
南オーストラリア州政府教育機関

留学生
プログラム

ここから旅が始まります



ii • SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT SCHOOLS - INTERNATIONAL STUDENT PROGRAM

南オーストラリア州政府教育機
関への留学を選択することには
多くのメリットがあります。留学
は大きな決断であり、私たちが
皆さんの留学体験全体を通じて
お手伝いします。
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メリット

南オーストラリア州

北部準州

クイーンズランド州

ニューサウスウェールズ州

オーストラリア
首都特別地区

ビクトリア州

タスマニア州

西オーストラリア州

ダーウィン

ケアンズ

ブリスベン

シドニー

キャンベラ

ホバート

メルボルン

パース

アデレード

South Australian Government Schools (南
オーストラリア州政府教育機関) では、1989年
から海外の生徒向けに留学プログラムを提供
しています。留学プログラムは100校以上の認
定校で提供されており、ご要望に合わせて短期
および長期の留学プログラムを用意すること
ができます。
ホームステイ宿泊を含む留学プログラムのあ
らゆる側面は、生徒の成功と質の高い留学体
験を提供するために親身で献身的なチームに
よって、オフィス内で一元管理されています。 
このような管理をしているのは、オーストラリ
アでも南オーストラリア州政府教育機関だけ
です。
生徒の成功、安全、および福祉は、私たちの最
優先事項です。

南オーストラリア州へ留学するメリットは、 
以下のとおりです

私たちの学校
•  特別科目、プログラム、および

課外活動
•  幅広い専門的な学習リソース

と施設
•  スポーツや学校活動のための

広大な空間と自然環境
•  留学生を支援する留学生プロ

グラムマネージャー
•  学校生活に落ち着く手助けを

してくれる地元のバディ

私たちのプログラム
•  他のオーストラリアの学校と

比較して手頃な授業料
•  Department for Education  

(教育省) による一元管理
•  生徒の興味や目標に合わせた

個別のスクールマッチング
•  面倒見の良いホームステイ 

ファミリーとのマッチング 
•  ホームステイファミリーの選

定、認定、およびモニタリング
•  教育代理店の認定およびモニ

タリング
•  留学プログラムの一部として

含まれる英語サポート

私たちのサポート
•  出発前に準備するためのオン

ライン出発前ハンドブック
•  健康と安全、学校およびホー

ムステイ先への期待、ビザ条
件、お金の管理などのに関す
るオリエンテーションプログラ
ム

•  安全と福祉の確認チェック 
•  学業進捗報告書
•  高等教育に関するカウンセリ

ング
•  親/保護者への支援
•  24時間緊急電話サービス
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ほとんどの学校は小学校または中高校のいずれかで
す。一部の学校では、レセプション(小学校入学準備課程)
から12学年まで、あるいは高校生(11～12年生)のみに
対応しています。

学年
学年は4ターム(2学期)で構成され、1月下旬から12月中
旬にかけて始まります。
1学期： ターム1とターム2 
2学期： ターム3とターム4
各タームは約10週間で、その後休みの期間が続きます。
ほとんどの学校の授業時間は月曜日から金曜日の 
午前8時30分から午後3時30分までです。

制服
すべての南オーストラリア州政府教育機関は、独自の制
服があり、スポーツユニフォームも含まれることがあり
ます。

ポートリンカーン

キングスコート

マウントガンビア

マレー橋

レンマーク

ビクターハーバー

N

アデレード都市部

南オーストラリア州地方

南オーストラリア州政府教育機関は、すべての生
徒のために、安全で配慮の行き届いた学習環境
を提供します。
教育省は、留学生とその学習目的を支援する環境の中
で、留学プログラムを実施する学校を認定しています。
私たちの学校は、首都圏のアデレードから南オーストラリ
ア州の地方まで至る所にあります。

学年*
学年 生徒の年齢

小学校 
レセプション(小学
校入学準備課程) ～ 
6年生

5 ～ 13歳

中学校 7 ～10年生 13 ～ 16歳

高校 11 ～12年生 16 ～ 19歳

*南オーストラリア州のすべての公立学校では、2022年の
ターム1から7年生が中高校に移ります。これは、2022年以
降、6学年が小学校の最後の学年となり、7学年が中高校
の最初の学年となることを意味します。

学校
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カリキュラムと
教育の過程

カリキュラムでは、次の必須スキルと能力を開発するために
次のような課題を提供します:
•  識字能力
•  計算能力
•  情報通信技術
•  批判的で創造的な考え方
•  倫理的理解
•  退陣および社会的能力
•  異文化理解
生徒がこれらのスキルや能力を開発できるように、学校は次
の中核的な学習分野の中で幅広い科目を提供しています：
•  英語
•  数学
•  科学
•  人文社会科学
•  芸術
•  語学
•  保健体育
•  テクノロジー
•  仕事研究

11年生と12年生の高校生は、South Australian 
Certificate of Education (SACE, 南オーストラリア州教育
修了資格) を取得するために、深い理解、知識およびスキル
の向上が必要とです。

国際バカロレア 
Primary Years Program (PYP, 小学校プログラム) と
Middle Years Program (MYP, 中学校プログラム) は、一部
の学校で提供されており、International Baccalaureate 
(IB, 国際バカロレア) ディプロマは、選ばれた学校で取得で
きます。
PYPでは自らを尊重し、自分の周囲の世界に参加する能力
を持った、活動的で思いやりのある、生涯学習者になるよう
に生徒を教育します。
MYPは、自分の学問と現実世界を実際に結び付けるように
生徒を奨励する、手ごたえのあるフレームワークです。 
IBディプロマは、幅広い知識と奥深い知識を備え、身体的、
知的、感情的、倫理的に成功する生徒を育成することを目
的としています。カリキュラムは6つの科目グループとコア科
目で構成されており、知識、創造性、活動、サービス、および
応用小論文から構成されています。生徒は知識の性質を熟
考し、独立した調査を完了し、多くの場合コミュニティサービ
スが関与するプロジェクトに取り組みます。

焦点
生徒の興味と野心

科目
自分で科目を選び

ます

進路
将来の進路を選び

ます

達成
12年生まで修了 

SACEを取得
または

IBディプロマを修了

高等教育
高等教育 

(例、大学)の開始

オーストラリアの学校のカリキュラムは、成功する生涯学習の基礎を提供できるように
個人のニーズと興味に対応するように構成されています。

4 • SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT SCHOOLS - INTERNATIONAL STUDENT PROGRAM



 

英才教育
一部の中高校は、英才教育のセンターオブエクセレンス
として認識されており、IGNITEプログラムを提供してい
ます。
そのほかにも、数学、科学などの分野で優れた能力や可
能性を発揮した生徒に対して個別にサポートする中高
校も多数あります。
各学校で提供されている専門科目やプログラムの詳細
については、ウェブサイトの「中高校を選ぶ(Choose  
a High School)」ページをご覧ください。
internationalstudents.sa.edu.au

専門科目
すべての南オーストラリア州政府教育機関は、カリキュ
ラムの中で、広範囲な興味深い専門科目を提供してい
ます。

新しい科目に挑戦したい生徒や、特定の科目領域に才能
があるか情熱がある生徒は、学校を選ぶときこれを考慮
する必要があります。

専門科目の例としては、以下が含まれます。
•  科学と数学：ロボティクス、犯罪科学、ナノテクノロジー、

天文学、ブドウ栽培
•  保健体育:心理学、ホスピタリティ、サーフィン、ゴルフ、 

自転車、屋外教育
•  アート:音楽、バレエ、コンテンポラリーダンス、繊維、 

ファッション
•  テクノロジー:コンピューター支援デザイン、放送、グラ

フィックデザイン、写真およびアニメーション

特別専攻コース
また、中高校によっては特定の分野に対する才能や情熱
を持った生徒を対象とする特別専攻コースを実施してい
ます。これらのプログラムは、通常、その学校の重点分野
です。
受講可能な特別専攻コースの例としては、語学、音楽、パ
フォーマンスアーツ、スポーツなどがあります。
これらのプログラムへの参加には、適性の証拠、オーディ
ション、または受け入れ前のトライアウトが必要となる場
合があります。追加料金が必要な場合もあります。

課外活動クラブと大会
また、音楽バンド、エンジニアリング設計コンテスト、討論
会、演劇制作、スポーツチーム、アドベンチャー活動など、
学校を拠点とする活動には、個人であるいはチームメンバ
ーとして参加する機会もあります。
さまざまな州、国、国際レベルの大会は、卓越した学業成
績、スポーツ、起業、リーダーシップを含む多くの分野にお
いて、生徒の能力、技能、知識をテストし、さらなる挑戦の
機会を提供します。

専門科目とプログラム
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南オーストラリア州 
教育修了資格
South Australian Certificate of Education 
(SACE, 南オーストラリア州教育修了資格) は、南オー
ストラリアの中高校で11学年と12学年を無事に修了し
た生徒に授与される国際的に認識された資格です。
SACEはステージ1とステージ 2に分けられます。高校で
の計画を立てるにあたり、生徒は10年生または11年生
の開始時に個人の履修計画を作成します。
SACEは、各学期の各科目が10単位である単位システム
に基づいています。生徒はSACEを取得するために、必須
科目を含む200単位のクレジットを達成しなければなり
ません。
科目カウンセラーは、生徒が最高の成果を上げ、SACE
の修了時にAustralian Tertiary Admission Rank 
(ATAR, オーストラリア大学入学ランク)を受けるために
必要なTertiary Admission Subjects (TAS, 大学入学
科目)を履修できるように、科目の選択を支援します。

国際バカロレアディプロマ
また、2年間のディプロマプログラムである
International Baccalaureate (IB, 国際バカロレア)デ
ィプロマも、SACEに代わる難度の高いプログラムとして
提供されており、オーストラリア国内および海外の大学
入学に利用できます。

進路
ATARは、オーストラリアの大学およびTechnical and 
Further Education (TAFE, 職業教育訓練機関) への入
学に認定されており、学位コースの学生を選抜するため
に世界中の多くの大学で利用されています。

資格と進路
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留学生
プログラムガイド

中高校 
卒業プログラム
•  学業達成度およびSACEの修了
•  13 ～ 19歳
•  1年以上

詳細については、  8  ページを参照してください。

地域 
短期留学プログラム
•  短期学習・文化体験
• 13 ～ 19歳
•  1 ～ 4タームまたは10週間未満

詳細については、  10  ページを参照してください。

宿泊施設

詳細については、  14  ページを参照してください。

小学校 
短期留学プログラム
•  短期学習・文化体験
•  5 ～ 13歳
•  1 ～ 4タームまたは10週間未満

詳細については、  12  ページを参照してください。

申請方法

詳細については、  16  ページを参照してください。

中高校 
短期留学プログラム
•  短期学習・文化体験
•  13 ～ 19歳
•  1 ～ 4タームまたは10週間未満

詳細については、  9  ページを参照してください。 

小学校 
プログラム
•  学業成績と中高校への移行
•  5 ～ 13歳
•  1年以上

詳細については、  11  ページを参照してください。

英語
•  集中英語
•  継続的な英語サポート

詳細については、  13  ページを参照してください。

追加情報
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13歳以上の年齢で、1年より長い期間学びたい場
合、中高校卒業プログラムをお勧めします。オースト
ラリアで生活しながらオーストラリア人生徒と一緒
に勉強し、自分の興味、野心を追求し、世界一流の教
育を受け、中高校を卒業することを目指します。

中高校卒業プログラムには、以下が含ま
れています:
到着前サービス
•  申請の処理
•  学校紹介
•  ホームステイ先の紹介
•  オンライン出発前ハンドブック

到着時サービス
•  アデレード空港での出迎え
•  ホームステイファミリーの紹介
•  学校の歓迎ツアー
•  入学登録の支援
•  学校オリエンテーションプログラム
•  教材と最初の文具

学校支援サービス
•  個人カウンセリング
•  科目および進路に関するカウンセリング
•  学期進捗状況報告書

英語サービス(詳細は13ページを参照)
•  必要に応じて、初期および継続的な英語支援  

(中高生集中英語コースも含みます)

安全と健康に関するサービス
•  学生ビザの保有者は、Overseas Student Health Cover 

(OSHC, 留学生健康保険)が必須ですが、こちらで手配するこ
とができます。

•  定期健康診断
•  24時間緊急電話サービス

宿泊施設
南オーストラリア州での生活を体験できるよう、面倒見の良い
ホームステイファミリー先を手配いたします。あるいは、親戚や
家族の友人と一緒に住むこともできます。詳細は14ページの 
「宿泊施設」をご覧ください。

入学条件
入学申請書を評価するために、以下が必要です：

学業成績書
以下の翻訳された書類を提供してください：
•  在学中の学校が発行した、過去2年間の学業成績と学習態

度の詳細な説明
•  特別専攻コースに登録することに関心がある場合、関連当

局が発行する生徒の能力の詳しい説明

英語能力 
以下のうち、少なくとも1つを提供してください：
•  生徒の英語習熟度を詳しく説明する、在学中の学校からの翻

訳済みの書類
•  International English Language Testing System (IELTS, 

国際英語試験システム)または同等の英語能力試験の結果
•  生徒が最低2年間、英語で教育する学校に在籍していること

を示す記録

本校クラス(一部の選択された学校を除く)へ入学するための指
針として、生徒には次の水準の英語習熟度またはそれに相当す
るレベルが期待されます：

• IELTS 5.5

本校クラスへの入学を支援するために、中高生集中英語コース
(詳細は13ページをご参照ください)の受講をお勧めします。

プログラム目標
学術的達成とSACEの修了

年齢範囲
13 ～ 19歳

プログラムの期間
1年以上

場所
アデレード都市部

開始
8年生*～12年生の任意の時点

中高校 
卒業プログラム

*詳細は3ページを参照してください
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中高校短期留学プログラムには以下が
含まれます:
到着前サービス
•  申請の処理
•  学校紹介
•  ホームステイ先の紹介
•  オンライン出発前ハンドブック

到着時サービス
•  アデレード空港での出迎え
•  ホームステイファミリーの紹介
•  学校の歓迎ツアー
•  入学登録の支援
•  学校オリエンテーションプログラム
•  教材と最初の文具

学校支援サービス
• 個人および科目に関するカウンセリング
•  学期進捗状況報告書
•  成績証明書(必要な場合)

英語サービス(詳細は13ページを参照)
•  必要に応じて、初期および継続的な英語支援 

(集中英語コースも含みます)

安全と健康に関するサービス
•  学生ビザの保有者はOverseas Student Health Cover 

(OSHC, 留学生健康保険)が必須ですが、こちらで手配するこ
とができます。

•  定期健康診断
•  24時間緊急電話サービス

宿泊施設
南オーストラリア州での生活を体験できるよう、面倒見の良い
ホームステイファミリー先を手配いたします。あるいは、親戚や
家族の友人と一緒に住むこともできます。詳細は14ページの 
「宿泊施設」をご覧ください。

入学条件
入学申請書を評価するのに役立つように、以下の翻訳された書
類を提供してください：

•  在学中の学校が発行した、過去2年間の学業成績と学習態
度の詳細な説明

•  特別専攻コースに登録することに関心がある場合、関連当
局が発行する、生徒の能力の詳しい説明 

プログラム目標
短期学習と文化体験

年齢範囲
13 ～ 19歳

プログラムの期間
1 ～ 4タームまたは10週間未満

場所
アデレード都市部

開始
8年生*～12年生の任意の時点

中高校 
短期留学プログラム

13歳以上で、最大4ターム(1年) の留学を希望され
る場合は、中高校短期留学プログラムをお勧めしま
す。オーストラリアで生活しながらオーストラリア人生
徒と一緒に勉強し、英語力を向上させて、興味のある
新しい科目を履修します。

*詳細は3ページを参照してください
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プログラム目標
短期学習と文化体験

年齢範囲
13 ～ 19歳

プログラムの期間
1～ 4タームまたは10週間未満

場所
南オーストラリア州地方

開始
8年生*～12年生の任意の時点

地域 
短期留学プログラム

地域短期留学プログラムには以下が含
まれます：
到着前サービス
•  申請の処理
•  学校紹介
•  ホームステイ先の紹介
•  オンライン出発前ハンドブック

到着時サービス
•  アデレード空港での出迎え
•  ホームステイファミリーの紹介
•  学校の歓迎ツアー
•  入学登録の支援
•  学校オリエンテーションプログラム
•  教材と最初の文具

生徒支援サービス
• 個人および科目に関するカウンセリング
•  学期進捗状況報告書
•  成績証明書(必要な場合)

英語サービス(詳細は13ページを参照)
•  必要に応じて、初期および継続的な英語支援

安全と健康に関するサービス
•  学生ビザの保有者はOverseas Student Health Cover 

(OSHC,留学生健康保険)が必須ですが、こちらで手配するこ
とができます。

•  定期健康診断
•  24時間緊急電話サービス 

宿泊施設
南オーストラリア州での生活を体験できるよう、面倒見の良いホ
ームステイファミリー先を手配いたします。詳細は14ページの
「宿泊施設」をご覧ください。

入学条件
入学申請書を評価するのに役立つように、以下の翻訳された書
類を提供してください：

•  在学中の学校が発行した、過去2年間の学業成績と学習態
度の詳細な説明

•  特別専攻コースに登録することに関心がある場合、関連当
局が発行する、生徒の能力の詳しい説明

13～19歳で、最大4ターム(1年) の留学を希望される
場合は、地域短期留学プログラムをお勧めします。あ
なたは英語を学び、新しい友達を作り、オーストラリ
ア人の生活様式を南オーストラリア州のフレンドリー
な地域コミュニティで体験します。

*詳細は3ページを参照してください
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小学校プログラムには、以下が含まれて
います:
到着前サービス
•  申請の処理
•  学校紹介
•  オンライン出発前ハンドブック

到着時サービス
•  学校の歓迎ツアー
•  入学登録の支援
•  学校オリエンテーションプログラム
•  教材と最初の文具
•  親向けオリエンテーション情報

学校支援サービス
•  個人カウンセリング
•  定期的な学校進捗報告

英語サービス(詳細は13ページを参照)
•  必要に応じて、初期および継続的な英語支援

安全と健康に関するサービス 
•  学生ビザの保有者はOverseas Student Health Cover 

(OSHC, 留学生健康保険)が必須ですが、こちらで手配するこ
とができます。

•  24時間緊急電話サービス

アデレードでの生活
•  小学校の生徒は、親と一緒に住むか、南オーストラリア州

への留学中に指名された親戚と一緒に住みます。その場
合、Department of Home Affairs ( ビザおよび移民サービ
ス)からの認可が必要です。

入学条件 
留学を開始する年齢：

•  5歳の生徒の名前は、親の保護者ビザまたはELICOSのビザ
に記載されている必要があります。

•  6歳以上の生徒は、学生ビザを申請する必要があります。

プログラム目標
学業成績と中高校への移行

年齢範囲
5 ～ 13歳

プログラムの期間
1年以上

場所
アデレード都市部

開始
レセプション(小学校入学準備課
程)*～7年生の任意の時点

5～13歳の年齢で、1年を超える期間学びたい場
合、小学校プログラムをお勧めします。英語を学び
インタラクティブな教育アクティビティーに参加し、
オーストラリアの小学校の生徒と友達になります。

小学校 
プログラム

*詳細は3ページを参照してください 
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小学校短期留学プログラムには以下が
含まれます：
到着前サービス
•  申請の処理
•  学校紹介
•  オンライン出発前ハンドブック

到着時サービス
•  学校の歓迎ツアー
•  入学登録の支援
•  学校オリエンテーションプログラム
•  教材と最初の文具
•  親向けオリエンテーション情報

学校支援サービス
•  個人カウンセリング
•  定期的な学校進捗報告

英語サービス(詳細は13ページを参照)
•  必要に応じて、初期および継続的な英語支援

安全と健康に関するサービス 
•  学生ビザの保有者は、Overseas Student Health Cover 

(OSHC,留学生健康保険)が必須ですが、こちらで手配するこ
とができます。

•  24時間緊急電話サービス

アデレードでの生活
•  小学校の生徒は、親と一緒に住むか、南オーストラリア州

への留学中に指名された親戚と一緒に住みます。その場
合、Department of Home Affairs (ビザおよび移民サービ
ス)からの認可が必要です。

入学条件 
留学を開始する年齢：

•  5歳の生徒の名前は、親の保護者ビザまたはELICOSのビザ
に記載されている必要があります。

•  6歳以上の生徒は、学生ビザを申請する必要があります。

プログラム目標
学業成績と中高校への移行

年齢範囲
5 ～ 13歳

プログラムの期間
1 ～ 4タームまたは10週間未満

場所
アデレード都市部

開始
レセプション(小学校入学準備課
程)*～7年生の任意の時点

5～13歳で、最大4ターム(1年) の留学を希望する 
場合は、小学校短期留学プログラムをお勧めしま
す。英語を学び、新しい友達を作り、街、丘、海岸の近
くに住むことを体験します。

小学校 
短期留学プログラム

*詳細は3ページを参照してください



英語
中高校
中高生集中英語コース
学業に成功し、南オーストラリア州での生活に慣れるため
に、留学プログラムの一環としてIntensive Secondary 
English Course (ISEC, 中高生集中英語コース)を受講す
ることをお勧めします。iSECを実施した場合、追加費用は
発生しません。
数学や科学などの多数のカリキュラム科目を学ぶことで、
読む、書く、話す、聞くための英語の語学スキルを学ぶこと
に集中します。ISECの教師は生徒の進捗状況を監視し、本
校クラスに入る前にISECを1、2、3、または4ターム履修す
るかどうかを判断します。 
学年をいつ開始するかにもよりますが、ISECの受講期間
は通常2タームとなります。2タームの終了時に、本校での
勉強を始めるのに十分な能力がない生徒は、追加でISEC
の履修が必要となる可能性があります。

追加言語としての英語
追加言語としての英語は、英語を母国語としない生徒を
対象に構成されている語学科目です。選択科目の1つとし
てこの科目を選ぶことができます。

継続的な英語のサポート
継続的な英語のサポートは、留学生の学習を支援するた
めに全カリキュラムにわたってすべての学校で提供されて
います。

小学校
留学プログラムの一環として、最初に到着したときに学校
が集中的な英語サポートを提供している場合もあります。
これにより、学業に成功し、新しい友達を作ることができ
ます。生徒は、様々な活動に参加することにより、英語を読
む、書く、聞く、話す能力を習得することに集中します。教師
は進捗状況を監視し、必要なサポートのレベルを判断し
ます。

13 • INTERNATIONALSTUDENTS.SA.EDU.AU
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宿泊施設
親切なホームステイファミリーと一緒に生活することで、
英語の学習、および南オーストラリアの豊かな体験をす
ることができます。
12歳以上の生徒の場合、親戚または家族の友人と同居す
ることを指定しない限り、私たちがホームステイ先を手配
します。その際、Department of Home Affairs (ビザおよ
び移民サービス) からの許可が必要な場合もあります。
私たちが紹介するホームステイファミリーは、留学生をホ
ストするために慎重に選ばれています。審査の一環として
家庭で面談を行い、ホームステイ先としての役割や責任を
より深く理解してもらい、18歳以上の家族全員に、子供と
仕事をするための審査を受けてもらいます。
私たちは、全員がこの体験を最大限に生かすことができる
ように、ホームステイファミリーと留学生の最高のマッチン
グを見つけることを目指しています。

適切なホームステイファミリーとマッチングする際には、 
留学生個人の希望を考慮します。
ホームステイファミリーは以下を提供します：
•  机を含む家具付きのベッドルーム
•  毎日の食事(朝食・昼食・夕食)
•  共同の住宅設備の利用
•  初めて学校に行くとき、最初に到着したときの移動の手

助け
•  公共交通機関の利用方法を教える
•  銀行口座開設を支援する(必要な場合)
•  インターネットアクセス
•  安全で配慮の行き届いた家族環境
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アデレードヒル

ポートアデレード

アデレード空港

マクラレンバレー

バロッサバレー

西部ビーチ

グレネルグビーチ

アルディンガビーチ

アデレード

南オーストラリア州

Tasmania

Darwin

Cairns

Brisbane

Sydney

Canberra

Hobart

Melbourne

Perth

アデレード

アデレード都市部

主要道路

アデレードヒル

利点
南オーストラリア州では、すべての人にとって機会のあ
る、質の高いライフスタイルを送ることができます。南オー
ストラリア州の首都アデレードは、人々が親切で、訪問者
を歓迎する、洗練された都市であり、何度も世界のトップ
10にランクされています。
アデレードの特徴：
•  人口130万人のリラックスした沿岸の都市
•  多くの都市から直行便によるアクセス
•  青空と魅力的な遺産、自然環境に恵まれている
•  優れた交通網でよく計画された都市
• 中心となる高等教育、研修、研究拠点としての利便性
• オーストラリアの航空、道路、鉄道ネットワークの中心
•  活気ある多文化コミュニティ
•  生活、勉強、ビジネスするのに手頃な価格
•  芸術と文化の重要な中心
•  観光地や体験することが豊富にある

ホバート

メルボルン

パース

アデレード
シドニー

ブリスベン

86
89

78

アデレードはオーストラリアでも 
最も物価が手頃

2019年版「世界主要都市の生活費指標」
(ニューヨークを100とした場合)
この指標は製品・サービス価格(飲食、衣料、運輸業など)
を比較します

アデレードは 
14% 割安 

(シドニーと比較した場合)



申請方法
申請に関する相談は、教育機関または当社事務所にお問
い合わせください。認定エージェントの一覧は、ホームペ
ージの「エージェントを見つける」ページをご覧ください。
internationalstudents.sa.edu.au

適切なプログラムを見つける
南オーストラリア州政府教育機関は小学生および中高校
生を対象とした長期および短期の学習プログラムを提供
しています。
適切なプログラムを選択する際には、1年間の留学を希望
するか、それとも1年以上の留学を希望するかを考慮しま
す。7ページの「プログラムガイド」を使用して、プログラム
を確認することができます。

プログラムの料金
プログラムの料金については、ホームページの「プラグラ
ムの料金」ページで確認してください。

学校の選択
アデレード都市部と南オーストラリア州の地方に数多くの
認定学校があります。最適な学校を選択するために、次の
ことを考慮してください：
•  特定の才能や情熱を追求したいと思いますか?
•  特に学びたいと思っている特定の科目または興味があ

りますか。
• 英語以外の新しい言語を学び続けたいですか、または

新しい言語を学びたいですか。
•  キャリアの目標は何ですか。
•  アデレード都市部または南オーストラリア州の地方に

住み、勉強したいと考えていますか。

希望する学校を選ぶには、ウェブサイトの「中高校を選ぶ」
ページまたは「小学校を選ぶ」ページをご覧ください。

その他考慮すべきこと
ビザ
南オーストラリア州政府教育機関で勉強するには、オース
トラリアの学生ビザまたは観光/訪問者ビザが必要です。
オーストラリア留学中にこれらの要件を確実に満たすため
に、ビザ条件を読んで理解することが重要です。
ビザについては、Department of Home Affairs (ビザ
および移民サービス)のウェブサイト(以下を参照)にアク
セスするか、教育担当者に相談してください。

旅行保険
海外留学中に航空運賃や所有物が紛失または破損した
場合に備えて旅行保険に加入することをお勧めします。

生活費
授業料やホームステイ料に加えて、海外留学中に必要な
追加費用を用意しておく必要があります。これには、現地
の交通機関(南オーストラリア州ではオーストラリアで最も
格安の月額25ドルの割引料金で公共交通機関を利用でき
る)、携帯電話代、衣料品およびその他の個人的な費用、追
加の教材、学校の制服、遠足やキャンプなどが含まれます。
予算を作成するために追加費用を確認するには、ウェブサ
イトの「申請日と料金」ページをご覧ください。

南オーストラリア州政府教育機関 
www.internationalstudents.sa.edu.au
南オーストラリア州教育修了資格(SACE)
www.sace.sa.edu.au
ビザおよび移民サービス
https://immi.homeaffairs.gov.au
オーストラリア留学 
www.studyinaustralia.gov.au
南オーストラリア州へようこそ
www.southaustralia.com

ウェブサイトを閲覧する

私たちのチャネルを
フォローしてください
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入学登録プロセス
希望する留学プログラムに登録する際の指針として、このプロセスに従ってください。

必要な書類を添えて申請書
を提出してください。申請は
オンラインのみです。 申請書が評価され、受け入れ

られれば、Letter of Offer 
(LOO, 入学内定通知)を送付
します。

入学内定通知、Confirmation 
of Enrolment (COE, 入学許
可書)およびConfirmation 
of Appropriate and Welfare 
(CAAW,適切な宿泊施設と福祉の
確認書)を受け取ります。

観光ビザ保有者は、COEまたは
CAAWを必要としません。

01

ビザ申請書を提出します。05

02

南オーストラリア州アデレ
ードへのフライトを予約
し、フライトの詳細をお知ら
せください。

06

入学許可書を返送し、入学
内定通知に記載されてい
る料金の支払いを手配し
ます。

03

アデレードに到着すると、アデ
レード空港で出迎えられ、ホ
ームステイファミリーに紹介
されます。両親には、安全に到
着したことを通知します。

07

04
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申請について支援が必要な場合、留学エージェント
または私たちの事務所までお問い合わせください。
認定エージェントの一覧は、ウェブサイトの「エージ
ェントを探す」ページをご覧ください。
internationalstudents.sa.edu.au

支援が必要な場合



ライフスタイル

南オーストラリア州は、一年中どの季節でもリラックスした活動的

なライフスタイルを楽しめる場所です。生活しながら勉強するの

に最適な場所で、すぐに新しい生活に慣れることができます。

夏   12月 → 2月    暑くて乾燥している   25°C-35°C

秋 3月 → 5月 温暖で、多少の雨が降る 20°C-25°C

冬  6月 → 8月 多少の雨が降る  10°C-15°C

春  9月 → 11月   温暖  20°C-25°C

季節 月 気候 気温
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南オーストラリア州は、テクノロジー、研究、イノベー
ション、観光、および芸術の中心地として国際的に認
められており、さらに学問やキャリアを追求するため
に世界中から人々が集まっています。

エネルギー、防衛、製造、バイオサイ
エンス、水管理などの主要産業はす
べて南オーストラリア州に拠点を置
いています。

南オーストラリア州の観光産
業は、その独特の野生生物、
アドベンチャー活動、自然環
境を中心として成り立ってい
ます。

「フェスティバル・ステート(お祭りの州)」とし
て知られる南オーストラリア州は、芸術文化
が活発で、演劇が開催されています。アデレー
ド・フリンジ・フェスティバル、WOMADelaide
音楽フェスティバル、OzAsiaフェスティバル、
サントス・ツアー・ダウンアンダーなど、毎年大
規模な国際フェスティバルやスポーツイベン
トが開催されています。

南オーストラリア州は
また、鉱物、穀物、質の
高い海産物およびワイ
ンを世界に提供してい
ます。

機会
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南オーストラリア州には、体験や観光で楽しめる
ことがたくさんあります！アデレードには、買い物
からアドベンチャースポーツまで、誰もが楽しめ
ることがあり、アデレードはバロッサバレー、マレ
ー川、フリンダース山脈、アウトバック、カンガル
ー島の美しい自然環境や町並みへの入り口とな
っています。

体験
アデレード観光について 
いくつかご紹介します

  アデレード市内、動物園、博物館、店舗、 
カフェを探索します

  地方または国際的な文化フェスティバルを
体験します

  当社の野生生物公園でコアラを抱っこし
ます

  サーフィンやウィンドサーフィンを学びます
  美しい国立公園でブッシュウォーキングを楽

しみます 
  カンガルー島へフェリーで行きます
  地元のスポーツの試合や国際イベントを見

に行きます
  地元のアボリジニ遺産について学びます
  自転車に乗ったり、海辺で泳いだりします 
  フリンダース山脈とアウトバックを訪れます

観光や体験のアイデアについて
は、southaustralia.comを参照し
てください。
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オンライン
出発前
ハンドブックが
届くのを楽しみに
してください!

21 • INTERNATIONALSTUDENTS.SA.EDU.AU



南オーストラリア州 
政府教育機関
国際教育サービス 
教育省 
+61 8 8226 3402 
education.isp@sa.gov.au 
internationalstudents.sa.edu.au 

facebook.com/SAGSinternational 
youtube/SAGovtSchools 
instagram.com/
southaustraliangovschools
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