
マッコーリー:
上位 10 大学の一角
マッコーリー大学はオーストラリア国内で上位 10 大学のひとつであり、アジア太平洋地域では 40 
位以内に位置しています*。学際的な研究と指導、高いスキルを身につけた卒業生、そして優れた施
設でよく知られる大学です。
マッコーリー大学は最近、10 億ドルを超え
るインフラ投資を行い、以下を始めとする
最高のテクノロジーと施設を学生と研究者
に提供しています。
•	 オーストラリアで最も先進的なテクノロジ
ーを取り入れた民間病院（大学キャンパ
ス内）
•	 オーストラリアン・ヒアリング・ハブ
•	 コクレア社（人工内耳システムメーカー）
のグローバル本社

•	 ロボット式の書籍収納・取り出しシステム
を備えた最先端の図書館
•	 水泳とスポーツの複合施設
•	 都心につながる路線の駅をキャンパス内
に設置
マッコーリー大学は、オーストラリアで最も
進んだ大学としての評判を確立していま
す。国際ランキングでは常に上位に位置し、
世界中の企業や組織が競ってマッコーリー
卒業生を採用します。

マッコーリー大学のメインキャンパスはシ
ドニーのハイテクビジネス地区の中心、ノ
ースライドにあります。126 ヘクタールもの
緑豊かな敷地内に、勉学・生活・遊びに必要
なものがすべて整っています。ディプロマプ
ログラムおよびファウンデーションプログラ
ムは、シドニーの中心地区にあるキャンパ
スでも受講できます。	

* 上海交通大学「2014 年度世界大学学術ラン
キング」



英語学校
30 年にわたり、50 か国以上の学生に英語教育を提供
•	 「i-Graduate English Barometer 2013」
で、Navitas イングリッシュ・ボンダイ・	
センターは全体（オーストラリア国内およ
び全世界）でトップの語学学校に選ばれ
ました。
•	 宿泊施設の手配（ホームステイ、一般宿
泊施設）、交流活動、および就職活動支
援などのサービスを、全学生が利用でき
ます。

• IELTS を受験することなく	SIBT／マッコー
リー大学のプログラムに直接入学できる
機会が、すべての学生に与えられます。
•	 入学日を柔軟に選ぶことができ、また	5 
週間ごとにコースが始まるので、受講生
の約	96% が希望どおりアカデミック英語
コースに進みます。

• SIBT は	IELTS、TOEFL、PTE、Versant、およ
び	OPT の各テストを、校内で定期的に実
施しています。

シドニー・インスティテュート・オブ・ビジネス＆テクノロジー（SIBT）
SIBT は、マッコーリー大学で学士号を取得するための道筋を提供します。SIBT のディプロマコース
はマッコーリー大学学士課程の 1 年次に相当します。シドニーの中心地区とノースライドの 2 か所
にキャンパスがあり、どちらでも施設やサービスを利用できます。クラスは少人数制で、個別指導も
行われます。また、学士課程の 1 年次を 8 か月という短期間で修了することも可能です。
SIBT は留学生とオーストラリア人学生の両
方を受け入れます。入学時期は年に	3 回
で、2 月、6 月、および	10 月です。これまでに	
2 万	1 千人が学び、97.2% という高い進学率
を誇ります。以下を含む広範なコースが用
意されています。
•	 英語準備コース
•	 ディプロマプログラム（人文学、経営学、
商学、コミュニケーション、コンピューテ
ィング、工学）
•	 ファウンデーションプログラム
•	 学士課程
•	 大学院課程 

入学時のレベル

学士課程

パスウェイプログラム

マッコーリー大学
ファウンデーションプログラム

SIBT ディプロマ

オーストラリアの 12 年次相当

オーストラリアの 11 年次相当

マッコーリー大学 1 年次

マッコーリー大学 2 年次

 

Entry level

Undergraduate degree
Pathway program

Macquarie University
Foundation Program

SIBT Diploma

Australian Year 12 or equivalent

Australian Year 11 or equivalent

Macquarie bachelor degree 
Year one

大学の学部課程・大学院課程

Navitas パスウェイカレッジの
ファウンデーションスタディーズコース・

職業教育コース

直接入学パスウェイ

1～60 週間

10 週間

10 週間

10 週間

一般英語

アカデミック英語 - レベル 1

アカデミック英語 - レベル 2

アカデミック英語 - レベル 3



SIBT 成績優秀者奨学金
SIBT 成績優秀者奨学金（Academic Merit Scholarship）は、 
各学期にディプロマプログラムで最も優秀な成績を修めた 
学生に提供されます。
レイコさんは	SIBT でディプロマ・オブ・コミュ
ニケーションを経てマッコーリー大学に進学
しました。現在、マーケティング＆メディアの
学士課程で勉強中です。レイコさんは成績優
秀者奨学金を受給しました。

レイコさんは、SIBT とマッコーリー大学への
留学が日本でのキャリアの成功につながる
と期待しています。

Sydney Institute of Business and Technology

Macquarie University 
Sydney NSW 2109 Australia

T +61 2 9850 6222 
F +61 2 9850 6223

SIBT は	Navitas グループに属しています。CRICOS プロバイダコード: SIBT01576G Macquarie University 00002J; National Provider Code: 6964. SIBT3586_0515_AW

SIBT への入学やシドニーの生活情報については、 
Navitas 日本代表事務所までお問い合わせ下さい。
navitas-japan.com 
sibt.nsw.edu.au

“卒業したら、 
オーストラリアで
働ける 2 年間の
ビザを活用したい
と思います。ここで
受けた教育は、 
マーケティングの仕
事にとても役立つ
はずです。”

My SIBT: アズチ レイコさん （北海道）コミュニケーション専攻

オーストラリアの最も活気あふれる街で学ぶ
SIBT はシドニー都心のウィニヤード駅のす
ぐそばにあり、ダーリングハーバーや、シド
ニーの象徴であるハーバーブリッジ、オペ
ラハウスからもわずか数分です。オーストラ
リアの主要企業に囲まれたシティキャンパ
スでは、学士課程に進学すると、実務を体験
したり人脈作りのスキルを身につけたりす
る機会が豊富にあります。バス、電車、フェリ
ーでのアクセスも充実し、シドニーのどこに
行くにも便利です。コース専用図書館、最先
端のコンピュータルーム、共用エリアなど、
目的別にさまざまな施設が整備されてい	
ます。

レストラン、ショップ、バー、エンターテイメ
ント施設が軒を並べる近くのジョージ・スト
リートは、勉強に疲れたときの気分転換に
よい場所です。また、シドニーにはボンダイ
ビーチ、マンリービーチを始め	70 ものビー
チがあります。活気に満ちたシドニー中心
では、楽しいアクティビティや見どころが尽
きません。

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


