英語+
スタディ・アブロード

KELVIN GROVE
CAMPUS

「QUT で学ぶこと、
それはつまりワールドクラス
の大学で学ぶことです」

GARDENS POINT
CAMPUS

ブリズベン
について知る
www.youtube.com/watch
?v=HwvoW25Fqjw

QUT での
学生生活
www.youtube.com/watch
?v=1n4F9T4XIy4&t=131s

QUT を

選ぶ理由

ブリズベン・シティーの中心部に位置
オーストラリアのトップ大 学
の 1 つに数えられる大 学で学ぶ

在籍大学の学位取得に向けた単位の取得

新しい 友だちをつくり、
国際的 なネットワークを構 築する
数々の有名なビーチのそば
2つのキャンパスに５万人 の学 生が
(内 800 0 人が 留学 生)

在籍

安全で友好的、充実したサポート体制

プログラム内容

自分の興味・関心に合い、自国の大学の要件に応じた学習内容を選べます。

建築と設計| ビジネス | クリエイティブ産業・デザイン・パフォーマンス
| 教育 | 工学 | 看護・医療・コミュニティー | 情報技術

General English
(一般英語プログラム) (5 週間セッション)

• リーディング、
ライティング、スピーキング、
リスニング
の中核スキルを身につけます。
• 流暢さと正確さを向上させて自信をつけます。
• 入門から上級までのレベルを用意しています。

• 校外学習や各種アクティビティーなどの文化学習へ参加します。
• EAP 入学テストに合格することで EAP プログラムへ進学できます。

English for Academic Purposes (EAP)
(アカデミック英語プログラム) (10 週または 15 週)

• オーストラリアの大学環境でアカデミックな言語スキルを身につけます。
• 言語習熟度を向上させます。

• スピーキングとプレゼンテーションに自信をつけます

• 3 つのレベルの EAP プログラムを用意しています (下表
の「進学」列を参照してください)。

Study Abroad with Diploma units
(スタディ・アブロード + Diploma 科目) (13 週)
• 学問的な内容を学びながら語学スキルを伸ばします。

• Diploma 科目は、Business (ビジネス)、Creative Industries 		
(クリエイティブ産業)、IT (情報技術)、Health Science (医療科学)、		
Engineering (工学) から選択できます。
• 他の留学生とともに QUT International College で授業を受け		
ながら、QUT の全施設へアクセスできます。
		 • Diploma 科目に加え、1 つ以上の Communication
			 (コミュニケーション) 科目を受講する必要があります。

		 • Engineering (工学) 科目 – 高校数学 B を履修している必
			 要があります。
		 • QUT の Diploma を取得して卒業するには、通常の
			 Diploma プログラムを受講する必要があります。

Study Abroad with Communications units
(スタディ・アブロード + Communication 科目) (13 週)
• QUT International College で 2 つの English Communication
(英語コミュニケーション) 科目を、学部で 1 つまたは 2 つの
学部履修科目を受講します。
• 英語を上達させながら大学の学部を体験できます。

Study Abroad (スタディ・アブロード) (1 学期または 1 年)
• 両キャンパス 10 個の学問分野から 1 学期あたり 3 つまたは 4 つの
学部履修科目を選びます。

英語+スタディ・アブロード
1

2A

IELTS/TOEFL iBT

プログラム

IELTS 未受験
もしくは
IELTS 5 未満、
または
TOEFL 49 未満

General English
(5 - 45 週)

IELTS 5.0 (RW 5.0)
または
TOEFL 49 (R10、W15)

EAP 1 15 週 + 1 学期
(Diploma 科目)
EAP 1 10 週 + 1 学期
(Diploma 科目)

2B

IELTS 5.5
(RW 5.0、LS 4.5)
または
TOEFL 56
(R8、W15、S12、L8)

3A

IELTS 5.5 (RW 5.5)
または
TOEFL 56
(R14、W18)

EAP 2 15 週 + 1 学期
(Communication 科目)

3B

IELTS 6.0
(RW 5.5、LS 5.0)
または
TOEFL 71
(R14、W18、L10、S14)

EAP 2 10 週 + 1 学期
(Communication 科目)

EAP 215 週 + 1 学期

EAP 2 10 週 + 1 学期

2020 年度入学*

2020年1月6日–2月7日
2020年3月30日–5月1日
2020年6月15日–7月17日
2020年8月31日–10月2日
2020年11月16日–12月18日

4

IELTS 5.5 (RWLS 5.0)
または
TOEFL iBT 56
(R10、W15、L10、S14)

EAP 入学テス
トに合格
することで
EAP プログラ
ムに入学可能

2020年2月20日–6月5日 + 6月18日–10月13日
2020年６月18日-10月2日 + 10月15日–2021年2月16
2020年10月15日–2021年2月5日 + 2021年2月–6月

$13000 (3 科目)
$15646 (4 科目)

EAP 1 の 50%

2020年３月26日-6月5日 + 6月18日–10月13日
2020年7月23日-10月2日 + 10月15日–2021年2月16
2020年11月19日–2021年2月5日 + 2021年2月-6月

$11313 (3 科目)
$13959 (4 科目)

EAP 1 の 50%

2020年2月20日- 6月5日 + 7月13日–11月13日
2020年10月15日–2021年2月5日 + 2021年2月–6月

$13000 (3 科目)
$15646 (4 科目)

2020年3月26日-6月5日 + 7月13日–11月13日
2020年11月19日–2021年2月5日 + 2021年2月- 6月

$11313 (3 科目)
$13959 (4 科目)

2020年2月17日–3月20日
2020年5月5日–6月5日
2020年7月27日–8月28日
2020年10月12日–11月13日

プログラム

2020 年度入学*

1 学期 (Diploma 科目)

2020年2月20日-6月16日
2020年6月18日-10月13日
2020年10月15日–2021年2月16日

費用
(オーストラリアドル)
$7938 (3 科目)
$10584 (4 科目)

1 年 (Diploma 科目)

2020年2月20日-10月13日
2020年6月18日–2021年2月16日
2020年10月15日–2021年6月15日

$15876 (3 科目)
$21168 (4 科目)

5

IELTS 6.0
(RW 5.5、LS 5.0)
または
TOEFL iBT 71
(R14、W18、L10、S14)

1 学期
(Communication 科目)
1年
(Communication 科目)

2020年2月17日-6月19日
2020年7月13日-11月13日

2020年2月17日-11月13日
2020年7月13日–2021年6月

$7938 (3 科目)
$10584 (4 科目)

6

IELTS 6.5
(RWLS 6.0)
または
TOEFL 79
(R16、W21、L16、S18)

1 学期

2020年2月17日-6月19日
2020年7月13日-11月13日

$7938 (3 科目)
$10584 (4 科目)

*変更される場合があります。
#費用には 25% の奨学金が含まれています。

1年

進学

$1687
(5 週間あたり)

スタディ・アブロード
IELTS/TOEFL iBT

費用
(オーストラリアドル)#

2020年2月17日-11月13日
2020年7月13日–2021年6月

$15876 (3 科目)
$21168 (4 科目)

$15876 (3 科目)
$21168 (4 科目)

入学の学歴条件

• General English および EAP プログラム – 入学の学歴条件はありません。

• スタディ・アブロード (1 学期または 1 年) – 認定されている大学で 1 年以上のフルタイムでの就学、
およびGPA 5 (10 段階評価)
もしくは GPA 2.5 (4 段階評価) またはそれに相当する成績

EAP 2 の 50%
EAP 2 の 65%
EAP 2 の 50%
EAP 2 の 65%

申し込み方法
1

2

学歴および英語力条件を満たす

QUT Global Portal からオンラインで申し込み、
「English Pathway」オプションを選択する

Story Bridge, Brisbane City

4
5

大学の国際課に QUT への留学による単位
取得について確認する
QUT からの入学許可を受け入れる

www.qut.edu.au/study-abroad-application-form

3

必要書類を添付して申し込みを送信する

申し込みに関するサポートを受けるには、
お住まいの国
の QUT 正規留学代理店にお問い合わせください。
www.qut.edu.au/study/international/find-a-representative
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