
グリフィス大学への 
道を見つける
ブリズベン、ゴールドコースト（オーストラリア）
クイーンズランド・インスティチュート・オブ・ビジネス＆テクノロジー（QIBT）が提供する良質の学士課程 
パスウェイを修了すれば、学界や産業界で認められる様々な学位をグリフィス大学で取得することができ
ます。大学直接入学とは道筋が少し異なりますが、通常の大学留学と同じように学業やキャリアの目標を
達成できます。

QIBTに入学すれば、グリフィス大学はもう 
目の前です。実際、すでに「大学の中」に 
いるのですから。QIBTはグリフィス大学の 
マウント・グラバット・キャンパスとゴール 
ドコースト・キャンパスにあり、QIBTの学 
生は大学施設をすべて利用でき、また、 
大学に直接入学した1年次の学生と同じ 
ようにハイレベルな内容を学ぶことが 
できます。

QIBTディプロマを修了すると、そのディプ
ロマに対応したグリフィス大学学士課程の 
2年次に編入できます。*

QIBTで学ぶ理由
1997年以来、QIBTはグリフィス大学との 
提携により、計1万3千人以上のオーストラ 
リア人及び留学生を大学に送り出してき 
ました。今日では、クイーンズランド州 
有数の大学進学パスウェイ提供機関と 
しての評価を確立しています。

QIBTの利点:
•	 大学が作成したプログラム
•	 グリフィス大学のキャンパスで開講
•	 大学2年次に編入可能*
•	 少人数のクラスでじっくり時間をかけて

行われる授業
•	 入学時期は年3回から選択可能
•	 英語サポートクラスと学習スキル 

ワークショップ（無料）
•	 キャンパス内外の様々な宿泊施設
•	 大学の就職支援サービス（無料）

QIBTの入学時期は毎年2月、6月、10月です。

注:	QIBTディプロマプログラムは、関連するグリフィス
大学学士課程の80単位に相当します。80単位は、全日
制での1年間の履修に相当します。商学／ビジネス準
学士課程を修了後、グリフィス学士課程に編入するに
はGPA条件を満たす必要があります。

*	大学2年次に編入するには、GPA条件を満たす成績でディプロマプログラムを修了する必要があります。

QIBTパスウェイは、以下を 
含む約300種類のグリフィス 
大学課程への編入につながり
ます。
•	 生物科学
•	 商学
•	 犯罪学／刑事司法学
•	 工学
•	 グラフィックデザイン
•	 医療
•	 保健科学
•	 ホテルマネジメント
•	 情報技術
•	 メディア／コミュニケーション

さらに、サーティフィケートIV大学 
入学準備プログラム、及び商学／ 
ビジネス準学士課程もあります。



グリフィスを選ぶ理由
グリフィス大学の学生は世界トップクラスの大学で学ぶことにより、世界に羽ばたくために必要な 
知識、スキル、人脈を獲得できます。

世界トップ5%以内の大学
グリフィス大学は、2014年の世界大学アカ
デミックランキングで世界の上位400校の
ひとつに選ばれました。世界トップクラスの
大学で一流の学位を取得できるという 
安心感を持って、勉学に励むことができま
す。

オーストラリアで最も成長著しい大学
地区
グリフィス大学では、エキサイティングな 
学習環境の中で勉強することができます。 
キャンパスと学習エリアへの多額の投資に 
より、最先端の新施設とユニークなコラボ 
レーションスペースが整備されました。

活発な国際交流
世界各地の提携大学での1～2学期の受講
や、短期プログラムへの参加が可能です。 
これらの国際経験は、履歴書に書く経歴とし
ても効果的です。

勉強しながら実務経験
実務統合学習（Work-integrated Learning） 
オプションを通して、コミュニティ・インターン 
シップに参加できます。あるいは、業界のメン
タリング・プログラムに登録して人脈を築き、 
業界の知識を身につけることもできます。

目標実現に向けたサポートサービス
様々なサポートサービスを無料で利用でき
ます。たとえば、「グリフィスメイト」学生メン
ター、留学生アドバイザー、EnglishHELP語学
指導、キャリア・就職のアドバイス、コン 
ピュータワークショップ、アカデミックワーク 
ショップが用意されています。

リサーチによる上級学位 (HDR: 
Higher Degrees by Research）
グリフィス大学は研究にも力を入れ、戦略 
的投資分野において、世界をリードする 
専門的知見と国際的名声を確立していま 
す。	
griffith.edu.au/research

プログラム及びコース
グリフィス大学は、以下の10分野で300種
類以上の学位を提供しています。
•	 ビジネス／統治
•	 犯罪学／法学
•	 教育
•	 工学／情報技術
•	 環境／開発計画／建築
•	 保健
•	 人文／言語
•	 音楽
•	 理学／航空
•	 ビジュアルアート／クリエイティブアート

「 QIBTは本当にすば
らしい学校だといつも
実感していました。先
生たちが高いプロ意識
を持っていて、とても熱
心だからです。 」

「QIBTには、ディプロマ
プログラムの後にグリフィ 
ス大学の2年次に編入し、
両方の学位を取得でき
る仕組みがあります。 
私にとってこれは、 
グリフィス大学に入
るための最も速くて
簡単な方法でした。」

My QIBT: 原田 ジュンイチさん グラフィックデザイン

My QIBT: 西野美紀さん（埼玉県） 商学／ビジネス
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IELTS 5.0未満の場合は英語
プログラムとのパッケージが必要

グリフィス大学学士号取得へのステップ



ご質問はグリフィス大学／Navitasの 
日本代表事務所（東京）まで:
〒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	

QIBTはNavitasグループに所属しています。CRICOSプロバイダコード:	01737F		 QIBT3588_0815_AW

 
QIBTの詳細については以下をご覧ください。
navitas-japan.com | griffith.edu.au | qibt.qld.edu.au

ブリズベンの5大アクティビティ
1. サウスバンク・パークランドとストリート 
ビーチを探索する
2.	ストーリーブリッジを登る
3.		クイーンストリートモールで買い物
4.		バレーやウエストエンドで盛り上がる
5.		近くにある島を訪れる：ストラドブローク

島、モートン島、フレーザー島など

ゴールドコーストの5大アクティビティ
1.  ドリームワールド、ワーナーブラザーズ・ム

ービーワールド、ウエット＆ワイルドなど、
世界有数のテーマパークで遊ぶ

2. 世界一のビーチでサーフィンをする
3.  シーワールドやカランビン・ワイルドライ

フ・サンクチュアリーで現地固有の野生動
物を見る

4.  マンションタワーとして世界一の高さを誇
る「Q1」を眺める

5.  サーファーズパラダイスのナイトライフを
体験する

気候
クイーンズランド地方の気候は快適な亜 
熱帯気候です。夏は明るく暖かく、穏やかな 
冬は晴天の日が多く、1年を通して過ごしや 
すい気候に恵まれています。冬季の平均気 
温は10～21度、夏季は20～29度です。

宿泊施設
キャンパス内の宿泊施設としては、マウン
ト・グラバット・キャンパスとネイサン・キャ 
ンパスの大学寮（University	Residence）、 
及びゴールドコースト・キャンパスのグリ
フィス大学ビレッジ（Griffith	University	
Village）があります。詳細についてはウェブ
サイト（qibt.qld.edu.au/students/
accommodation）をご覧ください。

生活費
ブリズベン及びゴールドコーストでの生活 
費は、オーストラリアの他の主要都市、イギ 
リス、北米の都市と比較して安価と言われ 
ています。年間の生活費は、授業料のほか 
に18,000～25,000豪ドルです。

下表に示す費用は目安であり、実際の費
用は滞在場所、ライフスタイルなどによっ
て異なります。

項目
1週間当たりの費

用（豪ドル）
宿泊施設 
– キャンパス内

$293

宿泊施設 
– キャンパス外

$100–$300

ホームステイ 
（食費・光熱費込み）

$250

食費 $75–$100

光熱費 $20

交通費 $20–$40

ガソリン代 $50

携帯電話 $40

衣料/雑貨 $25–$50

娯楽 $50

詳細についてはウェブサイトをご覧ください。 
qibt.qld.edu.au/apply-today/living-costs

ブリズベン: 学生にぴったりな都市
オーストラリアの「サンシャイン・ステート 
(日光の州)	」にあるブリズベンは、世界で最も 
住みやすい都市のひとつとされています。
州都としての活気の中にもリラックスした
雰囲気が漂い、これらを併せ持つ都市は
オーストラリアの中でここだけです。

ゴールドコースト:パラダイスでの勉学
オーストラリア国内でも特に成長の目覚ま
しいゴールドコースト地域には、70キロに
及ぶ世界有数のサーフィンビーチはもち
ろん、大規模テーマパーク、海辺のショッ
ピングエリア、豊かな森林 、活気あるライ
ブエンターテイメントやナイトライフス 
ポットもあります。

勉強と生活に最適な場所:　オーストラリアのクイーンズランド州


