステイの宿泊施設は、受
け入れ校の承認が必要です。宿泊施設と生活環
境 が 適 切 で あ る と さ れ た 確 認 通 知 書 
CAAW(Confirmation of  Appropriate 
Accommodation and Welfare)が発行される前
に、宿泊施設手配費を支払う必要があります。 

ビクトリア州は、世界中の８０
を超える国から留学生を歓
迎しています。

mailto:international%40education.vic.gov.au?subject=
mailto:international%40education.vic.gov.au?subject=
http://www.homeaffairs.gov.au
http://www. homeaffairs.gov.au


2 入学願書提出

ビ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
類を添えて教育訓練省(Department of Education)に送付してくださ
い。

申請には、次の3通りの方法があります：

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 をご覧く
ださい。

2. オンライン： 
www.study.vic.gov.au

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

申請プロセスタームの期間 2023 2024 2025 2026

ターム 1 1月27日 - 4月6日 1月29日 - 3月28日 1月28日 - 4月4日 1月27日 - 3月13日

ターム 2 4月24日 - 6月23日 4月15日 - 6月28日 4月22日 - 7月4日 3月30日 - 6月19日

ターム 3 7月10日 - 9月15日 7月15日 - 9月20日 7月21日 - 9月19日 7月6日 - 9月18日

ターム 4 10月2日 - 12月20日 10月7日 - 12月20日 10月6日 - 12月19日 10月5日 - 12月18日

2023年度授業料
コース 学年 年間授業料（豪ドル）

一般私費留学生

小学校 プレップ（幼稚園年
長）から６年生 $12,628

中学校 7年生から10年生 $16,769

高校 11年生から12年生 $18,819

Victorian College of the Arts中高校
中学校 7年生から10年生 $22,755

高校 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 $178.20*

宿泊施設手配費 $319*

転入の手続き費 $748

入学変更費（取消しなど） $302

留学生健康保険（OSHC） 現在のMedibank OSHC （メディバンクOSHC）の料金については、www.medibank.com.au をご覧ください。 
* GST（消費税）を含みます。 
最新の料金情報については、www.study.vic.gov.auをご覧ください。年間授業料およびその他の料金は、毎年変更される場合があります。 留学期間中
の料金の値上げは、新規および継続学生に適用されます。

滞在の予算設定 
滞在の予算を設定しやすいように、生活費の目安を作成しました。ライフスタイルや個々の状況によって、これらの費用は異なりますので予めご了承くだ
さい。

項目 説明 年間費用の見積（豪ドル）

授業料 中高校 $18,819

ホームステイ 毎週の宿泊費と1日3食（1週間あたり約$200 - $370） $10,400 - $19,240

本 リーディング教材および教科書 $700

電子機器 ノートパソコン、その他の多機能端末 $2,500

制服 セーター、ワンピース、パンツ、シャツ、靴など。 $1,500

試験費用 11年生と12年生のみ $222- $458

学校キャンプ 実施される場合 $450

公共交通機関 電車、バスおよび/またはトラム（路面電車） $760 - $905

個人的な支出 外食、映画、雑誌、観光地の入場料など。 $4,000 - $7,000

電話代 携帯電話、テレフォンカードなど $500 - $1,000

合計 $39,851 - $52,572

1 情報を収集し、利用規約とポリシーを確認する

ビクトリア 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、国際教育部までご連絡ください。
認定留学エージェントでは、学校の選択や申請についてのサポートを受
けることができます。

4 入学許可通知書と同意書を受領する

入学が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)が送付されます。

7 支払いを行う

入学を確約するため、期日までに請求書記載の金額をお支払いくださ
い。

9 学生ビザを申請する

学生ビザを申請する場合、内務省（DHA）に申請しなければなりません。 
ビザの 要 件や申 請 方 法 については 、D H A のホ ーム ペ ージw w w. 
homeaffairs.gov.auをご参照ください。 

3 出願受付の確認メールを受領する

受領された願書は、学生がビクトリア州立校の入学条件を満たしている
か、審査されます。すべての書類が受領されるまで、審査を行うことがで
きません。不必要な遅延を避けるために、願書に署名をし、すべての必要
書類が揃っていること をご確認ください。提出後、出願者には出願受付
の確認メール、もしくは追加の書類提出が必要であることを記した電子
メールが送付されます。 

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、以下が送付されます:

 • 入学確認通知 Confirmation of Enrolment (CoE)
 • 宿 泊 施 設 と 生 活 環 境 が 適 切 で 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

10 到着情報の詳細

ホームステイを利用する学生は、上述のCAAW（宿泊施設と生活環境が
適切であるとされた確認通知書）に記載された滞在開始日の２週間前ま
でに、到着情報の詳細を教育訓練省まで必ずお知らせください。 それに
より、ホストファミリーについての情報も得られます。

5 同意書に署名する

両親もしくは法定保護者が署名(１８歳以上の場合、学生も署名)した同
意書の写しを、指定期日までに返送してください。 

6 請求書を受け取る

署名した同意書の提出を受けて、請求書が送付されます。

http://www.study.vic.gov.au
http://www.study.vic.gov.au
mailto:international%40education.vic.gov.au?subject=
http://www.medibank.com.au
http://www.study.vic.gov.au
http://www. study.vic.gov.au
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ビクトリア州立校へ
の入学を思い描く 
最寄りの留学エージ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 をご覧ください。 
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ビクトリア州立校 
留学生プログラム
電子メール： international@education.vic.gov.au 
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