Curtin University
Last updated
2021/4/23
公立／私立

公立

所在地

Bentley, WA Australia

WEBサイト

http://www.curtin.edu.au/

交換留学に関する
http://international.curtin.edu.au/exchange-programs/student-exchange/
WEBサイト
学生数
学事暦

約37,500名（パースキャンパスのみ）
Semester 1：2月下旬～6月下旬

Semester 2 : 7月下旬～11月下旬

https://international.curtin.edu.au/exchange-programs/semester-dates/

学部一覧（URL） https://study.curtin.edu.au/study-areas/
講義内容

http://handbook.curtin.edu.au/unitSearchAdvanced.html

履修が難しい科目 Medicine, Law, Physiotherapy (PT), Nursing, Midwifery
留学期間

通年：2月～11月 （約9ヶ月間）

半期：2月～6月（4ヶ月間）

生活費（URL）

http://international.curtin.edu.au/pre-departure/budget/

滞在先

◆On-Campus Housing有り。

大学の特徴

オーストラリアの西オーストラリア州パース市に位置する州最大規模の総合大学で、オーストラリアで初
の工科大学として創立。カーティン工科大学(Curtin University of Technology)から名称が変更
された。海外の教育機関との提携に積極的で、留学生を多く受け入れている多国籍な雰囲気。西
オーストラリア州で最大規模を誇る教育機関であり、アジア太平洋地域（マレーシア、シンガポール含
む）にある9つのキャンパスで、9キャンパス4万7,000人を超える学生に教育を提供している。日本人
留学生は少なめ。もともと工科大学であった背景もあり、エンジニアやIT、資源関係、ヘルスサイエンス
といった理系分野に強みを持っていることも特徴。

パースのダウンタウンまではバスで30分ほど。パースはシドニー、メルボルン、ブリスベンに続くオーストラリ
ア第4の都市であり、太平洋側の東海岸に人口が集中しているオーストラリアで、唯一インド洋側の西
海岸に位置する主要都市。地中海性気候で過ごしやすく、ビーチと街並みはオーストラリアで一番美し
いと言われている。ヨーロッパ、アフリカとの関わりも深く、イギリスと南アフリカ共和国からの移民が特に多
大学・周辺の環境
い。西オーストラリア州は全豪最大の産金地帯であり、経済的に最も豊かな州として知られている。他
のオーストラリア州都への移動所要時間が長い事から、「世界一孤立した都市」とも呼ばれているが、
東南アジアは比較的に近い。（シンガポールまで飛行機で約5時間）2019年9月に羽田からの直行
便ができた。
※上記の内容は変更になる可能性があります。予めご了承ください。

Swinburne University of Technology
Last updated
2021/4/23
公立/私立

公立

所在地

Melbourne, VIC Australia

WEBサイト

http://www.swinburne.edu.au/

学生数

約43,000名

学事暦

1st semester : 2月下y図ん～6月下旬
2nd semester : 8月上旬～11月下旬
http://www.swinburne.edu.au/student-administration/calendar/

学部一覧（URL）

https://www.swinburne.edu.au/about/our-structure/organisationalstructure/faculties-departments/

講義内容

https://www.swinburne.edu.au/study/options/find/all-courses/

履修が難しい科目

Prerequisiteのある科目については、本学での履修実績（成績証明書）をもとに、履修可能か判
断される。

留学期間

通年：2月～11月（約9ヶ月間）

生活費（URL）

https://www.swinburne.edu.au/life-at-swinburne/living-in-melbourne/costsbanking/

学内寮

◆On-Campus Housing有り（Hawthornキャンパス）。1人部屋の一般的なResidence Hall
タイプのものや、2人～4人の部屋で1つのユニット（キッチン・バス/トイレは共同）をシェアするアパート
タイプの寮がある。

大学の特徴

オーストラリアで第2の都市、メルボルンにメインキャンパスを構える。工科大学と称されているが、ビジネ
ス、デザイン、メディア関連の授業も多く開講されている。ビクトリア州内に6つのキャンパスを持ち、学習
分野により通学キャンパスが異なるが、大半の交換留学生はHawthornまたはLilydaleのいずれかに
通う。特に物理学、デザインの分野では世界的に高く評価されている。

半期：2月～6月（約4ヶ月）

ダウンタウンまでは電車で10分ほど。大学のキャンパスは非常に治安のいいことで知られている「ホーソ
ン」に位置する。メルボルンはシドニーと比べると、歴史的な建物や文化が残り、落ち着いて住みやすい
印象だが、シドニーに劣らないビジネスの中心地である。メルボルンに本社を置く世界500強企業はシ
大学・周辺の環境 ドニーと同じ3社。また、2000年代からはシドニーより人口増加率が高く、2030年代にはシドニーをを
追い抜いてオーストラリア最大の都市になると予測されている。南半球のオーストラリア大陸で最南に位
置する州都であるため、オーストラリアの大都市の中で最も冷え込む。（7月の平均最低気温は
6.0℃）
※上記の内容は変更になる可能性があります。予めご了承ください。

University of Sydney
Last updated
2021/4/23
公立/私立

公立

所在地

Sydney, NSW Australia

WEBサイト

http://www.usyd.edu.au/

学生数

約64,000名

学事暦

1st semester : 2月下旬～6月下旬
2nd semester : 8月上旬～11月下旬
https://www.sydney.edu.au/students/key-dates.html

学部一覧（URL） https://www.sydney.edu.au/about-us/faculties-and-schools.html
http://www.usyd.edu.au/courses/?action=course_search_advanced
講義内容検索

授業はLecture（講義）と Tutorial（少人数によるディスカッションやプロジェクト） に分かれ、
Tutorialでは自主的な発言や記述する能力が問われる。

科目リスト

http://sydney.edu.au/future-students/documents/sydney-abroad-units.pdf

交換留学生は
履修できない科目

Restricted Disciplines
Postgraduate Medicine, Dentistry & Psychology are not open to exchange students.
Specialist units are assessed on a case by case basis.
Law, Veterinary Science and Media & Communications are open to students enrolled in
those specific degrees only.

留学期間

通年：2月～11月 （約9ヶ月間）

生活費（URL）

https://www.sydney.edu.au/study/accommodation/living-costs.html

学内寮

◆On-Campus Housing有り。
1人部屋、2人部屋や数名で1つのユニット（キッチン・バス/トイレは共同）をシェアなど多様。学生数
が多いことから人気のある寮は高倍率⇒早期申込が必要（Skype面接がある寮も）。
◆Off-Campus Housingもキャンパスから近く人気が高い。

大学の特徴

オーストラリア最古の大学で160年以上の歴史と伝統を持つ名門校、Group of Eight の代表格でもある。当
然のことながら、シドニーのあるニューサウスウェールズ州ではライバルのUniversity of New South Walesと共
に最も入学偏差値が高い大学。7学部が3つのカレッジ、健康科学、人文科学社会学、科学技術に属し、主な
学部は、医療、環境学、教育、工学、人文学、社会学、ＩＴ，科学、デザイン、ビジネス、法学となる。卒業生
にはオーストラリアの歴代首相、ノーベル賞受賞者、著名文化人など多数を輩出。200を超えるクラブ活動に加
え、カフェ、バー、スポーツ施設、演劇、更にはオーストラリア最古の学生新聞”Honi Soit”創刊など、学生生活も
活発。キャンパスは国家遺産としても登録されている。東京に事務局を置き、大学の情報を日本語で提供してい
る。（https://www.sydneyuni.jp/）

大学・周辺の環境

メインキャンパスには国家遺産にも登録されている歴史的な建物が立ち、緑に満ちた広場に囲まれている。大学
はアートギャラリーと2つの博物館を有し、常時展示の入れ替えが行われている。キャンパスはシドニー市街地にあ
るため、ダーリングハーバー、オペラハウス、チャイナタウン、ショッピングモールなどの観光地までのアクセスが容易。都
会タイプの人には最適な環境。但し、キャンパス周辺の家賃はオーストラリアの大学の中で最も高い。

半期：2月～6月（4ヶ月間）

※上記の内容は変更になる可能性があります。予めご了承ください。

University of Wollongong
Last updated
2021/4/23
公立／私立

公立

所在地

Wollongong, NSW Australia

WEBサイト

http://www.uow.edu.au/

交換留学に関する
https://www.uow.edu.au/study/study-abroad-exchange/studyabroad/
WEBサイト
学生数
学事暦

約36,000名
Autumn Session：2月下旬～6月下旬 Spring Session：7月下旬～11月下旬
https://www.uow.edu.au/student/dates/

学部一覧（URL） https://www.uow.edu.au/about/faculties/
講義内容

https://solss.uow.edu.au/apir/public_subjectview.call_main

交換留学生は
履修できない科目

Nursing

留学期間

通年：2月～11月 （約9ヶ月間）

生活費（URL）

https://www.uow.edu.au/study/move/costofliving/

学内寮

◆On-Campus Housing有り。

大学の特徴

シドニーの南68キロメートルに位置するウーロンゴンに、82ヘクタールの広大なキャンパスを持ち、5学部
21学科を擁する。留学生の数も多く、大学付属の語学センターUOWカレッジは、様々な英語プログ
ラムを開講している。学部は、オーストラリア国内で高い評価を受ける教育学部をはじめ、IT、商学、
法律、経済、芸術、工学、そして海洋学などがある。また、新しく医学部が創設され、医学とスポーツ
科学の分野にも力を入れている。東京に事務局を置き、大学の情報を日本語で提供している。
（http://uow-japan.com/html/index.php）

半期：2月～6月（4ヶ月間）

ウーロンゴンはオーストラリア大陸南東部沿岸、タスマン海に面する港湾都市。ニューサウスウェールズ州
大学・周辺の環境 に属し、州都で最大都市シドニーの南方68キロメートル、美しいコーストエリアに位置する。都市圏人
口は302,739人（2018年）で、ニューカッスルに次ぐ同州第3の規模の都市である。
※上記の内容は変更になる可能性があります。予めご了承ください。

Western Sydney Unviersity
Last updated
2021/4/23
公立／私立

公立

所在地

Sydney, NSW Australia

WEBサイト

https://www.westernsydney.edu.au/

交換留学に関する
https://www.westernsydney.edu.au/globalmobility/studyabroad/home
WEBサイト
学生数
学事暦

約48,500名
Autumn Session：2月下旬～6月下旬 Spring Session：7月下旬～11月下旬
https://www.westernsydney.edu.au/currentstudents/current_students/dates

学部一覧（URL） https://www.westernsydney.edu.au/western/sites
講義内容検索

http://handbook.westernsydney.edu.au/hbook/

↑講義内容検索
の使い方

https://www.westernsydney.edu.au/__data/assets/pdf_file/0003/700455/Unit_
selection_MOBILITY.pdf

交換留学生は
履修できない科目

Units in the School of Medicine and School of Nursing and Midwifery are not
available to exchange and study abroad students.

留学期間

通年：2月～11月 （約9ヶ月間）

生活費（URL）

https://www.westernsydney.edu.au/international/home/prepare_to_arrive/predeparture/sydney_lifestyle/cost_of_living

学内寮

◆各キャンパスのOn-Campusに寮を備えている。
以下ウェブサイトから申し込む↓↓
https://www.mystudentvillage.com/au/westernsydneyuv/

大学の特徴

1989年創立の比較的新しい学校だが、シドニー郊外に9学部、10か所のキャンパス
(Bankstown,Blacktown, Campbelltown, Hawkesbury, Lithgow, Nirimba, Sydney
City, SydneyOlympic Park, Parramatta, and Penrith)を持つ大規模大学として成長した。
メインキャンパスParramatta Campusには15,000人の学生が在籍し、シドニー市内からは電車で
25分程度。質の高い授業を提供しており、年間最優秀教師賞を2度受賞。スタディアブロードプログラ
ムには欧米圏の大学からの参加が大半であり、日本からの留学生は少ない。

半期：2月～6月（4ヶ月間）

Parramattaはシドニー市内から西へ23キロメートルに位置する衛星都市。Greater
WesternSydneyと呼ばれるこのエリアはシドニー市内より家賃が安く、近年は若夫婦に人気が高い。
大学・周辺の環境
シドニー市内が過密状態となっているため、ニュータウンとして注目されている。インドからの移民が多い
町なので、安くて美味しいインドカレー屋が多い。
※上記の内容は変更になる可能性があります。予めご了承ください。

