
  

オーストラリアン・ビジネス・アワード受賞 

一般社団法人 海外留学協議会（JAOS）正会員 

NPO法人 国際教育交流協議会（JAFSA）賛助会員 

NPO法人 日本インターンシップ推進協会（JIPC）会員 

語学留学 
(英語力アップ、ビジネス英語、語学試験対策 他） 

大学・大学院留学 

スタディーアブロード 

海外インターンシップ / 海外ボランティア 

キャリアアップ留学（語学＋資格） 
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英語力の目安 IELTSスコア 

こんな方におススメ！ 期間： 大学：3年間 

専門分野を究めたい 大学院：1～2年間 

海外の大学卒業資格がほしい 英語力： IELTS 6.0以上 

世界上位の大学で学びたい 費用： 1年間200万円程度～ 
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こんな方におススメ！ 期間：1週間～ 

 休暇を利用して語学を学びたい 英語力：初心者～ 

 語学の資格試験を受けたい 費用：1ヶ月30万円程度 

 海外の大学進学に備えた英語力アップ 

大学・大学院 

語学留学 

こんな方におススメ！  ・自分の職業観を養いたい  ・就職に役立てたい 
期間：2週間～   英語力：IELTS3.0以上   費用：1ヶ月30万円程度～ 

こんな方におススメ！  

 英語力はそれほど高くない 期間：6ヶ月 

 日本の大学は休学したくない 英語力：IELTS4.5程度～ 

 語学留学でなく現地学生と一緒に大学の科目を履修したい 費用：1年間200万円程度～ 

こんな方におススメ！ 期間：6～18ヶ月 

海外の大学に進学したい 英語力：IELTS4.5以上 

 費用：1年間200万円程度～ 

ファウンデーションコース 

スタディーアブロード 

インターンシップ 

こんな方におススメ！ 期間：6ヶ月～2年間 

 専門分野を究めたい 英語力：IELTS5.0程度～ 

 就活に役立てたい 費用：1年間200万円程度～ 

 語学プラスαのスキルを身につけたい    

専門学校 

１
週
間
～ 

半
年
間
～ 

３
年
間 

期
間 

２
週
間
～ 

１
年
間
～ 

あなたに合った留学プランは？ 



留学団体では唯一の受賞 

オーストラリア政府より 

ビジネスアワード受賞 

THE 

AWARDS 

AUSTRALIAN 

留学までのステップ 

カウンセリングと留学プランニング 12～6ヶ月前 

・留学に必要な書類の案内 

・教育システム、選考、単位についてなどの専門科目に関する相談 

・語学力や留学全般に関する相談 

・現在の英語力と入学までに必要な準備のアドバイス、留学費用全般に関する相談 

留学先・志望校の絞り込み  ６～５ヶ月前 

・学部カリキュラムの説明   ・資料の取り寄せ   ・入学条件の確認 

英語力強化対策  ６～５ヶ月前 

・TOEFL・IELTSテスト結果により、効果的な学習方法をアドバイス、入学条件の確認 
・必要に応じて事前英語研修の手配準備 
（TOEFL・TOEIC・英検講座：有料） 

留学オリエンテーション 
・アカデミックオリエンテーション   ・留学準備指導 

留学手続き・出願  ５～４ヶ月前 

・願書取り寄せ及び作成サポート   ・出願エッセイの書き方指導   ・滞在先の選択肢を説明 

現地英語研修・ディプロマコース・ファウンデーションコースの手配 

渡航手続き  2ヶ月前 

・学生ビザ申請代行手続き   ・航空券の手配   ・空港出迎えの手配   ・留学生保険の手配 

出発前オリエンテーション  10日前 

・出発直前のオリエンテーション 

【オリエンテーションの内容】 

荷物について、パスポートについて、ビザの延長、出入国手続き、渡航先の入国手続き、お金の 

管理、銀行口座開設の方法、寮・ホームステイなど生活面の注意点 

現地サポート  到着後 

・現地空港出迎え   ・現地生活オリエンテーション   ・生活相談    ・24時間緊急連絡サポート 
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出発前から帰国後まで安心サポート！ 

OKCのサポートはここが違う！ 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

現地サポート 帰国後 

帰国後もOKCがサポートします。 

OKCにてお申込みされた方は、帰国後

の就職サポートを受けられます。 

  

1.到着時出迎え＆オリエンテーション 

空港で現地スタッフがお出迎え。現地

生活の情報提供で、到着後の不安を

解消。滞在中の生活カウンセリング。 

資格取得サポート 
TOEIC・TOEFL・ケンブリッジ英検などの各種語学検定試験をアドバイスしています。 
ツアーコンダクターや、ホームヘルパー資格などの取得情報もご紹介しています。 

1.資料請求・無料説明会 
「留学しようかな」と思ったら、まずは資料請求。 

毎月開催している無料セミナーで情報収集。参加無

料なのでお気軽にご参加下さい。 

3.現地の学校紹介・手続き代行 
OKCはオーストラリア・ニュージーランド・カナダ・イギリ

ス・アメリカの大学・専門学校・語学学校と提携してい

ます。各学校のパンフレットなどを用いて「英語が話せ

るようになりたい！」「海外の大学で学びたい！」など、

皆さんの目的に合った学校やコースをご紹介。 

英語に自信がない方、お時間がない方でも代わって

お手続きをします。 

4.ビザの手続き 
留学する際に必要なビザは、各国で取得条件や申

請期間が異なります。OKCではオーストラリア・ニュー

ジーランドの学生ビザの代理申請を行っていますので、

英語に自信のない方でも安心です。 

5.空港出迎え・滞在先の手配 
OKCでは空港での出迎えサポートと寮、ホームステイ

などの滞在先の手配を行っております。訪れる国の文

化や風習を肌で感じるにはホームステイが最適。ホス

トファミリーとの交流から現地の生活や文化に早く慣れ

ることも期待できます。出発前に滞在先の住所や電

話番号がわかるので、ご家族も安心です。 

6.保険・航空券・各種カード等の手配 
OKCは、AIU保険会社の代理店として、海外傷害

保険のお手続きを行っております。また大手旅行代理

店と提携を結び、最新格安航空券のご案内もしてい

ます。 

さらに、海外生活に便利なクレジットカード、国際電

話カード、また海外携帯電話などのご紹介もしていま

すので、ぜひご利用下さい。 

日本医学交流協会医療団 

海外で習得した語学や技術を活かそう！ 

-- ご相談できる主な職種 -- 

▮薬剤師、看護士、介護福祉士などの医療

従事者 

▮病院受付・事務 

▮ホームヘルパー２級資格取得の紹介  

株式会社フォーディ 
語学力を活かして 

グローバルに活躍しませんか！ 

-- ご相談できる主な職種 -- 

▮貿易事務（輸出・輸入全般） 

▮外資系企業での英文事務、秘書 

▮外資系メーカーでの海外受発注事務  

TOEIC®得点アップ講座 

企業への就職で必須資格 

 グローバル企業の 
社員研修で実績多数  

▮3ヵ月で200点アップを目指す講座 

▮500点/730点/900点取得の3コース 

Global ACE 
勤労青少年の国際交流を活用した 

キャリア形成支援事業 

(厚生労働省委託事業) 

▮渡航前・滞在中・帰国後という長期間に

わたってキャリア形成を指導 

▮海外就業体験人材に対応できるキャリア
コンサルタントがサポート 

▮明確な目的と、計画的な過ごし方で、確
かな就職 

2.個別無料カウンセリング 
留学の関心が高まってきたら、次はカウンセリング。皆

さんの悩みや疑問を経験豊富なカウンセラーが個別に

解消します。ご予算に応じて各学校の見積りも行って

いますので、お電話、インターネットからご都合の良い

日時をご予約下さい。 

上記サポート内容は登録地域により異なりますので、お申込み前にご確認下さい。 

出発前 

2.緊急時サポート 

（病気・事故・盗難） 

緊急時に全都市にて24時間の日本語

緊急サポートを受けることが出来ます。 
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3.住居探しのお手伝い 

アパート等の見つけ方、契約時の諸注

意、電気・ガス・電話などの開設方法

等のご案内。 

4.アルバイトの相談 

アルバイトの紹介、または見つけ方、履

歴書の作成方法、面接時の心得など

の情報提供・相談。 

5.ボランティア・各種資格案内・相談 

環境保護や福祉ボランティア、インター

ンシップ、各種資格など様々なコースの

情報提供をしています。 

6.各種旅行案内 

日帰りツアーから周遊旅行まで旅の相

談を行っています。 

おすすめ観光スポットなどもご紹介 

7.レンタル携帯電話 手配・案内 

出発前に番号が分かるので安心。事

前にご家族や友人に伝えて置くことが

出来ます。 

8.日本語インターネット利用 

日本の家族や友達にe-mailが送れま

す。海外生活の近況報告をして日本

のみんなを安心させてあげましょう。 



OKC直営オフィス 

CANADA（カナダ） 

ENGLAND（イギリス） 

AMERICA（アメリカ）      

■バンクーバー ■トロント 
  

■ロンドン  
  

■サンフランシスコ ■ロサンゼルス ■ニューヨーク 
■アトランタ ■シカゴ 

AUSTRALIA 

日本人アドバイザー 

  

※赤太字はOKCの直営オフィス 

NEW ZEALAND 

日本人アドバイザー 

  
  

※赤太字はOKCの直営オフィス 

ケアンズ 

ブリスベン 
ゴールドコースト 

シドニー 
メルボルン 

タスマニア 

パース 

アデレード 

オークランド 

フィティアンガ 

ウェリントン 

クライストチャーチ 

ダニーデン 

クィーンズタウン 

海外日本人アドバイザーネットワーク 
OKCではオーストラリア・ニュージーランド・カナダ・イギリス・アメリカ・ドイツ・フランス・韓国など20ヶ国40都

市に現地オフィスまたは日本人アドバイザーを配置しております。到着時のオリエンテーション、悩み事の相談をはじ

め、緊急時にはその都度対応していますので、初めて訪れる国でも安心して留学生活を過ごすことが出来ます。 
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WELLINGTON 

SYDNEY 

BRISBANE 

AUCKLAND 

CHRISTCHURCH 



留学の特色 
オーストラリア・ニュージーランド 

カナダ・イギリス・アメリカ 

学校の種類  
  

  

 

  

オーストラリア 
ニュージーランド 

環境保全、動物保護、社会福祉の先進

国として知られる両国は国家として留学

生を保護する法規定を有することもあり、

ヨーロッパ、アジア、南米など世界中から留

学生が集まり、友人となれるチャンスがあり

ます。とても親日的で、日本語を学ぶ学

生が多いのが特徴的です。また、世界で

も有数の治安の良い国として知られ、安

心して勉強に集中することができます。 

 

カナダ 
◆自然が豊かで、アウトドアやウィンタースポーツが楽しめる。 

◆英語+公用語のフランス語も勉強できる。  

イギリス 
◆正統派の英語を学べる。重厚な歴史と文化を実感。  

◆ヨーロッパ諸国と行き来がしやすい。  

アメリカ 
◆世界的に有名な美術館や博物館が身近にある。  

◆世界で一番留学生を受け入れている国。  

  

大学 
オーストラリアの大学は40あり、

私立大学３校を除き国公立大学で

す。ニュージーランドの8大学は全

て国立大学です。どちらの国も留

学生の受入れはとても積極的です。

日本の学士にあたるバチェラーは

通常3年で取得が可能です。また、

日本にはない特徴として、異なる

２つのバチェラーコースを4～5年

かけて履修し、２つの学士を同時

に取得するというダブルディグ

リーという制度もあります。オー

ストラリアやニュージーランドの

大学は非常に専門性が高く、英米

大学との単位互換もあり世界的に

も高く評価されています。 

大学準備コース 

日本の最終学歴が高校卒業でオーストラリア・

ニュージーランド・イギリスの大学に進学した

い場合、「ファウンデーションコース」と呼ば

れる大学準備コースを受講する必要がありま

す。    

通常１年間で、希望する大学の付属校または提

携校のコースを受講します。一般教養を勉強す

るほかに、英語のレベルアップや大学での授業

の受け方など実践的なスキルも学びます。コー

スをある一定の成績で修了すれば、提携してい

る大学への入学が認められる仮入学的な扱いが

一般的。（高等学校を卒業してから短大・専門

学校など１年以上の学歴がある方は通常一般教

養は修了しているとみなされ、大学準備コース

を受講する必要が無い場合もあります）。 

大学院 
オーストラリア・ニュージーラン

ドの大学院は多くの大学に設置さ

れています。日本の大学院は２年

の修士号コースが主流ですが、

ニュージーランドでは１年で修了

できるコースもあります。両国の

大学院の多くは２種類のプログラ

ム内容に分かれています。１つは

「コースワーク」で、ゼミや講義

を中心とするプログラム。２つ目

は「リサーチ」を中心としたもの

で、教授のもとで自分独自の研究

分野を追及します。研究対象にあ

わせて柔軟にプログラムを決定で

きるのは、現地大学院の大きな魅

力の一つです。 

専門学校 
公立専門学校はオーストラリアでは TAFE（Technical And 

Further Education）、ニュージーランドではポリテクニックと

呼ばれています。どちらも職業に直結した実践的な教育、及び成

人教育を幅広く提供しており、コースのレベルに差がなく、取得

資格も全国共通となっています。また大学の学士にあたる課程も

あり、柔軟に大学に編入できる制度もあります。私立の専門学校

は単科専門学校が多く、各学校独自のカリキュラムで構成されて

います。どちらも「グローバル人材」として評価される職業に直

結したスキルと知識を学べ、近年人気です。 

語学学校 
オーストラリア・ニュージーランド・カナダ・イギリス・

アメリカには多くの語学学校があり、各主要都市に集中し

ている傾向があります。 

大学付属、公立・私立専門学校の付属と、私立の語学学校

の３種類があります。 

一般英語コースでは英語のレベルに関係なくどの学校へも

入学が可能です。そのほか大学進学のためのコースから語

学資格対策コース、ビジネス英語コースなど多種多様なプ

ログラムが設置されています。 
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学力 
海外の大学へ出願する際、入試ようなテストはございません。代わ

りに入学審査があり、高校（編入の場合は大学も）の成績を提出し

ます。日本と同様に、難関大学ほど良い成績が求められるため、世

界ランキング上位の大学を目指したい人は、高校（または大学）時

代に、英語だけでなく、ほかの科目でもよい成績を修めておく必要

があります。 

成績としては、日本の5段階評価の成績で平均3.0以上が目安になり

ます。また、選考したい学部・学科によって評価される科目も変わ

ります。 

大学院へ進学の場合は、GPAが必要になります。GPA3.0は確保し

たいです。 

GPA算出方法 
GPA(Grade Point Average:大学での学業成績の平均値)は0～4の

5段階で表され、算出方法は以下の通りです。 

換算したポイントを合計して総単位数で割ったものがGPAになります。 

※日本の大学でのGPA算出方法は海外と異なる場合があります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

英語力 
授業についていけるだけの英語力が必要です。出願時には英語力を測

る英語テストのスコア（イギリス、オーストラリア、ニュージーラン

ドの場合はIELTS、カナダ・アメリカの場合はTOEFL）が必要になる

ので、事前に受験しておきましょう。また、実用英語検定（英検）が

認められる大学が増えてきているので、英検の受験もオススメです。

多くは留学生の受け入れ態勢が整っており、英語テストのスコアが十

分でない留学生のために、条件付き入学制度を用意しています。 

英語力が入学基準に達していない場合は、条件付入学制度があります。 

 
主にオーストラリア、ニュージーランド、

イギリスなどの専門学校・大学・大

学院への留学を希望する場合、学

校側から英語力を判断するために

提出を求められるテストです。 

結果はBAND1～9の9段階で評価

されます。（BAND1は英語でのコ

ミュニケーションは不可能、BAND9

は完全に英語を理解していると評

価される） 

  

 

英語を母国語としない人を対象に

した、主にカナダ・アメリカの大学進

学の際に必要な英語力判定テスト。 

TOEFLはコンピューターを使用しテ

ストで、読む・聞く・書く・話すの4技

能テストとなります。 

iBTは各セクション30点、合計120

点満点のテストです。 

  

 

1963年に日本でスタートした英語

力を判断するテスト。英検の正式

呼称は「実用英語技能検定」。 

年３回、受験ができ、他の英語判

定テストの受験料に比べてリーズナ

ブル。 

近年は公式英語力と評価する海

外大学も多くなっています。 

 
日本をはじめとして、アジア・ヨー

ロッパ・アメリカ各地で利用されて

いる英語検定資格。学校の語学

力判定には利用されていませんが、

働く現場でのコミュニケーションの

能力を図るテストのため、帰国後

の就職には役立ちます。 

合否テストではなく、スコアで自分

の英語力を知ることができ、990

点が満点となります。 

  

日本での成績 
5 4 3 2 1 

A B C D F 

ポイント 4 3 2 1 0 

TOEFL 
IELTS TOEIC 英検 条件 

iBT PBT 

9.0 

条件なし 

120 677 8.5 

114-115 650-653 8.0 

111-112 640-643 
7.5 

1級 100 600-603 

98-99 597 7.0 

Aレベル 
860-990 

96-97 590-593 
6.5 

準1級 

79-80 550 

77-78 547 6.0 

Bレベル 
730-855 

71 527-530 
5.5 

英語学校

10週間 61 500 

52 470-473 5.0 

Cレベル 
470-725 

2級 
20週間 

48 460 4.5 30週間 

47 457 
4.0 

準2級 

  

45-46 450-453 

36-37 420 3.5 

32 400-403 3.0 

Dレベル 
220-465 

3級 
24 370-373 

2.5 
19-20 347-350 

4級 12 

310 

2.0 

5 1.5 Eレベル 

0 1.0 10-215 5級 

■大学入学のための学力＆英語力 
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語学留学  
年齢を問いません POINT-1 

児童からシニアの方まで、語学習得をされたい方であれば年齢を問わず参加できるプログラム 

現在の語学力を問いません POINT-2 

全くの初心者の方でも参加できるコース 

  

期間は自由に設定できます POINT-3 

留学期間は１週間から自由に設定することができます。 

  

英語以外の語学留学も可能 POINT-4 

ドイツ語、フランス語、スペイン語等英語以外の語学留学も可能。 

インターンシップ・ボランティアの手配も可能 POINT-5 

オーストラリア、ニュージーランド 

英語を話せるようになるためのサポートがあります POINT-6 

国内でTOEIC®テスト講座、TOEFL®テスト講座や英検講座を開講 

  

  

  

  

「英語力を上げたい」 「キャリアアップにつなげたい」 「具体的な目標はな
いけど留学してみたい」など、どんな方でもぴったりなプランが見つかるのが
語学留学です。 

▮一般英語コース 

読む・書く・話す・聞くを総合的に勉強。特に、聞く能力と
話す能力を焦点に、コミュニケーションスキルを伸ばすこと
に重点が置かれます。英語が初級レベルの人は、特殊コース
に入学する前にこのコースで基礎を身につけてから専門的な
コースへと編入するのが一般的です。 

▮進学準備コース 

大学や専門学校の授業に必要な英語力、専門用語や専門知識、

講義の聞き方、ノートの取り方、レポートの書き方などを勉

強します。講義を想定したディスカッションをしたり、レ

ポートを提出したりと実践的です。 

▮ビジネス英語コース 

ビジネスシーンに必要な単語や、ビジネスレターの書き方な
ど、きちんと勉強しないと身につかないような英語を勉強し
ます。 
英語を使った仕事をしたいと思っている方にもオススメです。
クラスメートに各国のビジネスマンが多い環境も特徴です。 

▮検定コース 

TOEICやTOEFL、ケンブリッジ英検など検定試験のための
コース。帰国してからもアピールできるような高スコアを取
れば語学留学の成果も実証されます。このようなコースは4～
8週間ほどで履修できるコースもあるので、比較的受けやすい
でしょう。 

▮TESOLコース 

英語を母国語としない人への英語教授法を学ぶ英語教師養成/

資格取得コースです。短期間で学べるものもあり、日本での

キャリアアップとしても人気があります。 

▮児童英語教師養成コース 
▮小学校英語指導者資格（J-shine）取得コース 

日本でも需要が高まっている幼児や小学生のための英語教師

養成コース。2週間の短期から教育実習が受けられる本格的な

コースまであるので、自分の目標に合わせて学べます。 

▮一般英語コース+インターンシップorボランティア 

英語を勉強した後に、社会福祉活動や幼児教育などのボラン
ティアや企業でのインターンシップも出来ます。帰国後もア
ピールできるのでオススメです。 

▮一般英語コース+アクティビティ 

語学学校に中には英語の勉強にプラスしてスキューバダイビン
グやブッシュウォーク、またアロマセラピーを学べるところも
あります。楽しみながら学校生活を送りたい人にオススメです。 

語学留学で出来る勉強例 
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語学留学のモデルプラン 

平石 実希さん  UNIQUE NEW ZEALAND  語学留学 
２か月間ユニークで英語を勉強しました。学校では様々な国の学生と交流しまし

た。南米や、サウジアラビアからの学生も多く、ニュージー以外の文化も知ることが

でき貴重な経験でした！ 

ホストファミリーにも恵まれ、家にいるときはリビングで宿題をしたり、積極的にコミュ

ニケーションが取れるよう配慮してくれて居心地良かったです。 

授業は文法は簡単でしたが話すのに苦労しました。初めは戸惑ったこともありましたが、学校にいる日本人

スタッフや現地でできた友人に相談し、すぐになじめるようになり、特に困ったことはなかったです。ただお店が

閉まるのが早い事と、ホストファミリーが寝るのが9時くらいでその習慣の違いに驚きました。 

オークランドシティへはバスで40分くらいかかりましたが、近くにモールもあり、ふだん特に不便なことはなかった

です。 

週末には羊と触れ合ったり・・・授業で英語を学んだだけでなく、さまざま人々との出会いや、日々の生活の

中で色々な経験ができました。  

1週間 2週間 3週間 4週間 

ツアーガイド・インターンシップ（2週間） 英語研修（2週間） 

４週間のモデルプラン   夏休みを利用して、就職活動のアピールにつなげたい大学生のＡさん 

日本の大学で観光関係の勉強をしているので、夏休みを利用してシドニーでツアーガイドのインターンシップを2週間経験する。その前に2

週間の英語研修をしてウォームアップ。バスドライバーなど関係者とのやり取りは主に英語なので初めは大変だが、オーストラリア人スタッフ

と仲良くなったり、仕事で使った英語も勉強になった。この経験は日本で必ず役に立てたい。 

  

教育実習（2週間） 

1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 

一般英語コース（4週間） 児童英語教師養成コース（6週間） 

留学する前は日本で保育士をしていたが、以前から英語にも興味があったため、今までの経験も生かせる児童英語教

師の道を選んだ。授業では英語の歌やゲームの仕方、心理学など多岐に渡って学んだのでとても楽しかった。 

最後には教育実習もしたので自信をつけて帰国することができ、現在は目標通り日本で子供たちに英語を教えている。 

  

3ヶ月間のモデルプラン  日本で子供に英語を教えたいと考えているＢさん 

TOEIC対策コース（2ヶ月） 

6ヶ月 10ヶ月  

一般英語コース（6ヶ月） 

8ヶ月 

ビジネス英語コース（2ヶ月） 

英語はもともと得意ではなく、TOEICのスコアは450点で、入学時の英語のレベルは初級だった。 

ビジネス英語コースとTOEIC対策コースを受講するには、最低でもインターミディエイト以上のレベルに達しないと受講できないので、レベル

を2段階上げるために一般英語を受講して、ビジネス英語とTOEIC対策コースに挑む。留学前はTOEIC680点取得を目標にしていたが、

最終的には800点以上取ることができ大きく目標を上回ることができた。 

  
  

10ヶ月間のモデルプラン ビジネスとTOEIC対策コースを受講キャリアアップにつなげたいＣさん 

検定コース（3ヶ月） 

６ヶ月 ９ヶ月 12ヶ月 

一般英語コース（6ヶ月） 進学準備コース（3ヶ月） 

日本の高校を卒業し、大学進学を考えている。まだ英語力がないのでまずは英語力アップのため1年間英語を勉強する。 

基礎力がないので、基礎からしっかり学べる一般英語コースで半年間学び、その後は大学進学に必要な英語資格を取得するため検定

コースと進学準備コースに進んだ。まだ何を勉強するかはっきり決めてはいないが、環境学を学べたら良いと考えている。 

１年間のモデルプラン 大学進学に向け、語学学校で英語を勉強する高校生のDさん 
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参加者の体験談 



オーストラリア・ニュージーランドの大学では、日本よりもいろいろな種類の学位や資格が取得可能です。 

学位資格 

Bachelor’s（学士号） 
3年間（一部例外もあり） 

Master’s（修士号） 
1～2年間 

Doctoral（博士号） 
1～2年間 

※3 グループオブエイト（Group of Eight）・・・・オーストラリアの大学・大学院の中で
特に優れた8大学がグループオブエイトと呼ばれる大学群を形成。 

海外大学進学モデルプラン 

日 本 公 式 代 理 店 大学・大学院留学 
オーストラリアやニュージーランドの大学はほとんどが国公立であり、国によって教育の質のコントロールが行われて
いるため、世界的にも高い水準を誇っています。 

進学準備コース。大学教育を受けるのに十
分な学問的知識や英語力、スタディスキル
の習得を目的とする、留学生対象の進学準
備コース。 

ファウンデーションコース※2 

University of New South Wales 

ニューサウスウェールズ大学 

オーストラリア シドニー 

1949年の設立以来、400以上も

の多彩な学科と130カ国の国籍の

留学生を受け入れている大規模で

国際的な大学です。本校舎は、シ

ドニー市内からバスで20分のケ

ンジントンにあります。一般英語

コースは、近代的なスポーツジム

を備えたランドウィック校舎にあ

り、英語に翻訳やビジネスをプラ

スしたコースやツーリズム英語な

どを勉強できます。 

 

世界大学ランキング52位。 

※3 グループオブエイト 
（Group of Eight） 

The University of Auckland 

オークランド大学 

ニュージーランド オークランド 

オークランド大学はニュージーラ

ンドに於ける最高学府です。コス

モポリタンシティで知られるオー

クランドの市内中心に位置する大

学 は 、 1883 年 に 設 立 さ れ た

ニュージーランドで最大規模の大

学でもあります。市内中心に5つ

のキャンパスを持ち、アジア、英

国など海外の有名大学と密接な関

係を保っているのが特徴のひとつ。 

 

世界大学ランキング68位。 

英語集中コース※1 
（5週間～1年間） 

高校卒業者（高等学校3年） 

ファウンデーションコース※2 （1年間） 

大学2年生（1年間） 

大学院（1年間） 卒 業 

大学1年生（1年間） 

大学3年生（1年間） 

※1 英語集中コースの有無・期間は、個々の英語能力により異なります。 

渡
航
後 

渡
航
前 
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オーストラリア・ニュージーランドにある多くの大学・大学院の 

日本公式代理店として、願書受付・入学審査・手続きを行っております。               日 本 公 式 代 理 店 

Monash University 
モナシュ大学 

オーストラリア シドニー 

1961年クレイトン校から始まりメルボルン周辺に6つの

キャンパスを所有。市内から車で約30分のキャンパスが

一番大きく、英語センターも設置。大学入学のための

EAPコースが充実しており、ブリッジングコースもある。海
外校を持ち、世界各国の大学と提携があるため留学生

が多く、また9割近い就職率を誇る大学としても知られて

います。 

※グループオブエイト（Group of Eight） 

Auckland University of Technology 
オークランド工科大学 

ニュージーランド オークランド 

NZのなかで一番新しい大学。専門学校が前身だっ

たので、コースも1年のディプロマから3年の学士まで取

得可能です。他の大学に比べより実践的なことを学

べるだけでなく、各産業との強い結びつきにより、高い

就職率を誇っています。英語コースはAUT本校舎の

建物で受講可能。 

オーストラリア コフスハーバー 

3つのキャンパスがあり、ブリスベンから車で2時間半のリ

ズモアがメイン校舎。英語コースは、ブリスベンから車で7

時間の町コフスハーバー校舎にあります。近隣は、美し

いビーチや森林公園がある恵まれた環境。各産業と結

びつきが強く、各コースではインターンを含め、実践的な

勉強ができます。 

Southern Cross University 
サザンクロス大学 

University of Otago 
オタゴ大学 

ニュージーランド ダニーデン 

1869年創立。ニュージーランドで最も古い歴史と伝統
を誇るオタゴ大学は、世界のトップ100大学に選ばれる
実績を持っています。医療に関する学問で高名です。
キャンパスは英国調で学生の町ダニーデンにあり、近く
に主要施設が揃っています。英語コースは主に大学進
学者向けになっており、TOEICやTOEFLのテストセン
ターにもなっています。 

University of Western Sydney 

西シドニー大学 

オーストラリア シドニー 

シドニー郊外に6つのキャンパスを持ち、

70ヶ国から3000人以上の留学生を

受け入れています。翻訳の分野で有

名です。英語コースはブルーマウンテン

近くのペンリースキャンパスにあり、アット

ホームなレッスンが受けられます。ほとん

どの学生が自然豊かで、アクセス便利

な徒歩圏内に住んでいます。 

University of New England 

ニューイングランド大学 

オーストラリア アーミデール郊外 

1954年の創立以来、遠隔教育に

力を入れており、学生数の80％以

上にあたる15,000人が通信教育

で学んでいる。最新の研究設備と

高度なリサーチトレーニングを提供す

る大学として化学、教育、IT、環境

などのコースがある。 

Massey University 
マッセイ大学 

ニュージーランド パーマストン ウェリントン オークランド 

マッセイ大学は1928年に時の首相

W・マッセイの名をとり農学部関係

の単科大学として設立。留学生の

ために大学準備プログラムに加え、

実用的な英語コースも提供。パーマ

ストン、ウェリントン、オークランドに

キャンパスがあり、学生は図書館や

その他施設を利用可能です。 

James Cook University 

ジェームズクック大学 

オーストラリア タウンズビル ケアンズ ブリスベン 

1970年に設立の大学は、クイーン

ズランド州で2番目に古い伝統ある

大学。熱帯研究における名門校で、

海洋生物学、自然保護学、環境

学などのプログラムが人気。海に近

いケアンズ校舎では、留学生へのサ

ポート体制が行き届いている。 

Victoria University of Wellington 

ビクトリア大学 

ニュージーランド ウェリントン 

1897年に設立され、市内から徒歩

圏内の街とハーバーを見下ろす高台に

メインキャンパスを構えています。首都

だけに、経済界・政府官庁・法曹界な

どの主要人物をゲスト講師に招いた授

業や公園を提供できる利点が多い大

学です。英語センターは、英語教授法

として有名です。 

University of Wollongong 

ウーロンゴン大学 

オーストラリア ウーロンゴン 

シドニーから南へ車で約90分の都市

ウーロンゴンに1951年に設立された

大学。ウーロンゴンは美しい海と世界

一大きな寺院がある町としても知られ、

大学は特にコンピューターの分野で世

界的な評価を得ています。英語コース

では、一般英語以外に英語学習と大

学の学部の授業を聴講できるコースを

提供しています。 

Griffith University 

グリフィス大学 

オーストラリア ブリスベン ゴールドコースト 

1971年に設立の大学は、ブリスベンと

ゴールドコーストの計6カ所にキャンパス

を持っています。英語コースがあるのは、

ブリスベン市内からバスで約15分ほど

のネーザン校とゴールドコースト校。

ネーザン校は国有林の中に位置して

いる。約47カ国の留学生が在籍して

おり、積極的な国際交流が楽しめます。 

Australian Catholic University 

オーストラリアンカソリック大学 

オーストラリア ブリスベン 他6都市 

カソリック系教育機関に由来する伝統
ある大学。付属の英語コースの生徒
でも大学のすべての施設が利用可能。
看護学の分野で有名。高資格を保
持した経験豊富な教師陣をそろえ、
様々な目的に従ってカリキュラムされた
色々なコースをオファーしている。特に
大学進学目的に設置されている
IELTS準備コース、本科ダイレクト
EAPコースは、高い実績を誇る。 

Bond University 

ボンド大学 

オーストラリア ゴールドコースト 

1988年に設立されたオーストラリアに

2つしかない私立大学のうちのひとつ。

華やかなキャンパスで有名。ユニークな

1年3学期制を採用しており、取得方

法によっては、わずか2年で学位が取

得することも可能。私学らしくきめ細か

な学生指導が特長。英語コースは最

新の英語教授法、学習メソッドに基づ

いています。 
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ACG（Academic College Group） 
Academic College Groupは、小学校や英語学校、ビジネス学校などを持つ一大カレッジグループです。 総学生数は千人を超
え、ニュージーランド国内でも高いレベルの学校の１つです。 バラエティーに富んだコースが用意されており、幅広い選択科
目から選べますので、それぞれの目的にあった能力を身につけることができる学校です。 

 

  

・入学日： 年に2～3回（1月、7月など） 
・このコースを修了すれば、以下の2大学への入学が保証される。 
・期間： 30～59週間（英語力や成績によって異なる） 

オークランド大学 オークランド工科大学 
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Taylors College 
オークランド大学やマッセイ大学などニュージーランドの大学へ入学するための大学進学準備コース（ファウンデーション・
コース）を提供している学校で、世界的な教育機関「Study Group」が運営しています。 

 

 

・入学日：年に2～3回（1月、7月など） 
・このコースを修了すれば、以下の3大学への入学が保証される。 
・期 間：30～59週間（英語力や成績によって異なる） 

オークランド大学 オークランド工科大学 マッセイ大学 

 

・入学日：年に2回（1月、7月）  
・このコースを修了すれば、シドニー大学への入学が保証される。 
・期 間：29～59週間（英語力や成績によって異なる） 

シドニー大学 

ファウンデーションコース 



海外国公立大学進学プログラム 提携校 

  

海外国公立大学 進学プログラム 

海外国公立大学進学プログラムの特徴は最短２年８ヶ月という短期(オーストラリア、ニュージーランド)で卒業できること

です。また大学側が、留学生向けに配慮された少人数クラス編成やカリキュラムを用意していることから一般的な海外大

学進学に比較して入学から卒業までよりスムーズに進むことができるのが大きな特徴です。 

学べる分野について 
専攻分野は多岐にわたります。多彩な分野の中にきっ

とあなたが「本気で学びたい」ものが見つかります。 

【犯罪学系・刑事司法学系、スポーツ科学系、
看護学系、栄養学系、生物学部系】等 

【ツーリズム・ホテルマネージメント系】 

ツーリズムマネージメント、ホテルマネージメント、ス
ポーツマネージメント、イベントマネージメント、国際
ツーリズム等 

【マネージメント系】 

国際ビジネス、会計学、財政学、経済学、フィナンシャ
ル・プランニング、マーケティング、雇用関係、健康・
安全管理学、マネージメント、人材管理、インフォメー
ションシステム、ロジスティクス等 

【コミュニケーション系】 

ジャーナリズム、アドバータイジング、PR、台本作成、
放送、マスコミュニケーション、メディア文化学等 

【人文系】 

文化人類学、考古学、言語学、統計学、女性学、歴史学、
地理学、美術史、フィルム・スタディーズ等 

【工学系】 

シビル・デザイン、航空学、機械工学、海岸工学、電
子・コンピューター工学、コミュニケーション工学、制
御システム工学、コンピューターシステム工学、生物工
学、環境工学、ソフトウェア・エンジニアリング、ミク
ロ電子工学、環境維持エネルギーシステム、地球科学、
ナノテクノロジー等 

【グラフィックデザイン系】 

ビジュアル・コミュニケーション・デザイン、インテリ
ア・デザイン、商品デザイン、グラフィックデザイン、
3D等 

【インフォメーションテクノロジー（IT）系】 

インテリジェントコンピューティング・システム、ゲー
ムプログラミング、インフォメーションシステム等 

【生物化学系】 

生化学、分子生物学、微生物学、臨床科学、法科学等 

【法学系】 

国際海事法学、国際貿易法学、国際通商法、国際関係学、
戦争・社会学、 対テロリズム学等 

海外国公立大学進学モデルプラン 

※1 英語集中コースの有無・期間は、個々の英語能力により異なります。 
  
※2 ディプロマコースは、オーストラリア・ニュージーランド・イギリスの大学編入コース、UTP・

UPPコースは、アメリカ・カナダの大学編入コースの名称です。 

■マッコーリー大学 ■ディーキン大学 ■サイモン・フレーザー大学 ■マニトバ大学 

■サウスオーストラリア大学 ■ラ・トローブ大学 ■カンタベリー大学 

■グリフィス大学 ■アデレード大学 ■マサチューセッツ大学ボストン校 

■エディス・コーワン大学 ■フリンダース大学 ■マサチューセッツ大学ダートマス校 

■カーティン工科大学 ■ニューキャッスル大学 ■マサチューセッツ大学ローエル校 

■スウォンジー大学 ■アングリア・ラスキン大学 ■ハートフォードシャー大学 ■プリマス大学 

■ブルネル大学 ■ポーツマス大学 ■バーミンガムシティ大学 ■ロバートゴードン大学 
  

オーストラリア カナダ ニュージーランド アメリカ イギリス 

渡
航
後 

渡
航
前 

英語集中コース※1 
（5週間～1年間） 

高校卒業者（高等学校3年） 

ディプロマコース、UTP・UPPコース※2 

（1年間） 

オーストラリア・ニュージーランド 
イギリスの場合 

カナダ・アメリカの場合 

大学3年生 

大学4年生 

卒業 

大学2年生 
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Study Abroadのメリットは何といっても、留学中に学んだ学部の授業や語学力など、留学で得たことの多くを就職活動に活

かすことができる点です。また、単なる語学留学ではないため、日本の大学で休学扱いにならないで留学が可能になるケース

が多いです。（在籍している大学や学部、専攻によって制度が異なりますので、在籍している大学にご相談下さい） 

大学の施設を利用できたり、現地の大学生との交流ができたりと、一般的な語学留学とは異なる多くのメリットがあります 

ウーロンゴン大学 
（University of Wollongong） 

国 オーストラリア／ニューサウスウェールズ州 

都 市 シドニー NSW            学生数 約13,000名 

特 徴 シドニーから南へ車で約90分の都市ウーロンゴ

ンに、1951年に設立された大学。ウーロンゴン

は美しい海と世界一大きな寺院がある町として

も知られ、大学は特にコンピューターの分野で

世界的な評価を得ています。英語コースでは一

般英語以外に英語学習と大学の学部の授業を聴

講できるコースを提供しています。 

 グリフィス大学 
（Griffith University） 

国 オーストラリア／クイーンズランド州 

都 市 ブリスベン QLD            学生数 約36,000名 

特 徴  ブリスベンにメインキャンパスがあり、自然

環境に恵まれたゴールドコーストなど５つの

キャンパスを持つ 

 伝統にとらわれない学際的なプログラムを数

多く持つ 

 産学協同で開発されたプログラムは、学生の

ニーズにもマッチしており、就職率も高い 

サンシャインコースト大学 
（University of the Sunshine Coast） 

国 オーストラリア／クイーンズランド州 

都 市 ヌーサ QLD            学生数 約10,000名 

特 徴 美しい森と海に隣接したリゾート地に1996年公

立大学として設立。広大な敷地に新しくモダン

な校舎や最新の設備を整えた大学で、卒業時の

満足度調査でも高評価を記録。卒業生には公的

機関に就職者も多い。スタディアブロードでは

珍しく「ビジネス＋環境学」など文学、社会学、

自然科学といったあらゆる学科から選択が可能。

語学サポート等学生個人へのケアが行き届いて

いるのも魅力。 

スタディーアブロード 
Study Abroadとは、日本の大学に在籍しながら海外の大学で半年、もしくは１年間英語や学部の勉強ができる
「語学留学と本科留学のハイブリッドプログラム」です。英語力に合わせて、大学付属の語学学校で学んだり、
大学の学部で学んだりと、フレキシブルにコースを受講できるのが大きな魅力です。 

Study Abroad（単位認定・休学留学）プログラム+インターンシップ（オプション） 

出発の半年前 
~１年間 

現地到着後 

現地到着後 

現地到着後 

授業終了後 
2~4週間 

日本でのお申込み 

習得度合いにより上級コースへ 

現地大学でのプレースメントテスト 

英語強化プログラム 
+ 

学部授業 

学部授業 
英語強化 

プログラム 

英語強化プログラム 
+ 

学部授業 

学部授業 
英語強化 

プログラム 

現地でのインターンシップ（オプション） 

日本へ帰国 

スタディーアブロード 
モデルプラン 
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海外インターンシップ 
多くの企業人事担当者が「海外職業体験者」を採用したいと回答。 

「職業体験・貢献活動」「英語でアウトプットに挑戦」が成功の鍵です。 
  

  

  
プログラムの特徴 

現地オフィスの日本人スタッフが 
24時間サポート 

OKC現地オフィスが皆さんの志望動機や英語力
といった応募情報をもとに、直接インターン先
に受け入れ打診をしていきます。現地滞在中は
現地オフィスと日本人アドバイザーが、イン
ターンに向けての指導と皆さんをサポートしま
す。海外での生活や学校、ホームステイでの出
来事など、どんなことでもお気軽にご相談頂き、
心配や不安を一緒に解消していきます。 

インターンシップ先の種類 

外資系企業、日系企業、旅行代理店、ホテル、クルーズ会社、メディア関係、
マルチメディア関係、幼稚園/託児所、日本語教師アシスタント、環境保護・
動物保護活動 など 約600団体 

語学研修 

人気の語学学校の 

国際クラス 

  

英語圏 
インターンシップ 

約600団体の 

インターンシップ先を手配 

安心の 
現地サポート 

日本人スタッフの 

安心24時間サポート 

  

海外の企業や団体で働いた証明
となる修了書と、受入先からのご
本人の評価表を、終了後にお渡

し。就職活動の際に、履歴書に
添付して、企業にアピールすること
ができます。 

修了書 評価表 

出 発 前 

OKC東京・大阪オフィスにて出発前の事前研修イ
ンターンシップに必要な英語力や現地で成功する
ための秘訣をご案内 

出 発 
日本から現地へ →→→ 同日（翌日）着空港から 

ホームステイ先へ送迎（オプション） 

1 ・ 2 週 目
月 ～ 金 

【語学学校】 
人気語学学校の英語クラス 
現地生活とインターンのオリエンテーション 

週 末 自由行動 

3 ・ 4 週 目
月 ～ 金 

【インターンシップ】 
それぞれのインターンシップ先で活動 

週 末 自由行動 

修 了 後 修了書と評価表の発行 

帰 国 
ホームステイ先から空港まで送迎（オプション） 

→→→ 日本へ帰国 

僕は日本語教師ア
シスタントとして
現地高校に派遣さ
れました。初めて
の体験で、「うま
くできるかな?英
語 が 通 じ る か
な？」と参加する
まではすごく心配 

していました。けれど英語を話す環境に次第に
なれ、積極的に会話をすることで生徒や先生と
も交流を深められ、本当に様々なことを学べて
満足しています。すごく充実した日々を送れま
した。 

幼いころからの憧
れだった旅行代理
店での仕事を体験
しました。実際に
仕事で英語を使う
と い う こ と は 、
思った以上に大変
でしたが、スタッ
フの方々に親切に 

していただき、楽しんで仕事を体験することが
できました。 
常に笑顔で多くの人々と交流を図ることによっ
てコミュニケーションの必要性を学ぶことがで
きました。 

ガーデンでは、た
くさんの人に会い
ました。職員さん
たちとの出会いは
もちろんですが、
ガーデンを訪れた
人々が「素敵な仕
事だね」と話しか
けてくれました。 

ローズに囲まれてお仕事ができたことは、環境
への関心につながり、今は環境団体で3ヶ月間
のボランティアをしています。 

  

体験談 

語学留学  大学・大学院留学  スタディーアブロード  海外インターンシップ  キャリアアップ留学 14 



Wellington Institute of Technology 

TAFE NSW Sydney Institute 

キャリアアップ留学 
オーストラリアやニュージーランドのキャリアアップ留学は、就職や転職のため仕事に役立つ専門的なスキルや資格
を身につけたい方、現在の仕事でさらにレベルアップを図りたい方にお勧めです。 
「グローバル人材に必要な素養」として近年、企業等より評価が高まっています。さらに、海外で就職したい人には
修了書はプロフェッショナルの証明として有利となります。 

キャリアアップ留学とは？ 
オーストラリアやニュージーランドのキャリアアップ留学では、現地の専門学校にて仕事に直結する実践的な知識
や技術を身につけます。インターンシップを積極的に取り入れているコースもあり、仕事に活かせるスキルを習得
できるとともに、就職や転職にも大変有利です。コースは多種多様で、特にツーリズム、ホスピタリティ、ビジネ
ス、幼児教育、IT、スポーツ関係などが人気です。  

仕事に役立つ実践的な 

知識や技術が習得できる！ 

就職や転職に有利な 

資格が取得できる！ 

仕事で使える実践的な 

英語力が身につく！ 

オーストラリアとニュージーランドの専門学校の特徴 
TAFE（オーストラリア）、POLYTECHNIC（ニュージーランド）の修了証は国家資格として認定されており、全
国どの学校でも質の高い授業を受けることができます。私立専門学校は、特定の分野を専門にした学校が多くあり、
コース内容、教授陣、施設などに個性があります。  

専門学校の例（多種多様の専門学校があります） 

都 市 ウェリントン 

学 生 数 約2,000名 

学 校 紹 介 
シティキャンパスと、市内から車で10分ほど行った海岸沿いの遊歩道で有名
なピートンにメインキャンパスがあります。実践的なコースが多く、バイク
エンジニアなどここにしかないコースもあります。 

コ ー ス 例 ビジネス、IT、ツーリズム、ホスピタリティ、美容、建築 など 

入 学 日 2月・7月（コースによって異なる） 

期 間 16週間～3年（コースによって異なる） 

都 市 シドニー 

学 生 数 約35,000名 

学 校 紹 介 
1891年設立。シドニー近郊に6つのキャンパスを構えていて、メインキャン
パスは通学便利な市内中心部にあります。オーストラリア最大規模の公立専
門学校で、コースの種類も豊富です。 

コ ー ス 例 ビジネス、IT、ツーリズム、ホスピタリティ、芸術、エンジニア学 など 

入 学 日 2月・7月（コースによって異なる） 

期 間 6ヵ月～3年（コースによって異なる）        
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コース例（Tourism & Airline Studies） 
 

Crown Institute 

都 市 オークランド/ニュージーランド 

学 生 数 約700名 

学 校 紹 介 
1972年設立の私立専門学校。ニュージーランド国内でも評価の高い学校です。カウンセリングサービス

も充実しており、日本人のスタッフが親身になって相談にのってくれます。 

コ ー ス 紹 介 

Crown Certificate in International Travel, Tourism and Airline Studies 
人気の旅行業界・航空業界・観光産業の知識や資格が習得できるプログラム。旅行業界や航空業界
で働きたい方にお勧めです。校内に機内が再現されており、フライトアテンダントの業務を実践的に身
につけることができます。 

期 間 42週間（14週間が3セッション） 

飯山 真見江さん 

New Zealand Management Academy ホスピタリティ コース 

私が通っていたNZMAでは、ホスピタリティについて学んでいました。将来、ホテ

ルで働いてみたいのでこの学校で学んだ事はとても意味のあるものでした。学校で

はどのようにお客様をおもてなしするのか、クレームの処理方法、コーヒー作り、

テーブルセッティング、カクテル作りなどを学びました。一番楽しかった授業は、

コーヒー作りとカクテル作りです。カプチーノ、ラテ、モカチーノなど何度も何度

も練習しました。また、授業の一環として、クラス全員で学校の中にあるカフェ運

営も任されるので、実際にキャッシャーをしたり、接客することも出来ます。カク

テル作りではたくさんのアルコール飲料について勉強をし、ビールの種類、ワイン

の奥深さなどを知ることが出来ました。大変だったのは、英語で専門的な事を学ぶ

と言うことです。専門用語や単語がたくさん出てくるので覚えるのが大変でしたし、 

現地の人がいるため、彼らの早い英語にも初めは戸惑い、大変だったことも今は良い思い出です。留学は

自分次第で楽しくもなり、つまらなくもなります。まずは、自分からどんなことにも積極的に取り組む事

が大切です。 
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滞在方法 
留学時の生活スタイルは人それぞれです。語学上達のためのホームステイや、友人とのフラット生活や寮生活

など様々です。費用面、生活面などを比較し、自分に合った快適な住まいを探してみましょう。 

  

留学Ｑ＆Ａ 
Ｑ．年間でどのくらいの生活費がかかるのか教えて下さい。 

Ａ．現地で生活するために必要な金額は、住む環境や目的によって異なります。1ヶ月の平均生活費は、オーストラリアで10～15万 

円、ニュージーランドでは9～14万円、カナダは12～17万円、イギリスは14～20万円を目安としてください。 
  

Ｑ．お金はどうやって持っていけばいいですか。 

Ａ．海外のATMから現地通貨で引き出せる「マネーT」や「グローバルマネーカード」等の“バーチャル銀行カード”を作る方法が主流 

になってきています。毎日使う分だけ引き落とし、所持金が足りなくなったら日本から送金してもらうこともできます。半年以上

の滞在の場合は現地で銀行口座を開設するケースもあります。いずれにしても多額の現金は持ち歩かないほうが賢明です。 
  

Ｑ．アルバイトはできますか。 

Ａ．オーストラリアでは、学生ビザの所持者には週20時間までの労働が認められています。ニュージーランドでは語学学校等で、14週 

間以上の英語習得フルタイムコースに就学する場合、労働許可の申請が可能で、週20時間までの労働ができます。カナダは条件付

で認められています。制度は変更の可能性がありますので、常に確認を取ってください。 
  

Ｑ．健康保険に加入する必要はありますか。 

Ａ．オーストラリアに学生ビザで渡航する場合は、Overseas Student Health Cover（OSHC）に加入する義務があります。ただし、 

この保険ではカバーできない補償があるので、通常海外傷害保険と併用して加入します。ニュージーランド・カナダ・イギリスで

は全てこの海外傷害保険でまかないます。OKCでも保険のお申込みの手続きができますのでご利用下さい。 
  

Ｑ．途中でコースを変更したり、学校を変更したりする場合は。 

Ａ．学生ビザはそのコース内容に対して発行されるので、延長したり変更する場合は現地の移民局での変更手続きが必要です。また、 

コースを終了する前に次のコースの入学許可をもらっていなければなりません。 
  

Ｑ．現地にてPCを使いたいのですが、持っていけますか。 

Ａ．持参可能です。ホームステイ先ではインターネットの制限がある家庭が多く、専門学校、大学留学の場合レポート提出が多いため、 

自分のPCを持っていくと便利です。ほとんどの大学・大学院、語学学校ではインターネットを無料で提供しているので活用すると

良いでしょう。無線LAN使用可能の場所も多いです。ポケットWi-Fiをレンタルしてスマホやタブレットを駆使する学生さんも多い

です。  

  

フラット 
自由に生活したい長期滞在者の多くはフラットにて共同生活をするのが

一般的です。シェアメイトはインターネット・掲示板や新聞などで見つける

ことが出来ます。 

●国別家賃・宿泊費比較（1週間単位の費用） 

ホームステイ 
セキュリティと食事の面で、最初はホームステイから始めると安心です。 

ホストファミリーと食事や週末も過ごすため、家族の一員として生活しな

がら文化や生活情報を学べます。 

●国別家賃・宿泊費比較（1週間単位の費用） 

アパート・ステューディオ 
プライバシーが保て自由な生活が出来る魅力があります。しかし、費用

が高い上、電話・水道・などの契約も必要。借りる際、銀行の残高証

明書など支払い能力を証明できるものが必要となります。 

●国別家賃・宿泊費比較（1週間単位の費用） 

スチューデント・レジデンス 
学生寮は非常に人気があるため、大学では学部生を優先的に入寮さ

せるのが一般的です。近年は語学学校も快適な宿泊施設を保有する

傾向があります。食事付き・食事なしが選べることが多いです。 

●国別家賃・宿泊費比較（1週間単位の費用） 

シドニー オークランド バンクーバー 

A$280～ N$260～ C$240～ 

シドニー オークランド バンクーバー 

A$180～ N$100～ C$90～ 

シドニー オークランド バンクーバー 

A$150～ N$160～ C$190～ 

シドニー オークランド バンクーバー 

A$500～ N$200～ C$400～ 
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各種セミナーのご案内 

OKCでは留学・インターンシップ・ワーキングホリデー等の

留学希望の方のために無料で説明会を開催しています。 

こんな方は、ぜひセミナーにご参加下さい！ 

「留学って何?」という方から「もうやりたいことは決まって

いるので具体的なことが聞きたい」という方まで、留学

体験談や現地最新情報とともに留学・インターンシッ

プ・ワーキングホリデー等についてご説明いたします。 

カウンセリングのご案内 

留学経験のある専任のカウンセラーが、学校紹介・ビザ・

アルバイト・現地情報・見積もり作成など留学に関する皆

さんの不安や疑問に直接お答えします。 

こんな方は、まずメールにてカウンセリングから！ 

はっきりとした目的が定まっていない方、他社と比較した

い方、最初から対面カウンセリングが心配な方、仕事な

どで時間が不規則な方 ・遠方でご来社できない方、お

問い合わせ内容に不安に思っている内容を記入し、送

信してください。 

  
セミナー参加には事前予約が必要となります。 

OKCホームページよりご予約下さい。 

http://www.koryu.co.jp/ 

お電話・スカイプ・ご来社の方はご予約が必要となります。 

OKCホームページよりご予約下さい。 

http://www.koryu.co.jp/  
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大ガード 

OKC株式会社 

新宿ランプ 

西口 

東京オフィス 

03-3340-5300 
okc@koryu.co.jp 

FAX：03-3340-5327 

〒163-0639 東京都新宿区西新宿1-25-1  
新宿センタービル39階 

営業時間 
10：00～18：00（月－金） 
11：00～18：00（第2・4土曜日） 

第1・3・5土曜日・日曜日・祝日は休業 

大阪オフィス 

06-6341-8248 
okcosa@koryu.co.jp 

FAX：06-6341-8143 

〒530-0001 大阪市北区梅田1--1  
大阪駅前第3ビル30階 

営業時間 
10：00～18：00（月－金） 
11：00～18：00（第2・4土曜日） 

第1・3・5土曜日・日曜日・祝日は休業 


