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日本人留学生に人気の
プログラム
•	 	商学士、MBA	–	いずれも国際的に認めら
れたプログラムであり、世界のビジネス系
プログラムの質に関する世界基準である
EPASにも認定されています。ディーキン大
学のMBAプログラムは、権威ある大学評
価機関QS（Quacquarelli Symonds）から5
つ星を与えられています。

•  看護学	–	各種機関との幅広い正式提携
を通して臨床機会を提供します。看護学
プログラムでは、入学後すぐにカリキュラ
ムの一環として実践経験を積むことがで
きます。

•  メディア＆コミュニケーション	–	QSの世界
ランキングで上位1%以内に位置付けられ
ています。

•  スポーツマネジメント	–	スポーツ・ビジネ
ス・インターナショナル誌による2014年ス
ポーツコースランキングで、オーストラリ
ア国内第1位、世界第3位に選ばれまし
た。

世界クラスの大学
ディーキン大学は世界で上位3%以内に位置
し、QS世界大学ランキングでは5つ星を与え
られました。また、2014年のインターナショナ
ル・エデュケーター・オブ・ザ・イヤーに選ば
れ、オーストラリアのビクトリア州政府による留
学生雇用適性評価で最高点を獲得しました。

産業界のニーズに即した教育
産業界のニーズに沿った教育を行っているディ
ーキン大学では、就職に有利な武器を手にす
ることができます。また、産業界との広範なつ
ながりを持つとともに実践的な学習手法を取
り入れているため、卒業生は即戦力としてひっ
ぱりだこです。専門家認定を受けられるコース
も数多くあります。ディーキン大学は、学生の
雇用適性を高めるための実務体験やインター
ンシッププログラムに注力しています。

幅広いコース
ディーキン大学では、多数の研究機関や戦略
センターを含む4学部17学科が550を超えるコ
ースを提供しています。ディーキン大学のコー
スは、多様な学生のキャリア目標に合わせて柔
軟に編成されます。 

スタディーアブロード（認定留学） 
プログラム
ディーキン大学のスタディーアブロードプログ
ラムは海外の大学生が1～2学期を当大学で過
ごすためのプログラムで、オーストラリアなら
ではのライフスタイルを体験しながら大学の
単位を取得できます。多くの場合、その単位は
自国で在籍する大学でも認定されます。

ユニークなキャンパスと、充実した学生 
サポート
ディーキン大学のキャンパスは、メルボルン・
バーウッド、ジーロング・ウォーターフロント、
ジーロング・ウォーンポンズ、ワーナンブール
の4か所にあり、それぞれがユニークで柔軟な
学習環境を提供します。一部のコースはクラウ
ド（オンライン）でも受講できます。ディーキン
大学は、宿泊施設から学業支援、交流活動ま
であらゆる学生サービスを提供します。

チャンスに満ちた新世界
ディーキン大学

DC160104-1412 BU Flyer_Japanese_A4P 4pp_AW.indd   1 29/01/2016   12:17 pm



ディーキン大学イングリッシュ・ランゲージ・
インスティテュート（DUELI）
オーストラリアの一流大学のキャンパスで英語を学ぶ

最高ランクの英語学校
ディーキン大学イングリッシュ・ランゲージ・
インスティテュート（DUELI）は1998年以来、
全日制の集中英語プログラムを留学生に提
供してきました。独立組織のインターナショ
ナル・グラデュエート・インサイト・グループ
（i-graduate）が実施した調査でDUELIは学生
満足度が第1位になり、生活と学生サポートに
ついてもトップクラスでした。*

ディーキン大学への直接パスウェイ
DUELIはディーキン大学の学位プログラムとス
タディーアブロードプログラム、ディーキンカ
レッジのディプロマプログラムとファウンデ
ーションスタディーズプログラムへの進学準
備校として、高い評判を得ています。2005年
以来、8千人以上の学生がDUELIパスウェイプ
ログラムを修了してディーキン大学の学位プ
ログラムに進みました。

少人数のクラスで頻繁な授業
各コースは5週間単位で開講され、1週間当た
り25時間の授業に加え、インデペンデント・
ラーニング・センター（ILC）で1日1時間の指
導者付き学習を行います。クラスは6～18人
の少人数制なので、一人ひとりに指導が行き
届きます。	

幅広いコース
DUELIは初級から上級まで幅広く英語プログ
ラムを用意しています。プレースメントテスト
を実施し、それぞれの方の英語力に最も適し
たクラス分けを行います。DUELIのコースで
は、大学での勉強方法に似た形で学ぶこと
ができます。また、趣味や仕事のために英語
力を高めたい方にもプログラムを提供してい
ます。
* 2011 i-graduate University ELICOS Benchmarking 
Survey.

DUELIのコース
•   一般英語（初級～上級）	–	趣味とし
て、あるいは仕事で使うために、全体
的な英語力を高めます。

•  進学準備英語コース	–	ディーキンカレ
ッジのプログラムや、ディーキン大学
の学位プログラム／スタディーアブロ
ードプログラムへの進学を目指す方の
ためのコースです。

•  特定目的のコース	–	看護学、教授、	
ビジネス英語、テスト対策など

deakin.edu.au/dueli
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コース
•  ディプロマ（商学）

• 	ディプロマ（コンピューティング）

• ディプロマ（工学）

• ディプロマ（保健科学）

• 	ディプロマ（経営）

• 	ディプロマ（メディア＆コミュニ	
ケーション）

• ディプロマ（理学）

• 	大学院進学準備プログラム	
（ビジネス＆法律）

ディーキンカレッジは 
ディーキン大学への出発点
1996年以来、ディーキンカレッジはディーキン大学との提携により学位パスウェイを
提供してきました。このパスウェイは、オーストラリアの大学に直接入学するための
条件を満たしていない方にとって理想的な方法です。
ディーキンカレッジのパスウェイは、学士課程
の1年次／2年次、あるいは修士課程の1年次
への出発点となります。	

現在、計2,500人以上のオーストラリア人と留
学生がディーキンカレッジに在籍しています。
ディーキン大学進学条件を満たした卒業生の
90%以上が、ディーキン大学への進学を選び
ます。

ディーキンカレッジの利点
• 世界クラスのディーキン大学との提携

• 英語コース＋ディーキンカレッジ＋デ
ィーキン大学のパッケージオファー

• 年3回の入学時期（3月、6月、10月）

• プログラム期間の短縮も可能

• 少人数の講義とチュートリアルグループ

• 無料の学業支援ワークショップとピア・	
アシステッド・ラーニング（学生	

• ディーキン大学の施設とサー	
すべて利用可能

学士課程への入学
ディーキンカレッジ学士課程パスウェイプロ
グラムは、学生の過去の学業から将来の大学
学位への橋渡しとなるプログラムです。学歴
によっては、大学レベルのディプロマコース
を通して学士課程への道を歩み始めること
ができます。他校の一部パスウェイプログラ
ムと異なり、ディーキンカレッジのディプロマ
プログラムは学士課程2年次への直接編入も
可能です。

大学院への入学
大学院進学準備プログラム（ビジネス＆法
律）を経て、ビジネスのグラデュエートディプ
ロマまたは修士課程に入学できます。

大
学
入
学
前

 
大
学
学
士
課
程

高校 ディーキン大学ディーキンカレッジ

CERTIFICATE

ディプロマ

高校2年またはそれ相当

高校3年またはそれ相当

学士号取得*

2年次

3年次

1年次

*ディーキン大学に入学するにはディーキンカレッジのディプロマプログラムを修了する必要があります（成績条件あり）。
工学、法学となど一部の学士課程は3年よりも長い期間が設定されています。

ビスを

どうし
で助け合う学習）
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お問い合わせは 
Navitas日本代表事務所まで： 
navitas-japan.com
deakincollege.edu.au

本資料はディーキンカレッジが2016年1月に発行したものです。本資料に含まれる情報は発行時点では正確ですが、ディーキンカレッジは本資料に掲載したコース内容およびそ
の他の情報を変更、修正、または削除する権利を留保します。メルボルン・インスティテュート・オブ・ビジネス＆テクノロジー（MIBT）がディーキンカレッジの名称で活動していま
す。CRICOSプロバイダーコード:	Deakin College 01590J; Deakin University 00113B.	ディーキンカレッジはNavitas Groupに所属しています。DC160104-1412_0116_AW

ジーロング メルボルン

充実した 
サポート
 

 

キャンパスの立地
ディーキンカレッジは、オーストラリアのビクトリア州に
ある3つのディーキン大学キャンパス内で開講していま
す。3つのキャンパスのうち1つは大都市メルボルン、残
り2つはジーロングにあります。	
毎年、14万人を超える留学生が世界中からビ
クトリア州に集まります。世界一住みやすい
都市とされるメルボルンを州都とするビクト
リア州は、学生にとって非常に魅力的な場所
です。メルボルンは留学先として世界有数の
都市でもあり、権威あるQSベスト・スチュー
デント・シティ（2015年）のランキングで世界
第2位に選ばれました。		

ジーロングはビクトリア州第2位の都市で、メ
ルボルンの中心から車または電車で1時間足
らずの所です。世界的に有名なグレートオー
シャンロードの玄関口であり、付近には世界
有数のサーフビーチがいくつかあります。大都
市の現代的施設はすべて整い、きれいで健全
な、そしてゆったりとした雰囲気の中で過ごす
ことができます。

タナベ アヤさん（日本）
ディプロマ（経営）
‘ディーキンカレッジへの留学はすばらし
い体験でした。私はPALMメンターになっ
てほかの学生を助けるなど、いろいろな
活動に携わりました。ディーキンカレッ
ジで勉強しPALMメンターになったことは、
学業面はもちろん、人としての成長や専
門スキルの向上にも役立ちました’

ディーキンカレッジは、学業と生
活の両面についてニーズを満た
すことが重要だと考えます。
ディーキンカレッジは、学生ができる限り楽し
く過ごせるように広範なサービスと施設を提
供しています。新しい環境にスムーズに適応
できるよう、カレッジの専門スタッフがお手伝
いします。

ディーキンカレッジの学生コミュニティも新
入生が新生活に慣れるのを助けます。たと
えば、オリエンテーションでの学生メンター
や、PALM（ディーキンカレッジのピア・アシス
テッド・ラーニング）メンターの制度がありま
す。PALMメンターは、新入生がディーキンカ
レッジでの生活に早くなじめるように、自分の
体験を話したり効果的な勉強法についてアド
バイスしたりします。

Navitas 
日本代表事務所（東京）:
〒150-0011  
東京都渋谷区東， 1-3-1- 505
T 03 5485 0786
F 03 5485 0798
E anderson@emcstudy.com
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