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ビクトリア州へようこそ
ビクトリア州立学校に留学すると、将来の可能性が広がります。皆様をビ
クトリア州へお迎えすることを楽しみにしております。このガイドには、
ビクトリア州立校への留学の準備に役立つ情報が掲載されています。情報
は主に生徒を対象としていますが、保護者にも役立つ情報なので、是非お
読みください。

新しい学校、メルボルンの特徴、またはビクトリア州での生活について既
に情報を収集しているかもしれません。私たちは、留学生の皆様が到着し
た瞬間から安心して満足していただきたいと考えています。このガイドに
は、ビクトリア州での留学生活と、ビクトリア州に到着した時に何が予想
されるかについて、多数の役立つヒントがあります。さらに、Webサイト
や電話番号などの情報も掲載されています。

皆様は、これから人生で重要な一歩を踏み出そうとしています。新しい学
校と家について知るために、このガイドをお役立ていただければ幸いです。
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ビクトリア州立校へ皆様をお迎えできることを大変嬉しく

思います。ビクトリア州立校に留学する皆様は世界トップ

クラスの教育を受けることになります。

ビクトリア州立校では、留学生が到着した日から各学校の

専任職員が1日24時間体制でサポートをします。教師は生徒が夢を叶える

ために必要な知識とスキルを習得できるよう支援します。

クラスメートたちも、新しいアイデア、文化、そして言語など豊富な学習

体験をもたらす留学生を歓迎します。他のクラスの生徒たちとも友達にな

るように、課外活動にも参加することをお勧めします。

皆さんがビクトリア州で楽しく満足できる留学体験し、一生涯の友達がで

きると確信しております。成功を心よりお祈りしています。

ジェームス・マーリノ州議会議員
副首相
教育大臣
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持って行くもの
荷造りする前に、荷物のサイズと重量の制限について航空会社に確認してください。
旅行用書類と一緒に機内持ち込み荷物に「Arrival Information Support Sheet（到着情報
サポートシート）」を忘れずに入れておいてください。

準備
出発前に準備しておく必要がある
重要なことがあります。このセク
ションには、渡航に支障がないよ
うにするための情報、荷造りガイ
ド、旅行前のチェックリストが入っ
ています。

衣服と日用品
ビクトリア州は四季があるので、気候に合った衣服が必要です。日用品と
持って来る制服類（通学・体操靴、靴下等）を忘れないでください。

ホームステイする場合、家庭用品はほとんど必要ありません。家族や友達
の写真などを持ってくるといいでしょう。

医薬品
持病（糖尿病、喘息、湿疹など）のために定期的に服用している医薬品があ
る場合は、病歴と医師からの手紙（英文）と一緒に持って来てください。

お金
予定外または緊急の出費に備えて現金を400豪ドル程度持って来るといい
でしょう。銀行に関する詳細は4、9、10、および24ページを参照してくだ
さい。

渡航後は空港、ショッピングセンターの両替所、または銀行で両替できます。

食品を持って行ったほうが良いですか ?
オーストラリアは環境を保護するために、食品または伝統医薬品、植物、
および有機物の持ち込みに関して非常に厳しい規則があります。多くの場
合、これらの種類の物品は空港で没収されるので、持ち込まないようにし
ましょう。また、持ってくる場合は必ず申告してください。

オーストラリアの検疫所–www.agriculture.gov.au/travelling/to-australia–に
は、オーストリアに持ち込めるものと申告する必要があるものが掲載され
ています。外国の食べ物はほとんどオーストラリア国内で入手でき、到着
後に留学生コーディネーターが必要な食べ物を探すお手伝いをします。

持ち込みが許可されているかどうか分からないものを持ち込む場合、必ず
入国カードで申告するか、税関で尋ねてください。空港で荷物が審査され、
食品やその他の禁止物品がないか確認するために探知犬が使われる場合も
あります。
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荷造りする前に

学期日程
年度 1学期 2 学期 3学期 4 学期

2015 1月28日～–
3月27日*

4月13日～–
6月26日

7月13日～–
9月18日

10月5日～–
12月18日

2016 1月27日～–
3月24日*

4月11日～–
6月24日

7月11日～–
9月16日

10月3日～–
12月20日

2017 1月30日～–
3月31日*

4月18日～–
1月30日

7月17日～–
9月22日

10月9日～–
12月22日

2018 1月29日～–
3月28日

4月16日～–
6月29日

7月16日～–
9月21日

10月8日～–
12月21日

税関国境警備局（Australian–Customs–
and–Border–Protection–Service）には、
オーストラリア国内に持ち込むこと
ができる物品に関して厳しい規則を
設けています。これには、携帯でき
る現金の金額、ビタミン剤や薬（医
薬品または自然/伝統医薬品）、食品、
ペットおよび動物製品が含まれます。
www.customs.gov.au/knowbeforeyougo/
default.asp–にオーストラリアの税関要件
についてのオンラインガイドがあります。

税関と検疫

学校の制服

制服の情報については、新しい学校
のWebサイトをご覧ください。もの
によっては、持って行った方が経済
的である場合もあります（靴など）。

ホームステイ
ファミリー

電話または電子メールで、ホームステ
イファミリーに自己紹介をしてくださ
い。そうすれば事前にお互い知り合う
ことができます。何か質問があればそ
の時に聞いておいてください。

携帯電話
オーストラリアでも携帯電話が使え
るかどうか、現在利用している電話
会社に問い合わせてください。オー
ストラリアで使用する場合、新しい
SIMカードまたは端末が必要となる
場合があります。

銀行
日本で利用している銀行にこれから
海外へ行くことを伝え、海外での現
金引き出しや、豪ドルでの支払いが
できるように手続きをしてください。

保険

オーストラリアへ到着するまでの渡
航中に治療が必要となる場合に備え
て、旅行保険への加入をお勧めしま
す。また、留学生健康保険（Overseas–
Student–Health–Cover）に加入しなけ
ればなりません。

次のWebサイトに詳細がありま
す：www.studyinaustralia.gov.au/
en/Study-Costs/OSHC/Overseas-
Student-Health-Cover

入学申請書で留学生健康保険の手配
を選択していただければ、教育・訓
練省が手配します。留学生健康保険
カードは学校にお送りします。留学
生健康保険カードが手元にない場合
でもコース開始日の1週間前から保
険が適用されます。この留学生健康
保険では基本的な補償内容なので、
その制限または条件を理解しておい
てください。ビクトリア州に到着し
たら、留学生健康保険で補償される
範囲を増やすことができます。必要
に応じて留学生コーディネーターが
手続きのお手伝いをします。

健康
ビクトリア州に渡航する際に、病歴
を考慮することが重要です。自国
を出る前にオーストラリア移民局
（Australian–Department–of–Immigration–
and–Citizenship–Health）の 要 件 を
チェックしてください。この情報
は、www.immi.gov.au/allforms/
healthrequirements/に掲載されてい
ます。

かかり付けの医師に、医薬品を持参
する理由、またはオーストラリアで
購入する必要がある場合は医薬品の
正式な名称を含む手紙（英文）を書い
てもらってください。病歴を記載し
た書類があれば、緊急時に適切な治
療を受けられます。

航空券の予約
授業料を支払い、学生ビザが発給さ
れたらすぐに、メルボルン行きの航
空券の予約をしてください。航空
券の予約が完了したら、留学先の学
校の留学生コーディネーターが予定
を組めるように、旅程表を留学エー
ジェントに電子メールで送信してく
ださい。

パスポート
パスポートの有効期限をチェックし
てください。学生ビザの有効期間中
パスポートが有効であることを確認
してください。パスポートとビザの
コピーを2枚ずつ作成して、各コピー
をオリジナルとは別の安全な場所に
保管してください。2枚目のコピーは、
オリジナルを紛失した場合に備えて
家族に預けておいてください。

到着のタイミング

現地に慣れるために、学校が始まる1
週間前までに到着することをお勧め
します。遅くとも学期の初日より前
に到着しておいてください。

注意：ホームステイファミリーの都
合とビザ要件を満たす関係で、ホー
ムステイを利用する生徒は、学校が
始まる日より1週間以上前に到着で
きません。

学期終了日の翌日までビクトリア州
に滞在しなければなりません。学校
が始まる日までに到着できない場合、
または早く帰国する必要がある場合、
生徒の親が教育・訓練省に書面で連
絡しなければなりません。

帰国

*ビクトリア州立学校では、生徒の留学生活開始の準備ができるように、1学
期の初日には授業がありません。授業の開始日については、留学コーディネ
ーターに聞いてください。



6 ビクトリア州立校留学の準備ガイド 7www.study.vic.gov.au

渡航前の
チェックリスト
渡航の準備をする

学生ビザが発給され、すべての条件を確認した。01

学生ビザの有効期限までパスポートが有効である。02

パスポートとビザのコピーを安全に保管し、家族にもコピーを渡してある。03

学期の初日から1週間前以内に到着する航空券を予約した。04

空港で出迎えてもらうように、新しい学校に到着の詳細を伝えてある。05

海外旅行保険と留学生健康保険を手配した。07

病歴と医師からの手紙（英文）を取得した（必要な場合のみ）。06

銀行にオーストラリアから預金を引き出すことを知らせた。08

オーストラリアでの携帯電話サービスの利用可否と料金に
ついて確認した。09

制服について学校のWebサイトを確認した。10

荷造りするもの

荷物が航空会社のサイズと重量の制限範囲内になっている。01

旅行書類と「Arrival–Information–Support–Sheet（到着情報サポート
シート）」が手荷物に入っている。02

一般的な学校制服用品（例：黒い靴）。03

ビクトリア州の季節に合った衣服。04

病歴、医師からの手紙（英文）、および常用薬–。05

海外旅行保険および留学生健康保険書類のコピー。06

400豪ドル程度の現金。07

写真や音楽など、お気に入りのもの。08

持ち込みが禁止されている物品を入れていない。09
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到着

資金の引き出し
到着した当初お金が必要な場合、ATMカードまたはクレジットカードを
使用すれば良いでしょう。ほとんどのATM（現金自動預入支払機）では、
PLUS、Maestro、およびCirrusカードが利用できます。カードの裏にこ
れらの国際的に認識されているロゴがあるか確認してください。

家への電話
オーストラリアに到着したら、留学生は日本の両親に電話をしましょう。
オーストラリアから使える携帯電話を持っている場合、自分の携帯電話
を使ってもいいですし、携帯電話が使えない場合はホームステイ先の固
定電話を使用して良いか、ホームステイファミリーに尋ねてください。

ホームステイ
空港で出迎える人は、留学生の名前が書かれた案内板を持っているので、
簡単に見つけられます。彼らがホームステイファミリーの家まで送り、
そこでファミリー全員に会うことになります。

空港で
ホームステイファミリーの家に滞在する場合、手荷物にある「Arrival–
Information–Support–Sheet（到着情報サポートシート）」がすぐに必要と
なる場合があります。メルボルン国際空港で誰が出迎えるか、そして待
ち合わせの場所について記載してあります。何か問題があった場合に備
えて、ホームステイ先の住所と緊急電話番号も記載されています。

到着時
この項目では、メルボルンに到着時に
すべきことについて説明しています。
学校の留学生コーディネーターは、自
宅と学校での生活に早く馴染めるよう
にサポートします。準備することは多
数ありますが、何をしたらいいか分か
らなくても心配しないでください。多
くの人があなたをサポートします。

メルボルン到着が近づくとワクワクしてくるでしょう。機内アナウンス等でオーストラ
リアの入国審査と税関に関する情報を注意して聞いてください。入国と税関をスムーズ
に通過すると、そこでフレンドリーな担当者があなたをお出迎えします。
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準備すること
オーストラリアに行くことにな
って、私は本当に嬉しかったで
す。子供の頃からオーストラリ
アへ行くことが夢でした。やっ
とその夢が叶えられました。私
はとても幸運だと思いました。
何事も深刻に考えすぎたりしな
ければ、オーストラリアの人た
ちはおおらかで、よくジョーク
も言い合ったりするので、すぐ
に新しい学校に慣れて友達もで
きるでしょう。
ñ Katlyn（Thi Hoang Anh）Nguyen 

11A（ベトナム）

私は長年留学生コーディネータ
ーを務めてきました。生徒が快
適な状態で安心し、満足できる
ようにすることが私の最も重要
な職務です。私は到着時に留学
生全員に会い、何か心配事があ
ったらいつでも私に電話するよ
うに伝えます。私はすべてのホ
ームステイファミリーを知って
おり、彼らと協力して、地元の
交通機関、銀行、お店等につい
て生徒が理解できるようお手伝
いします。生徒は初日に英語セ
ンターに行き、すぐに友達がで
きます。その後、科目の選択、
制服や教科書の購入を手伝いま
す。
何でも質問できて、みんなが喜
んで手助けすることを生徒たち
に理解してもらうことが大切で
す。初めはオーストラリア英語
が難しいでしょうが、必要に応
じていつでも通訳を手配できま
す。
ñ Lois Kruger 留学生コーディネー

ター（Strathmore Secondary 
College）

長期間ビクトリア州に滞在すること
になるため、オーストラリアの銀行
口座開設をお勧めします。留学生コー
ディネーターがお手伝いします。口
座を開設したら、日本から送金を受
けられます。アルバイトをする場合
には、その口座に給与振込みができ
ます。オーストラリアに多額の現金
を持って来ることはお勧めできませ
んが、持って来られる場合には留学
生コーディネーターが、銀行口座を
開設するまで学校の金庫に入れて預
かることができます。

銀行口座

学校で必要なもの

到着後すぐに、制服、教科書、およ
びその他の必要品（ランチボックスや
文房具など）を購入してください。留
学生コーディネーターがお手伝いし
ます。

インターネットと
コンピューター

ほとんどのホームステイファミリー
には、インターネットにアクセスが
あります。支払いを別にするために、
プリペイドのワイヤレスモデムを購
入することをお勧めします。

学校と公共図書館では無料のイン
タ ー ネ ッ ト ア ク セ ス が 可 能 で す。
ショッピングセンターまたは大学の
近くにあるインターネットキオスク
やインターネットカフェでは、低料
金でインターネットを利用できます。

公共交通機関の
利用

ビクトリア州の公共交通機関では、
交通カードを使用します。電車、ト
ラ ム ま た は バ ス で 移 動 す る 場 合、
MYKIカードが必要です。MYKIカー
ドは駅やコンビニ、またはオンライ
ンで購入できます。

連絡を取り続ける
携帯電話が使える場合でも、オース
トラリアのSIMカードを購入する方
が経済的です。SIMカードは、ほと
んどのスーパーマーケットまたは
ショッピングセンターの携帯電話
ショップで購入できます。
ホームステイ先の固定電話で国際電
話をかける場合は、国際電話代を後
から支払うことをホームステイファ
ミリーに事前に同意してもらってお
いてください。了承済みでも誤解を
避けるために、毎回電話を使うたび
に電話を使ってもいいか聞いてくだ
さい。

国際電話カードも簡単に購入できま
す。国際電話カードを使って国際電
話を安くかけられます。両親がオー
ストラリアに電話する時には、電話
番号の最初に国番号61を付ける必
要があります。ビクトリア州の市外
局番または携帯電話番号の最初のゼ
ロ（0）を省きます。したがって、固
定電話にかける場合は61 3（8桁の市
内局番）、携帯電話にかける場合は、
61（4から始まる9桁）をダイヤルし
ます。この情報はホームステイファ
ミリー宅にある電話帳や、こちらの
Webサ イ ト www.timeanddate.com/
worldclock/dialing.html?p2=152 に掲
載されています。
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ライフスタイルと文化

が盛んで、試合に参加したり、応援
するチームを選ぶように勧められる
場合もあります。

食べ物と食事
ほとんどのオーストラリア人は世界
中の食べ物を楽しみ、自宅でも外国
の料理をよく作ります。ホームステ
イファミリーは、留学生の好物を知
りたいと思っていて、留学生と一緒
に食事を作ることもあります。

一般的な一日の食事を以下の表に示
します。

ホームステイ
ホームステイをする生徒は、そのメ
リットをすでに知っていると思いま
す。このガイドの前半で、持って来
る必要があるものについて説明しま
した。ホームステイファミリーは、
学校が慎重に選抜しており、長年に
わたり留学生をホストしているファ
ミリーもあります。ホームステイ
ファミリーは温かく歓迎してくれ、
地域のコミュニティーにも積極的に
参加しています。彼らは留学生が安
心・安全で、満足した留学生活が送
れるようにしています。ホームステ
イファミリーには留学生と同じ学校
に通っている子供がいる場合もあり
ます。

娯楽、アクティビティー、
楽しみ
留学生は質の高い教育を受けるため
にビクトリア州に来ますが、同時に
楽しく刺激的な時間を過ごすことも
できます。学校の友達とホームステ
イファミリーは、地元やビクトリア
州のあちこちで楽しめる様々なアク
ティビティーにあなたと一緒に参加
したいと思っています。新しい友達
たちは屋外での活動（サイクリング
や水泳など）をしたり、レストラン
で食事をしたり、映画や市内の散策
が好きな人もいます。スポーツチー
ム、地元の教会、音楽、または演劇
グループに誘われることもありま
す。ビクトリア州は、オーストラリ
アン・フットボール・リーグ（AFL）

朝食
トースト、シリアル、果物、紅
茶またはコーヒーなど

昼食
12時～2時の間に30分または1時間
の休憩時間に、サンドイッチ、ス
ープまたはサラダなど

一般的なオーストラリア人の毎日の食事

夕食
温かくボリュームがあってしっ
かり食べられる食事

ビクトリア州と
メルボルンでの生活
ビクトリア州は多文化社会としてよく
知られており、留学生はその大きな役
割を担っています。みなさんは、メル
ボルンが多くの異なる興味や活動を楽
しむことができる、活気ある、現代的
な都市であることを既にご存知かもし
れません。ここでは、メルボルンとビ
クトリア州での生活に関する情報を提
供します。追加情報を取得できるWeb
サイトも含まれています。
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個人の安全
ビクトリア州はフレンドリーで安全
な多文化社会です。留学生は、メル
ボルンが清潔で静かな町であり、歓
迎されていると感じるでしょう。何
かあればどんな小さな質問でも、教
師、ホームステイファミリー、また
は留学生コーディネーターに聞いて
ください。彼らは留学生に安心し、
満足してもらうように対応していま
す。また、緊急電話番号を含むサポー
トサービスも利用できます。

旅行者も地元の人も太陽とビーチを
楽しみますが、そこには危険もあり
ます。特にビーチやプールにいる時
には、日光から肌を保護してくださ
い。オーストラリアの太陽は夏には
非常に熱く、他の国と比べて1年を
通じて紫外線（UV）指標が高いです。
特に1日で一番暑い時間帯には、長
袖の服、日焼け止め、帽子が必要で
す。海で泳ぐ時には必ずライフセー
バーが巡回しているビーチを選んで
ください。泳げない場合は、プール
またはビーチに誘ったホームステイ
ファミリーや友達に伝えて、安全
な場所にいるようにしてください。
ビーチでの安全に関する詳細な情
報は、Webサイト–www.beachsafe.
org.au/Visiting_the_beach–にありま
す。

時差
ビクトリア州はオーストラリア東部
標準時間GMT+10（AEST）国際時間
帯にあります。サマータイム制度を
導入しており、通常毎年10月第1日
曜日から翌年4月の第1日曜日まで
1時間時計を進めます。日本との時
差は通常で1時間、サマータイム実
施中は2時間です。1年の特定時点
の時差を、www.timeanddate.com/
worldclock–で調べることができま
す。

祝祭日
ビクトリア州の祝祭日は、Webサイ
トwww.vic.gov.au/Victorian-Public-
Holiday-Dates.html–に掲載されてい
ます。

ビクトリア州での就労
学生ビザでは留学中に就労できま
す。アルバイトをするには、学期が
始まり学習を始めていなければなり
ません。学期中は2週間に40時間ま
で、夏休みなどの長期休暇中にはフ
ルタイムで就労することが認められ
ています。学校の勉強に影響があっ
てはいけないので、最初の2学期間
はアルバイトは認められません。そ
の間に新しい留学生活のリズムを整
えましょう。平日の夜は宿題と勉強
のために空けておき、週末のみ働く
ことを推奨します。留学生コーディ
ネーターは、オーストラリア納税者
番号を取得するお手伝いができま
す。雇用主は、就業前にこの番号情
報が必要です。「現金払い」または「帳
簿外給与」の仕事は違法であり適切
な保護が得られないので、そのよう
な仕事には就かないでください。

家族の訪問
ビクトリア州では、生徒が留学中に
ご両親がビクトリア州を訪問される
ことを歓迎しています。ご家族が
来る予定がある場合は、留学生コー
ディネーターに伝えてください。ご
両親が学校を訪問するのに相応しい
日を勧めることがあります。ご両親
はホームステイファミリーの家には
滞在できないので、ご自身で空港か
らの移動と宿泊施設を手配してくだ
さい。留学生コーディネーターは、
学校近くのホテルやアパートメント
をご紹介もできます。

気候と一般的な情報
学校と普段着

ほとんどの学校には制服また
は、授業、学校のイベントおよ
びスポーツデーに着用する服装
が決められています。学校外で
の私服は個人の自由です。オー
ストラリアは多文化社会なの
で、文化や宗教に則った服装を
している人々を見ることがあり
ます。

夏の必需品：

–帽子 サングラス

日焼け止め  Tシャツ

冬のコート 手袋

マフラー 靴（足全体を覆うタイプ）

スカート/
ショートパンツ

薄手のジャケット–
/セーター

冬の必需品：

天気
ビクトリア州の気候は比較的穏やかで快適です。ただし天気が変わりやすく、1日
に四季があるとも言われます。以下は毎日の平均最低/最高気温の図です。これらの
気温は場所によって異なります。たとえば、山の近くは当然ながら涼しくなりま
す。ビクトリア州の天気の詳細については、気象庁のWebサイト– www.bom.gov.au–
をご覧ください。

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

平均最高気温（°C）
25.9 25.8 23.9 20.3 16.7 14.1 13.5 15.0 17.2 19.7 22.0 24.2

平均最低気温（°C）
14.3 14.6 13.2 10.8 8.6 6.9 6.0 6.7 8.0 9.5 11.2 12.9

平均降水量（mm）
47.6 48.0 50.4 57.3 55.8 49.0 47.5 50.0 58.1 66.4 60.4 59.5

季節の気候
ビクトリア州は気候が穏やかなため、屋外での活動に参加する機会が多数あり、
活動的で健康的な生活を送ることができます。南半球の他の国と同様、ビクトリア
州の季節は以下のようになります:

夏： 12月～2月 秋： 3月～5月

冬： 6月～8月 春： 9月～11月
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メルボルンでは、便利な公共交通機関を利用して
簡単に移動できます。

電車、トラム、バスの交通網を利用して、学校、自宅、市内中心、その他の
人気の高い場所へ行くことができます。V-Line電車とバスは、メルボルンと
ビクトリア州と地方都市間をつないでいます。徒歩、自転車、またはホーム
ステイファミリーの車で移動することもあるでしょう。

メルボルンの公共交通機関に関する詳細情報は– http://ptv.vic.gov.au– にあり、
V-Lineサービスの詳細情報は–www.vline.com.au–にあります。

初めてメルボルンに来た時、慣れるのに本当に苦労しましたが、
ホームステイファミリーに会って友達を作ったら、すぐにこの国
が大好きになりました。ホームステイ先は自分の家か自国ベトナ
ムにいるのと同じように楽しく快適です。

また、学校の友達もフレンドリーで、学校の課題で何か問題があ
るたびに助けてくれます。

最初は留学生全員が慣れるまで大変ですが、すぐに自分がこの国
の一員になったと感じます。

ñ Nguyen Ha 11D（ベトナム）

交通機関と移動
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ビクトリア州の学校制度

学年度
学校の授業は、月曜日から金曜日ま
で約8:30AM～3:30PMに行われてい
ます。通常、生徒は1つの教室にず
っといるのではなく、教室を移動し
ます。通常、モーニングティーの時
間帯に短い休憩が1回、昼食時に長
い休憩が1回あります。

学習空間

教師が学習にふさわしいとみなした
場所はどこでも教室になります。公
園、動物園、博物館、美術館などの
多様な学習空間を利用します。生徒
は授業の内外（例：宿題や試験勉
強）で、個別でもグループでも学び
ます。教室での教授法は対話的で楽
しく、さまざまな方法で学んでいき
ます。教室では活気ある討論に参加
したり、多くの質問をしたり、他の
生徒からの積極的なサポートを受け
たりする機会があります。

生徒と教師
留学生にとって、前にいた学校より
もビクトリア州立校の教室はリラッ
クスしていると感じられるでしょ
う。教師はフレンドリーで話しかけ
やすいのですが、それでも生徒と教
師は尊敬し合っています。生徒は教
師を敬称と苗字で呼び、例えば
Mrs（またはDr、Ms、Mr）Jonesと
いうように呼びかけます。教師は生
徒をファーストネームで呼びます。
教師は、生徒を支援し、問題を投げ
かけ、そして生徒のやる気を起こさ
せます。教師は話しやすく、生徒に
敬意を払って対応します。教師は常
に、何か分からないことがあれば生
徒を助けます。

留学生コーディネーターは、学校と
自宅での生活の両方において、必要
なサポートをします。

中高校での1日

8.30am 授業開始

8.30am - 
9.25am

1時間目

9.25am - 
10.15am

2時間目

10.15am - 
10.45am

休憩

10.45am - 
11.35am

3時間目

11.35am - 
12.20pm

4時間目

12.20pm - 
1.20pm

昼食

1.20pm - 
2.10pm

5時間目

2.10pm - 
3.00pm

6時間目

3.00pm 学習サポート/下校

ビクトリア州留学するメリットについ
て、すでにご存知のこともあると思い
ます。このセクションでは、ビクトリ
ア州立校での実際の留学生活について
説明します。これらの教育制度に関す
る詳細は、http://www.study.vic.gov.
au/deecd/learn/study-in-victoria/en/
education-system.cfm–にもあります。

ビクトリア州
への留学

ビクトリア州の学校制度は、すべての生徒の長所を引き出すことで高い評価を
得ています。多様なカリキュラムと熱意ある教師から多くを学び成長します。
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学校は、生徒の学業の進捗と全般的な状況を知らせる
ために、保護者と定期的に連絡を取ります。

ほとんどの学校は、最低1年に2回保護者面談をします。学校は電話での面
談もできますし、留学生コーディネーターの多くは海外の親に会いに行き
ます。生徒の親はまた、成績レポートの翻訳版を受け取ります。レポート
の郵送をご希望であれば現住所を知らせ、電子メールでの送信をご希望で
あれば電子メールアドレスを知らせてください。留学生コーディネーター
は、保護者の連絡窓口になります。保護者はいつでも学校に電話して、留
学生コーディネーターと話すことができます。ビクトリア州教育・訓練省
の国際教育部門は、+61–3–9637–2990に電話で連絡できます。

教育プログラムと評価 

ビクトリア州では、履修するコースは「学年」に従って指導されます。プ
レップから10年生まではVictorian–Essential–Learning–Standardsに基づいて
学習し、11年生と12年生は、Victorian– Certificate– of– Education（VCE）を
履修します。10年生、11年生、12年生の終わりに各カリキュラムを通じ
て試験と学習評価をします。また、学校ではエクスカーションや多様なス
ポーツ/音楽アクティビティーなどの課外活動があります。

学業上の進捗
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お役立ち
情報

ビクトリア州で留学生活を始める準
備ができていたとしても、これらの
緊急連絡先やお役立ち情報が得られ
るリストがまとめてあると便利で
す。必要に応じて活用してください。

サービス

緊急 - 警察、救急車、消防車
警察、救急車、消防車を呼びます。必要であれば通
訳を利用できます。
電話番号： 000
電話番号： 112（携帯から）
電話番号： 106（TDD–テキスト電話から）

緊急以外 - 警察
電話番号： 9247 6666

クライムストッパーズ（犯罪解決に協力する組織）
電話番号： 1800 333 000
Webサイト： police.vic.gov.au

電話番号の検索
電話番号： 1223（無料電話）
Webサイト： whitepages.com.au
Webサイト： yellowpages.com.au

オーストラリア税務署
納税者番号の申請
電話番号： 132 861
Webサイト： ato.gov.au

ビクトリア・リーガル・エイド
法律情報サービス
電話番号： 1300 792 387
Webサイト： legalaid.vic.gov.au

在オーストラリアの外国大使館
電話番号： 02 6261 1111
Webサイト： dfat.gov.au

ビクトリア州で勉強する

国際教育部門
電話番号： 9637 2990

ビクトリア州立学校留学生プログラム
Webサイト： www.study.vic.gov.au

大学入学
Webサイト：  www.vcaa.vic.edu.au/Pages/faqs/

vcecurrentstudents.aspx

Victorian Certificate of Education（VCE）
ビクトリア州での学習評価に関する詳細情報
Webサイト：  www.vcaa.vic.edu.au/Pages/vce/index.

aspx

保健と医療

健康保険
Webサイト：  www.studyinaustralia.gov.au/global/

live-in-australia/insurance

ナースオンコール（24時間健康相談）
電話番号： 1300 606 024

ビクトリア州毒物情報センター
電話番号： 13 11 26

ライフライン・オーストラリア
自殺防止と精神衛生サービスに関する24時間の危機
サポート
電話番号： 13 11 14
Webサイト： lifeline.org.au
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移民とビザ

移民・国境警備省
電話番号： 131 881
Webサイト： immi.gov.au

お金と銀行
Webサイト： banks.com.au
Webサイト： moneysmart.gov.au

交通機関

道路地図と道案内
Webサイト： street-directory.com.au

メルボルン空港
飛行機での旅行–-–国際線と国内線：
電話番号： 9297 1600
Webサイト： melbourneairport.com.au

メルボルン空港バス
Skybus はメルボルン空港と市内中心との間で運行し
ています：
Webサイト： skybus.com.au

タクシーサービス
電話番号： 132 227
Webサイト：  victaxi.com.au/taxi-customers/hiring-a-

taxi.aspx

公共交通機関
PTV

電話番号： 1800 800 007
Webサイト： ptv.vic.gov.au

VLine
Webサイト： vline.com.au 

観光

ビクトリア州全体
Webサイト：  visitvictoria.com 

メルボルン
Webサイト： Thatsmelbourne.com.au
Webサイト： visitmelbourne.com

ビクトリア州で生活して仕事する
ビクトリア州での生活と移動に関する詳細情報：
Webサイト： liveinvictoria.vic.gov.au

メルボルン市の留学生ガイド
メルボルンの学生であることを最大限に利用す
るためのヒント:
Webサイト：  www.melbourne.vic.gov.au/

CommunityServices/ForYouth/
InternationalStudents/Pages/Informatio
nInternationalStudents.aspx

役立つWebサイト

郵便局
オーストラリアの郵便番号と郵便局の場所の一覧：
Webサイト： auspost.com.au/

時刻と日付
自国の時刻をビクトリア州の現在の時刻と比較：
Webサイト： timeanddate.com/worldclock/

生活費
学費と諸費用の概算に関する最新情報：
Webサイト： www.study.vic.gov.au/Intstu/fees.htm
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ビクトリア州への留学を準備するにあたり、このガイドの
情報を役立てていただければ幸いです。更に詳しい情報が
得られるWebサイトも是非ご活用ください。

何か質問がある場合、またはサポートが必要な場合には、
国際教育部門（+61–3–9637–2990）または学校の留学生コー
ディネーターまで連絡してください。

留学生の皆さんをビクトリア州にお迎えするのを楽しみに
しています。

申請方法などの詳細については、当省のWebサイトwww.
study.vic.gov.auを参照するか、正規代理店の留学エージェ
ントに連絡してください。

申請方法を含む詳細については、当省
のウェブサイトwww.study.vic.gov.auを
参照するか、自国の登録済みツアーオ
ペレーターに連絡してください。

教育・訓練省
国際教育部門
CRICOS プロバイダーコード: 00861K

電話：+61 3 9637 2990 
ファックス：+61 3 9637 2184 
Eメール：international@edumail.vic.gov.au 
Webサイト：www.study.vic.gov.au
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