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タスマニア州   
政府公立中高校留学 



歓迎
安全、友好的そして信頼できる 環境で学習のゴールを実現しよう。

タスマニア州政府は長年、日本人学生を世界一流クラスの教育システムを誇る公立学校に受け入れています。タスマニアで得ら
れた資格は、オーストラリアだけでなく、世界に通じる将来の扉を開ける鍵になるでしょう。

タスマニア州政府の国際教育プログラムを提供する公立学校は，常に質の高い教育を提供し、また学生に最良の学習環境を提
供するという観点から注意深く選ばれた学校です。これは、タスマニア州の公立学校で勉強すると、間違いなく高水準の教育が
受けられるという事を意味します。

タスマニア：オーストラリア唯一の島でできた州
オーストラリアの中で唯一、島一つが一つの州になって
いる、 それがタスマニアです。 オーストラリア本土から         
２４０km南に位置するタスマニアは、ユニークな学習環境
を提供します。現代的な町と魅力的な自然が交錯する場
所、フレンドリーな人々、新鮮な空気、豊かな文化そしてリ
ラックスしたライフスタイルを楽しめる場所で教育を受け
てみませんか 。

設立： 1803年
面積：68,331平方キロメートル（北海道の約８割）
人口：510,000人

タスマニアの気候は、夏は暑すぎず、冬は寒すぎないとい
う温暖な気候です。ちょうど、スペインや，イタリアや日本と
言った国同様、春夏秋冬のはっきりした四季があります。
夏の平均気温は摂氏２２度、冬の平均気温は摂氏１３度で
す。

「タスマニアは、モダンな活気あふれる町で、一流
の教育を提供する場所です。」—国際教育部、部長    

アン　リッパー

 チェン君は中国黒竜江省出身。２０１０年に彼の従姉妹がタ
スマニアの学校の休暇で中国に帰国中、チェン君の親に彼を
タスマニアに送るように説得しました。

チェン君はタスマニアのロンセストンに到着し、ロンセストン
カレッジに入学、幅広い学科を勉強しタスマニアの文化に溶
け込んでいきました。彼はタスマニアに来て以来、英語の語
学力が格段に向上したと語っています。これは地元のオースト
ラリア人学生と同じクラスで勉強する事や、地元の友達を作っ
た事、また英語や文化を教えてくれた協力的なホームステイと
一緒に暮らしたお陰だと言っています。　「タスマニアに来
た当初は、全然英語が話せなかったけれど、友達を作る時に
は，こちらからハローって言って、後は友達が喋るのを聞いて
英語を練習したんだ」

ロンセストンカレッジでチェン君が勉強に励んだ結果、２０１
２年にAustralian Tertiary Admissions Ranking(ATAR)で９６
．５という高得点を取得し１２年生を無事終了。現在はタスマ
ニア大学マリタイムカレッジで船舶工学の学士課程を勉強し
ています。

最初は機械工学を専攻しようと思っていたのですが、ワイング
ラスベイやブルーニー島と言ったタスマニアの美しい海の風景
に魅せられて，専攻を変えました。今は、大学の最終学年で、
２０１５年の大学卒業後、タスマニアで仕事のキャリアを始め
られるよう望んでいる所です。

チェン君はタスマニアのライフスタイルを愛しています。「タ
スマニアは本当にきれい。環境もいいし、人々が本当にフレン
ドリー。パートタイムで働いて、週２回バドミントンをしていま
す。ロンセストンの中国人学生会の一員でもあります。」彼は
大学に行く前にタスマニアで教育を受け、ホームステイの環
境で生活する事を強く奨めています。「大学を始める前に英
語や新しいスキルを練習するのは大切な
事だと思う。」

タスマニアに来る前は、彼は常に早晩中
国に帰国するだろうと思っていました。今
では一生涯タスマニアに住みたいと思っ
ています。「ただただここに居たいんだ。
僕に取ってここはパーフェクトな所。タス
マニアのライフスタイルや環境がとにか
く好きなんだ。」

チェンシュ（徐程）君のタスマニア体験談

タスマニアに来るには
タスマニアへ来るのに一番早いのは空路です。

メルボルンからタスマニアの州都、ホバートへは、所要時
間５０分、メルボルンからロンセストンまでは３５分。シ
ドニーからホバートの所要時間は２時間弱。航空会社４
社が毎日タスマニア行きの便を出しています。前もって予
約する乗客にはセール価格を提供する事もしばしばあり
ます。
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タスマニアの公立学校は大変フレキシブルです。大学入学
の資格のためのアカデミックプログラムや短期留学のコー
スがあります。

アカデミックプログラムを終了すると、タスマニア教育証書
（Tasmanian Certificate of Education）が授与されます。
同時に、１２年生終了時に得られる大学入学のためのラン
キング得点（Australian Tertiary Admissions Rank）を得る
事ができます。

もし短期の留学体験をお望みなら、Study Abroad  プログ
ラム。これなら最短２週間から１年までお望みの期間を選
べます。

タスマニア州公立学校に入学に必要な最低英
語レベルはありません。数学、科学、歴史や
美術といった主要教科と並んで、全ての学校
に第二外国語としての英語(ESL)の授業やサポ
ートがあるので、いわゆる英語準備コースと言ったものを
受ける必要はありません。その分タスマニアで、地元の学
生と一緒のクラスで時間を過ごす事ができます。

政府公立中学校

No IELTS required!

下の表にあるように７年生から１０年生の課程には，中学
校が９校、１１年、１２年生の課程には高校が６校ありま
す。GETIは個々の学生の興味や勉強の目標によってどの学
校が最適かを見極めます。

中学校                                           
• クラレンス　ハイスクール
• デボンポート　ハイスクール
• キングストン　ハイスクール
• ニュータウン　ハイスクール
• オーグルビー　ハイスクール
• プロスペクト　ハイスクール
• クィーチー　ハイスクール
• ローズベイ　ハイスクール
• タルーナ　ハイスクール

高校     
• ドン　カレッジ
• エリザベス　カレッジ
• ホバート　カレッジ
• ロンセストン　カレッジ
• ニューステッド　カレッジ
• ロズニー　カレッジ

学費
アカデミック　プログラム Study Abroad 準備プログラム

小学校
(1–6年生)

AU$10,800 週AU$300 (4-20週)
週AU$270 (21週以上) N/A

中学校
(7–10年生)

AU$10,800 週AU$300 (4-20週)
週AU$270 (21週以上) N/A

高校
(11–12年生)

AU$11,800 週AU$330 (4-20週)
週AU$295 (21週以上)

週AU$330 (2-20週)
週AU$295 (21週以上)
ESL、他の科目、その他学生が１２年生を
終了するためのサポートを含む 

英語クラス授業料 上記の料金に含まれています

Enrichment Activities 上記の料金に含まれています

上記料金は英語授業、エンリッチメント活動の学費を含みます。また価格は将来変更する可能性があります。教科書，ユニフォームや特別な遠足等の費用は含まれていません。詳
細はGETIにお問い合わせください。

  管理費     月AU$50 / 最高で年AU$300 
     管理費はガーディアン費、入学申請費用、ホームステイプレースメント、学校プレースメント、またホームステイ変更料を含みます 。

入学日時
タスマニア州公立学校の入学日はフレキシブルです。タスマニアでは英語準備コースは必要ありませんし、学校の期間中ならい
つでも勉強を開始する事ができます。

1学期 2学期 3学期 4学期

開始
２月４日（水）

開始
４月２８日（月） 

開始
７月２０日位（月）

開始
１０月１２日（月） 

終了
４月２日（木）

イースター休暇４月３日−７日

終了
７月３日（金）

終了
９月２５日（金） 

高校は８月最初の１週間が
中間試験

終了
１２月１７日（木）

高校は１１月に始まる年末試験の前に全ての授
業が終了。
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生活費
オーストラリアの他の都市に比較してタスマニアにおける
生活費は割安ですし、授業料も安く抑えられています。タ
スマニアの学生は住まいや、交通費、そして毎日の買い物
が安くすみます。 

商品 価格

 バブルティー（１杯） $4.00

コーク(１瓶) $2.50

 パン（１斤） $2.50

 マクドナルドミール $7.00

 中華レストランでの食事 $10.00-$20.00

 携帯の電話プラン $30.00 per month

 映画 $10.00 per session

 インスタント麺（スーパー５食入り) $5.00

  公共交通 (バス) $4.50 １日乗り放題

タスマニア政府は、全てのホームステイホストが有効なタ
スマニア州警察無犯罪記録を保持している事を保証しま
す。

２人の専門のホームステイコーディネータが、学生がホー
ムステイに関する質問や心配がある時に対処します。また
オフィスでは学生が 週７日２４時間連絡できる緊急サー
ビスを提供しています。

ホームステイ費用

健康と病気に関するインフォメーション
タスマニアで勉強する全ての学生は、学生ビサを申請する前
に学生健康保険に入る事を義務づけられています。この保
険は滞在中に起きるかもしれない病気やけが等をカバーし
ます。タスマニアは一流の医療システムがあります。２４時間
利用可能な病院では、医者は２４時間対応しますし、病院は
３０分以内の所にあります。

GETIタスマニアは州公立学校で勉強する海外からの留学
生のために、独自のホームステイサービスを提供していま
す。

GETIの手配するホームステイが提供するものには以下が
含まれます：

• 1日３食、週７日
• 家具付きの部屋
• 勉強机と椅子、ランプ
• 洗濯機等洗濯ができる施設
• ホームステイの家の合鍵

この他、ホームステイは下記のお手伝いをしてくれます：
• 家族、コミュニティーや文化活動に関わる手伝い
• 交通手段
• 勉強や教育プログラム
• 健康や福祉サービス

7–17–8年生 9–12年生

週AU$273 週 AU$252

学生生活
タスマニア州政府ホームステイサービス

今すぐお申し込みください

タスマニア州政府教育省国際教育部

電話: +61 3 6165 5727
Fax: +61 3 6233 7839
Email: info@geti.tas.gov.au

www.study.tas.gov.au
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