
エディスコーワン大学への
道を見つける
オーストラリアのパース
エディスコーワン大学（ECU）は、実践的学習と理論研究の適切なバランスを保つためにユニークな
教育方針を掲げ、革新を続けている大学です。ECUでは、将来働きたい分野で高い実績をあげるた
めの能力を得ることができ、卒業生の就職先からもその点が高く評価されています。

ECUは受賞歴のある優れた施設を持つこ
とでよく知られ、また革新的な教育・トレ
ーニングソリューションの最先端を行く
大学としても有名です。2015年、オースト
ラリアの大学ガイド誌「Good Universities 
Guide」は「授業の質」、「卒業生の満足度」
および「在学中に身につける総合的スキ
ル」の各項目でECUに5つ星を与えました。
過去6年間にわたり、このような高評価が
続いています。さらに、「Good Universities 
Guide」2015年版では「卒業生の初任
給」についても5つ星を獲得しました。

ECUを選ぶ5つの理由
• 多様な専攻、副専攻、選択科目を提供する幅広いコース
• 多くのコースは業界や団体と直接的なつながりを持ち、職場実習や実際の業務プ

ロジェクトに参加できる
• 親しみやすい教員とサポートスタッフが勉強を支援
•  新しい工学施設、第一級の看護学・運動・保健科学施設、医学・理学研究室な

ど、世界クラスの施設を3か所のキャンパスに整備
• 就職支援を行う学内の「キャリアハブ」

ECUで人気の高い学士号

• 国際ホテル・リゾートマネジメント学士

• 経営学士

• 工学士

• 理学士（看護学）

• 情報技術学士

詳しくは次ページをご覧ください。

、



PIBTでELICOSを受講する 
5つの利点
• 優れたELICOS講師が学習を支援
• マルチメディア設備を備えた、広

いモダンな教室
• 大学キャンパス内で受講し、大学

施設をすべて利用できる
• キャンパス内で無料Wi-Fiを提供。

年中無休・1日24時間使えるキャン
パス内コンピュータルームで、最
新のPCを利用できる

• ELICOSプログラムとファウンデー
ション／ディプロマプログラムとの
パッケージが可能

ECUで人気の高い学士号
国際ホテル・リゾートマネジメント学士課程
特定業界に焦点を当てたこのコースでは、
ホテルやリゾート企業に働くうえで欠かせ
ない知識と能力を身につけます。この学士
課程の2年次に進級するときに、有名なホ
テルやリゾートでの1学期（6か月）の業界
インターンシップに参加するというすばら
しい機会に応募できます。インターンシッ
プはカリキュラムの一部として組み込ま
れ、それによって獲得したスキルと経験は
就職活動における強力な武器になります。

経営学士課程
授業は学生を中心として構成され、多数のロ
ールプレイ、シナリオ、インタラクティブマルチ
メディア、およびアクティビティを通して、とて
も効果的に、また楽しみながら、就職に役立
つスキルを習得できます。

工学士課程
ECUの工学部は、オーストラリアで最も
発展著しい工学部です。コースは実践
的な授業を中心とし、単なるシミュレー
ションパッケージではなく実機を使う機
会があります。また、12週間の工学実習
ユニットの間、業界関係者との人脈を
築くこともできます。このユニットでは、
許可された職場でエンジニアの指導の
下、フルタイムで働くことができます。

理学士課程（看護学）
ECUはオーストラリア国内で最新の看護
学施設を持ち、西オーストラリア州最大
かつ最先端の看護学士課程を提供して
います。ECUの学生は最先端のデモを利
用でき、またシナリオを使った学習が可
能な臨床施設も利用できます。この施設
では、ハイテクマネキンと、訓練されたア
クターおよびボランティアが多様な役を

演じて、医療従事者が実際に遭遇する場
面をシミュレーションします。ECUには、3
つの完全装備シミュレーション施設と7つ
のシミュレーションデモ室があります。

情報技術（IT）学士課程
ECUのコンピューティング課程はすべて
IT業界の協力の下で開発され、オースト
ラリアコンピュータ協会から最高レベル
の認定（レベル1）を受けています。オース
トラリア内外の企業が、ECUのコンピュー
ティング課程とサイバーセキュリティ課
程の卒業生を積極的に採用します。ECU
は業界と強いつながりを持つので、コン
ピューティング課程とIT課程ではそれぞ
れの分野の最先端かつ実際的な内容を
学ぶことができます。この学士課程の学
生の中には、国内のコンテストやアワー
ドで優勝あるいは上位に入った人もい
ます。この課程に入学すると、ノートパソ
コンがECUから無料で提供されます。

英語コース
PIBTは、その優秀な講師陣、質の高い英語コース、そして整った
施設が高く評価されています。ECUのキャンパス内にあるPIBT 
で勉強すると、学士課程で学ぶオーストラリア人学生や留学生と
交流する機会があります。

全日制のPIBT英語コースは、教室での英
語の授業を週に20～22時間行います。
幅広い教授方法と最新の教材やリソー
スを組み合わせて、能動的な学習を促し
ます。また、さまざまな成績評価方法を
使って各学生の上達度を把握します。

PIBTの講師は、専門教員資格を持つ有能な
英語プロフェッショナルです。講師の多くは
海外で教えた経験を持ち、全員が大学を卒
業しています。PIBTは対話的な教授方法に
加えて多様な教材とリソースを活用するの
で、学生は能動的に学ぶことができます。

PIBTは、オーストラリアの大学留学を目指 
す方のためにアカデミック英語プログラ 
ム（AEP）を提供しています。このコースに 
より、英語力を向上させると同時に大学 
教育での成果を高めることができます。 
コミュニケーションスキルとアカ
デミックな学習ス キルの両方に
焦点を当てたコースです。



パース・インスティテュート・オブ・ビジネス・アンド・テクノロジー
PIBTはエディスコーワン大学（ECU）に入るための主要なルー
トであり、高い学習成果をもたらす環境で良質のコースを提供
します。PIBTはECUのキャンパス内で大学進学準備コース（フ
ァウンデーション）および大学（ディプロマ）パスウェイコース
を開講し、その分野は経営学からホテルマネジメント、コミュ
ニケーション、クリエイティブ業界、理学（コンピューティング/
IT）、理学（工学）、理学（保健学）まで多岐にわたります。

PIBTの利点:
• 入学時期は年3回 – 2月、6月、10月
• 柔軟な学習オプション – 短期間オプショ

ンならディプロマコースを8か月で修了
• 一人ひとりに指導が行き届く少人数クラス
• 大学よりも長い授業時間
• 対面授業
• 無料の追加学習サポート –英語、数学、学

習スキル
• PIBTディプロマを所定の成績で修了すれ

ば、関連するECU学士課程の2年次に編入
可能

大学の施設
PIBTの学生は、以下を含むECUの施設
とサービスをすべて利用できます。
• 最先端のコンピュータルーム - 年中

無休、1日24時間
• キャンパス内の無線ブロードバンド

インターネットアクセス（無料）
• 大学図書館
• 最新のオーディオビジュアルテクノ

ロジーおよびデジタルテクノロジー
• マルチメディア設備を備えた、広い

モダンな教室
• 屋外コーヒーショップ、カフェテリア、

バーなど、さまざまな社交スポット
• スポーツ施設と交流アクティビティ
• 多様な屋内・屋外のリラックスエリア

と共用ルーム
• 学生カウンセリングサービス
• キャンパス内のメディカルセンター
• キャンパス内の24時間セキュリティ
• ECUスチューデントビレッジ
• 書店
• 学生組合



PIBT is part of the Navitas Group. CRICOS provider codes: PIBT 01312J; ECU IPC 00279B  PIBT3768 0415_AW

Perth Institute of Business and Technology
Edith Cowan University  
Building 10, Mt Lawley Campus 
2 Bradford Street, Mt Lawley WA 6050

T +61 8 6279 1101 
F +61 8 6279 1111 
E info@pibt.wa.edu.au

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 

パースで暮らし、学んでみませんか？ 
今すぐお問い合わせを！
pibt.wa.edu.au

パースで暮らし、学ぶ
パースは西オーストラリア州の活気ある州都で、人口は約 
170万人です。

パースはきれいで、安全で、フレンドリ
ーで、そしてゆったりとした雰囲気を持
つと同時に、国際的大都市ならではの
洗練された魅力にあふれています。レス
トランやカフェ、音楽施設、スポーツ施
設、ナイトクラブ、映画館が多数あり、シ
ョッピングエリアも充実しています。

パースとその周辺はほかのオーストラ
リアの都市と比べて経済が力強く、失業
率が低く、生活水準が高く、犯罪率が低
い地域です。パースには世界クラスの
サービスや施設が整っています。そのす
ばらしいライフスタイルにより、世界一
住みやすい都市ランキングでパースは
常に10位以内に位置付けられます｡

パース市内の移動は簡単
パースの中心地区には無料バスサ
ービスがあります。また、公共交通
機関は学生割引を提供しています。


