


オーストラリア最大の州である西オーストラリア州は、
長年続いている好景気を背景に、美しい自然環境、
おだやかな気候、理想的な医療・教育制度に恵まれ、
総人口の約 70% が首都パースで質の高い生活を送っています。

西オーストラリア州基本データ
州都：パース（Perth）

総面積：約252万2,500㎢（オーストラリア第1位）

総人口：約247万人（オーストラリア第4位）

日本との時差：通年-1時間（夏時間は導入していない）
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西オーストラリア州の総面積は、オース
トラリアの約三分の一を占めており、日
本のおよそ7倍もの大きさを誇ってい
ます。西オーストラリア州では、その広
大な土地で他州をまたぐことなく、さま
ざまな体験ができます。

7～8月の冬でも最低気温は約10℃と、
年間を通して温暖な気候でありながら、
四季がはっきりしているため、季節に
よって州全体の表情が変化していきま
す。また、西オーストラリア州は日照
時間がほかの州に比べて長く、年間の
70％は晴天の日が続きます。

西オーストラリア州にはヨーロッパやア
ジア、アフリカなどから多くの人が移住
しており、今では州人口の約3割は国
外出身者で占められています。まさに、
さまざまな文化・人種が入り交じる“ダ
イバーシティ”を象徴する州といえるで
しょう。

現在も州政府によって、パース市内を中
心にした多くの開発事業が推進されてい
ます。2022年を目標に、鉄道の整備、
スタジアムやアリーナの建設、リバーサ
イド再開発などが進められており、西
オーストラリア州はさらなる発展のため
に成長を続けています。
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西オーストラリア州は天然資源開発によって好景気を維持しており、
オーストラリア国内で最も経済成長を遂げている州です。この目覚まし
い発展は今後も続く予定で、鉄鉱石や天然ガスの新開発によって、西オー
ストラリア州が世界経済に与える影響はより拡大することが予想されて
います。

留学生にとっても、西オーストラリア州の経済発展によって得られる恩
恵は数多くあり、州が規定するアルバイトの最低時給も高く設定されて
います。留学中のアルバイトで高収入を得て生活費を稼ぐことができ、
同時に国際的な環境で働き、英語力の向上や異文化への理解度を高めら
れるメリットがあります。また、求人数が多いため、アルバイト先も比
較的見つかりやすく、卒業後に就職できる可能性も高いといえます。

小・中・高等学校、英語学校、専門学校、そして 5 つの大学で、世界各国からの留学生を迎えている
西オーストラリア州。海外出身者が人口の 30％以上を占めるパースは、国内でも特にダイバーシティ
に富んだ自然と都会の調和のとれた街であり、“Friendry” “being reraxed” “easy going” な人々に支え
られて、安全で楽しい留学生活を送ることができる、まさに理想的な教育都市です。



33

オーストラリア大陸の西海岸に位置する西オーストラリ
ア州は、その好立地条件からアジアやヨーロッパ、南米
とのアクセスが良いため、留学生の比率も他都市とは異
なる傾向が見られます。パースの留学生の比率は、同一
地域に偏りがなく、アジア、ヨーロッパ、アフリカなど、
140を超える国から、数多くの留学生がバランス良く集
まっています。

パースは電車やバス、フェリーなど、公共交通機関が機能
的に整備されており、とても便利です。共通チケット（ス
マートライダー）を1枚持っていれば、全公共交通機関
の乗り降りが自由です。留学生は学生用スマートライダー
を使って、すべての公共交通機関を4割引きの料金で利
用できます（通常のスマートライダーと組み合わせれば、
さらに15%オフ）。

また、パース市内の中心部は“CAT（Central Area 
Transit）”と呼ばれる巡回バスが無料で利用できます。ま
た、パースを含む西オーストラリア州の3都市の中心部
を走る路線バスは、無料で利用することが可能です。継続
して支払う必要がある交通費は、留学生活にかかる経費の
大きなシェアを占めています。その費用を抑えることがで
きる西オーストラリア州の公共交通機関は、留学生にとっ
て非常にありがたい存在といえるでしょう。

西オーストラリア州政府は、マスターコースやPhDコー
スで学ぶ留学生の扶養家族の学費を無料にしており、これ
はオーストラリア国内では西オーストラリア州だけです。
これらのコースに通う留学生の12年生（日本の高校3年
生）までの扶養家族が公立校に入学する場合、学費は州政
府が負担してくれます。
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パース留学生へのインタビュー

留学した学校：Greenwood College, 
　　　　　　　Carine Senior High School
滞在方法：ホームステイ

成田香鈴さんのパース留学体験

留学先は「直感」でパースに

　私は中学生のときに将来何をやりたいか考えたのです
が、まったくわかりませんでした。悩んでいるときにフィ
ジーに短期留学をした友だちに会い、彼女の顔がとても大
人びていたことにびっくりして、「留学ってこんなに人を
変えるんだ」と思って、自分も留学すれば変われるかなと
留学を決意しました。
　留学先はオーストラリアに決めていたのですが、初めは
ほかの州を希望していました。ですが、パースの魅力を聞
いたり写真を見たりして、「ここがいい！」と直感で決め
てしまいました。

オーストラリアの学校には楽しみがたくさん

　オーストラリアの学校の授業スタイルは、日本の学校と
は全然違います。ノートを書いて、先生の話を黙って聞い
て…というのはあんまりないですね。どっちかというと、
みんなで話し合ってグループになって自分たちの意見を発
表し合ったり、みんなで答えを考えることが多いです。 
　オーストラリアの場合は毎教科生徒も移動しなければな
らないですし（これはこれですごく楽しいです！）、私は
芝生の上でピクニックみたいにご飯を食べる習慣がすごく
好きです。あと、こちらに来ていちばんびっくりしたのは、
1日の授業が5時間目までしかないことです。私にはオー
ストラリアの学校のスタイルが合っていたのか、勉強は大
変ですが、学校に行く楽しみがたくさんあります。

オーストラリアでは、日本の中学・高校に相当する中等教育を Secondary 
School と呼ぶ一貫校で行います。西オーストラリア州は治安が良く、生活
水準も高いため、中学・高校生の留学先として人気を集めています。

留学生は、西オーストラリア州の教育
省が認定している学校だけに入学が許
可されます（私立は学校によって異な
る）。留学生の受け入れを行っている
学校は、政府の審査基準をクリアして
いるため、高い教育の質と万全なサ
ポート体制を保証しています。英語
コースを設けたり、寮やホームステイ
などの滞在先の手配をしたり、勉強・
生活面でのサポートを行っています。
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とにかく楽しくて充実しているパースでの生活

　学校ももちろん楽しいのですが、普段の生活も楽しみが
たくさんあります！　毎週金曜日はクラスメイトとご飯を
食べたり、休みの日にはサーフィンをしにビーチに行った
り、ビーチが見えるすてきなカフェでお茶をしたり、友だ
ちのお家にお泊まりしたり…とにかくとても充実していま
す。ホストファミリーも優しく、ときに厳しくて、まるで
家族のように接してくれています。ホストシスターがつく
るご飯は、とてもおいしいので大好きです。

西オーストラリア州への留学
は、異文化体験目的の「短期
留学プログラム」も人気です。
オーストラリアの学校、ホー
ムステイ先での生活などを通
して海外生活を経験できま
す。高校生の場合、日本の学
校に在籍しながら留学するこ
とが可能です。

成田さんから留学する人へのアドバイス

　私は「留学をしたいな」と少しでも思ってる人がいるな
ら、その気持ちがある間に留学したほうが良いと思います。
「海外の高校に行って英語を学びたい」と思うだけで、と
てもすばらしいことですし、日本では絶対に味わえない経
験ができます。留学はとにかく何事も全力で、「自分を出す」
ことが大事です。自分が心をオープンして自分らしくいれ
ば、相手も必ず心を開いてくれます。ときにはカルチャー
ショックなどでつらいこと、苦しいこともありますが、そ
れを乗り越えたときに、また新しい道が開けて強くなると
私は思います。私にとって、留学は永遠に忘れられない最
高の経験であり、かけがえのない財産になりました。私に
できたんだから、あなたもできると思います。

　娘は中学受験を経て私立の中高一
貫校に通っており、そのまま高校へ
進むものと思っておりましたが、本
人が「どうしても海外で学びたい、
英語をもっと身につけたい」と希望
しました。正直私は反対でしたが、
娘の強い意志に動かされ、留学させ
ました。留学先を決める際に、親と
しては治安の問題が最優先でした。
娘は日本人が少ない地域に留学した
いということでしたので、親子の意
見が合った地域が西オーストラリア
州でした。
　娘が留学する前は、正直すべてに
おいて心配でした。その心配は留学

エージェントのスタッフに話をして
ひとつずつ解決していきました。娘
も不安な点や知りたいことを相談し
ていました。
　留学した娘を見ていて、ありきた
りな言葉かも知れませんが、本当に
大人になったと感じ、驚かされます。
娘の発する言葉ひとつとってもそう
感じます。もちろんまだまだですが、
日本にいたらここまでの成長や変化
はなかったと思います。旅行ではな
く生活して学んでくるのですから、
お子さんが強い意志で留学を希望し
たら、ぜひともチャレンジさせてあ
げてはいかがですか？

初めは反対でしたが、今では娘の成長や変化に驚かされます。
保護者の
コメント
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パース留学生へのインタビュー

集中的に英語を学ぶため日本人が少ないパースへ

　私は今回の留学先を決めるときに、「留学の予算」「ワー
キングホリデー制度の有無」「現地の人々のフレンドリー
な性格」という3つを重視していました。そして、さま
ざまな国の中から、最も魅力的に感じられたオーストラリ
アを留学先に選びました。
　パースを選んだ理由は、私の留学の最大の目的が「英語
の勉強」だったからです。日本人が少ない環境で集中的に
勉強できる場所に留学しようと思い、シドニーやメルボル
ンから離れたパースを選びました。
　また、たまたま私が読んでいたガイドブックで、パース
が「世界一美しい都市」と紹介されていたというのも、こ
こを選んだ理由のひとつでした。実際にパースに来てみる
と、「世界一美しい都市」として取り上げられるのも納得
できます。

学生も教師も多国籍なパースの授業 　

　私が通う語学学校では、午前中に90分の授業が2コマ、
午後は60分のクラスが1コマあります。また、学校に希
望を出せば、火・木曜に自分の弱点や目的に合わせた授業
を受けることもできるなど、個人に合わせて柔軟に対応し
てくれます。
　授業の内容は、基本的には教科書に沿って文法・リーディ
ング・リスニング・ボキャブラリーなどを勉強し、ときに
はゲームを交えながら、英会話の練習を重ねていくという
スタイルです。
　教わっている学生はもちろん、さまざまな国籍の先生が
いるのもパースならではです。私は6つの国の先生に教
わりましたが、授業スタイルが少しずつ違い、どの先生の
授業も大変興味深いものでした。

オーストラリアでは留学生のための集
中英語コースを “ELICOS” と呼び、私
立語学学校のほか、大学や TAFE（公
立の職業訓練校）でさまざまなコース
が開講されています。パースの語学学
校には世界各地から留学生が集まり国
際色が豊か。ダイナミックな自然を生
かしたアクティビティも魅力です。

留学した学校：Phoenix Academy
受講したコース：General English Course
留学の期間： 4か月間
留学の費用：約50万円
　　　　　  （1か月のホームステイ代含む）

松尾夏奈さんのパース留学体験
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楽しみは勉強後のカフェでの時間

　私はもともとカフェが大好きなので、パー
スに来てからは毎日のようにカフェに通って
います。パースにはチェーンや個人経営のカ
フェがたくさんあり、私のような「カフェ好
き・コーヒー好き」な人にはたまらない、と
ても良い町だと思います。ただ、カフェの多
くは夕方4時くらいに閉まるので、日本人
の感覚からすると、少し不便に感じるかもし
れません。“DOME”というチェーン店は遅
くまで営業しているので、放課後に図書館で
勉強したあとに、そこにコーヒーを飲みに行
くのを楽しみのひとつにしています。

松尾さんからこれから留学する人へのアドバイス

　私は恵まれた環境だった仕事を辞め、周囲の反対を押し切っ
てパースに留学しました。今回の留学を決めたことは、周囲に
合わせて歩んできたこれまでの私にとって、大きな転機になり
ました。今となっては、この決断をして良かった、パースに来
て本当に良かったと感じています。
　留学中は自分のペースがつかめず、焦りばかりが募る時期も
ありました。でも、「自分の目的は何だったか、どうしたらそ
れを達成することができるか」を思い返し、自分なりの学習の
ペースをつかむことができました。出発前は不安や心配などで
頭がいっぱいになるときもありますが、いざ留学が始まると意
外と簡単に乗り越えられる場合もあるので、あまり悩みすぎず、
準備をすることが大事だと思います。

休日の買い出しが勉強の息抜きに

　学校が休みの日には、新鮮な食材を安く購
入するためにSubiacoという町のマーケッ
トまで友だちと買い出しに行くことが多く、
それも勉強の息抜きになっています。

18 ～ 30 歳までの若者が
最長１年までオーストラ
リアに滞在できるワーキ
ングホリデー・ビザ。勉
強、旅行、アルバイトな
どをしながらオーストラ
リアで生活し、文化や習
慣を学ぶことができま
す。最長４か月まで学校
に通うことが可能です。

日本よりも高収入が得られるアルバイト

　アルバイト先は探すのが結構大変なので、友人から聞いた話
を含めて紹介します。まず、比較的見つかりやすいのが、ホテ
ルやレストラン、カフェでの仕事です。時給は仕事の内容にも
よりますが、パースの日本食レストランはAS$16くらいなの
で、日本と比べると高収入が得られます。アルバイト先の見つ
け方としては、友人の紹介やウェブサイト、直接お店などを回っ
て履歴書を配り歩くという方法があります。
　私の今回の渡豪には「交友関係を広げる」という目的もある
ので、アルバイトよりもそちらに力を注ぐようにしています。
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パース留学生へのインタビュー

西オーストラリア州の海に魅了されワーホリ➡留学

　私はワーキングホリデー・ビザで西オーストラリア州に
滞在していて、「ここで学生として勉強したい」と思った
ので、留学を決めました。あと、ワーキングホリデー中に
働いていたロットネス島の海に魅了されて、「西オースト
ラリア州の海をもっと見てみたい」という気持ちが抑えら
れなかったというのも理由です。
　私は幼いころからお菓子づくりに興味があって、自分の
カフェをオープンするのが夢だったので、その夢につなが
ることを勉強できる学校を探しました。そんなときにい
ろいろな専門分野を学べるTAFE（専門学校）を知って、
TAFEの製菓コースで学ぶことを決めました。

留学した学校：Challenger Institute of Technology
受講したコース：Certificate lll in Hospitality　
                     （Patisserie）
留学の期間：1年間
留学の費用：約150万円（年間の学費）

 浜島衣里さんのパース留学体験

実践的な TAFE の授業で積んださまざまな経験

　TAFEでの授業は週に3～4日あり、そのうち
の2～3日は実習です。最初の学期では、ホスピ
タリティ業界で働くための基本的な知識を学びまし
た。たとえば、衛星管理や調理法の勉強、学校にあ
るレストランにお客さんを招いて行う実習、それか
ら実際のカフェやいくつかのレストランでインター
ンシップをするなど、さまざまな経験をしました。
約6時間のインターンシップでは、そこで認めら
れると仕事のオファーをもらえることもあります。
　後期はホスピタリティの応用知識を勉強し、さら
に本格的にチョコレートやケーキ、タルト、パンな
どの製菓、製パン実習を行います。一回の実習は約
6時間ほどで、専用の作業台とオーブンを使いなが
ら、いくつもの種類のアイテムをつくります。
　チョコレートの授業ではテンパリングなどの基本
テクニックを学んで、それを応用しながらいろいろ

なチョコレート菓子をつくります。私は授業の最終
日に、大きなチョコレートアート（下の写真を見て
ください）をグループでつくりました。
　ケーキの授業では一回の実習で平均2つ、複雑
な構造のケーキをつくります。このときのデコレー
ションは、自分のセンスによってアレンジできます。
　あと成績の評価ですが、TAFEでは基本的に試
験などはありません。毎回の実習の完成度やプレゼ
ンテーション、問題集の成績などで評価されます。

オーストラリアの専門学校は、TAFE
と呼ばれる公立の職業訓練校と私立専
門学校の 2 種類があり、私立の専門学
校が専門分野を絞っているのに対し、
TAFE は幅広い分野で多様なコースを
提供しているのが特徴です。TAFE は
パース中心部および近郊に 4 校、その
他の地域に 5 校あります。
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アルバイトを通してさらにアップした英語でのコミュニケーションスキル

　私は西オーストラリア州でシェフやバリス
タ（コーヒーをつくる仕事）、ウェイトレス
などのアルバイトを経験しました。仕事を探
せるウェブサイトがあるので、そのサイトを
こまめにチェックしたり、「仕事を探してい
ます！」という広告を出したりしてアルバイ
ト先を見つけました。あと、直接お店に履歴
書を配って回ったこともあります。
　私は基本的にカフェやレストランで働くこ
とが多いのですが、お客さんと小話をするの
も仕事の一部です。なので、接客やほかのス
タッフとの英語でのコミュニケーションはと

ても重要になります。仕事中のコミュニケー
ションは学校とはまた違うので、接客の仕事
をしたことで英語コミュニケーションスキル
が磨かれたと感じています。
　西オーストラリア州で働くメリットは、
ワーキング・コンディションが良いことだと
思います。どのお店も早いうちに閉まります
が、時給がもともと高いので、日本のように
長時間働かなくても、結構なお金がもらえま
す。時給は業種によって違いますが、レスト
ランやカフェでは、AU$17～25が平均だ
と思います。

すべてのコースに実践的なスキルをみ
がくための実習が取り入れられている
ので、専門分野の知識を習得しつつ、
実習やケーススタディを通して実践力
を身につけることができます。たとえ
ば、ホスピタリティや観光コースを開
講している学校は、キッチンやレスト
ランを備えており、学内レストランで
実習を行うことができます。

一生忘れられないカリジニ国立公園

　学校が休みの日は、映画や買い物、海、ロッ
ク・クライミングに出かけます。パースには
私の好きなお店があって、そこは日本人経営
の小物屋さんです。どうしてかというと、私
はパースに来てから日本人の知り合いがひと
りもいなくて、たまにものすごく、日本人と
話がしたくなるんですよね。それに、売って
る物もすごくカワイイです。
　連休が取れたときは、キャンプやハイキン
グに出かけたりと、アウトドアな生活をして
います。西オーストラリア州の中で一生忘れ
られない場所は、北の内陸部にあるカリジニ
国立公園です。あの壮大ないくつもの峡谷の
迫力には圧倒され、そこに流れる川がつくり
出す滝と自然のプールは本当に神秘的です。

パースでの経験を活かして叶える夢

　私はTAFEで学び始めてからいろいろな
知識やテクニックに触れて、実践してきまし
た。日本であまり知られていないお菓子のこ
とや、海外から見た日本のパティスリー業界
のことなど、パースで新しいことをたくさん
知りました。この経験を活かして、将来的に
は、和洋折衷の創作カフェなどをオープンし
たいと思っています。パースでの経験は、私
をいろいろな面で強くしてくれ、自信を持た
せてくれました。だからきっと、挑戦したら
夢は叶うと、私はそう思っています。
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基礎から英語を学ぶためにまずは英語コースへ

　私はもともと海洋ツーリズムや海洋生物学系が勉強でき
る教育機関を探していて、その分野に強い学校が充実して
いるパースへの留学を決めました。
　とにかく英語力を身につけなければ何も始まらないの
で、最初の6か月はTAFE付属の英語コース（ELICOS）
に通いました。ELICOSでは英語の基礎からしっかり勉
強でき、それと同時に進学のためのレポートやエッセイの
書き方、参考文献の取り方、プレゼンテーションスキルな
どが授業の中に組み込まれていました。留学生へのサポー
トも充実していて、宿題や課題はもちろん、自習で勉強し
た英語のチェックをしてくれたり、普段からコミュニケー
ションをとってくれたりと、とても心強かったです。

留学した学校：
❶Polytechnic TAFE （5か月間）
❷Challenger Institute Technology（6か月間）
❸Perth Institute Western Australia （6か月間）
❹Edith Cowan University（2年間）
受講したコース：
❶English Language Intensive Courses for 
　 Overseas Students
❷Certificate II Marine Tourism
❸Diploma of Hospitality
❹Bachelor of Hospitality and Tourism
留学の費用：
約150万円（年間の学費）
家賃を除いた1か月の生活費は5万円程度

田中絵理さんのパース留学体験

パースには 5 つの大学（公立大学 4
校と私立大学 1 校）があり、世界各国
から毎年 26,000 人以上の留学生が学
んでいます。西オーストラリア州を含
め、日本の高校を卒業後すぐにオース
トラリアの大学に進学するためには、
ほとんどの人が 1 年間の進学準備課程

（ファンデーションスタディ・コース）
に入学します。進学準備課程では、授
業で使用する英語、プレゼンテーショ
ンや研究・分析の方法、レポートの書
き方など、大学で学ぶために必要な英
語力や学習スキルを習得します。

西オーストラリア州の教育機関では、
留学生用の英語コースやサポートも充
実しています。大学のキャンパス内か
近くに学生寮があり、さまざまな国の
留学生が生活しているため、ふだんの
生活をしながら国際交流が図れます。

パース留学生へのインタビュー

実践的な勉強ができる TAFE へ進学

　ELICOSで英語を勉強したあとはTAFEに進学し、マ
リン・ツーリズムを受講しました。海洋生物学や船の構造、
安全対策などの基本的なことを中心に、ダイビングのライ
センス、船舶免許、船上でのサービス訓練など、より実践
的な勉強もできました。
　これは大学進学後に感じたことですが、ELICOSや
TAFEで学んだスキルは、大学での勉強にもとても役に
立ちました。特にTAFEは実習形式の授業が多いので、
就職希望者にも向いている学校だと思います。
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柔軟なオーストラリアの大学でダブルメジャー

　大学ではBachelor of Hospitality and Tourism（ホ
スピタリティと観光環境学の学士課程）をダブルメジャー
で専攻しています。ダブルメジャーとは、2つの分野を専
攻することです。こういった柔軟なところが、日本にはな
いオーストラリアの大学の特徴だと思います。ほかにも入
学できる時期が年に二回あったり、単位も好きにアレンジ
して自分のペースで履修したりと、さまざまな面でフレキ
シブルです。
　ちなみに、オーストラリアの大学は原則4単位（教科）
を半年ずつ履修し、3年で卒業という流れになっています。
基本的にひとつの単位に対し、週に3時間の授業があり
ます。教科によって、3時間のセミナーだったり、2時間
の講義プラスいくつかのクラスに分かれて1時間のチュー
トリアルを行ったりと、さまざまな形で授業が行われます。

日本の 4 年制大学卒業に相当
する学士号は、一部の学部を
除いて通常 3 年で取得できま
す。そのほか、実践的な専門
スキルを習得できる Diploma
や Advanced Diploma（8 ペー
ジ参照）や 2 年間の準学士号
コースから学士号のコースに
編入することもできます。

将来のプランは「私が働く船に両親を乗せる」

　卒業後の進路は、ツーリズムもしくはオペレーション部
門のコンサルタントとして、クルーズ船で2～3年働き
たいと考えています。私の乗る船でクルーズできる日を、
両親がとても楽しみにしていてくれているので、それが実
現したい目標です。その後は、世界中の世界遺産の観光地
開発に携わりたいと思っています。
　また、時間があれば、いずれは西オーストラリア州で仕
事に就きながらhonor（優等学位）を習得したいです。

多彩な分野が学べるツーリズムのおもしろさ

　パースの大学はとにかく課題が多くて、とても大変です。
試験で良い成績をとっても、課題をパスしないと単位を落
とす可能性があるので手を抜けません。内容は、エッセイ
やレポート、プレゼンテーション、実技などいろいろあり
ます。私が学んでいるツーリズムのおもしろいところは、
観光学を基準として環境学や観光歴史学、経営学、会計学、
金融学など、幅広い分野の勉強ができることですね。ここ
まで幅広い領域をカバーしている分野はツーリズム以外に
思いつきませんし、日本の大学ではツーリズムを掘り下げ
て勉強できないようなので、このコースを履修して良かっ
たと思っています。
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国内有数の経済力と恵まれた資源を背
景に、パースの大学は国際貿易、資源・
インフラ工学、情報・通信、教育など
のさまざまな研究分野で目覚ましい成
果をあげています。西オーストラリア
大学で医学の学位を取得したバリー・
マーシャル教授がピロリ菌発見の功績
によりノーベル医学賞を受賞するな
ど、西オーストラリア州の研究水準の
高さは広く知られています。

大 学 院 に は、 通 常 6 か 月 間 の
Graduate Certificate と 12 か 月 間 の
Graduate Diploma の コ ー ス が あ り、
キャリアに直結した実践的な専門知識
を深められます。修士号のコースには
研究論文を提出する「リサーチコース」
と講義履修、試験、論文を組み合わせ
た「コースワーク」があります。修士
号取得には通常 1 ～ 2 年、博士号を
取るには 3 年以上必要です。

パース留学生へのインタビュー

留学した学校：Curtin University 
受講したコース：Master of Science　（Geology）
留学の期間：2年間
留学の費用：AUS$40,000

前渕信太朗さんのパース留学体験

留学先の決め手はパースの資源の豊かさ

　私は日本の大学で地質学を専攻していたので、資源関連
の職業に就くことを漠然と考えており、留学先を検討して
いた際に西オーストラリア州出身の友人がパースの資源の
豊かさについて話してくれたことをきっかけに、西オース
トラリア州に興味を持ちました。調べてみると、資源の豊
富さ、資源プロジェクトの数とその規模、また卒業後の就
職の可能性などが大変魅力的だったので、西オーストラリ
ア州に留学することを決めました。
　そして大学3年の冬に大学見学を兼ねてパースへ行き、
西オーストラリア州にある大学の中でも、国際色豊かで野
外調査などの実践的なカリキュラムを持つカーティン大学
への留学を決めました。

課題の多さに苦労しつつも深まった友人との絆

　大学院では、卒業後を見越して地質学を専攻しました。
理論だけではなく、実際に探査•採掘現場で使われている
分析方法や応用法、そのためのソフトの使い方など、幅広
く学ぶことができました。授業では出欠を取ることは滅多
にありませんでしたが、意欲のある学生が多く、ほとんど
の学生が毎回きちんと授業に参加していました。また、ク
ラスメイトの年齢は幅広く、20～30代、また仕事を辞
めて地質学の勉強を始めた40、50代の学生もいました。
　学校で苦労したのは課題の多さでした。十数科目の授業
を受講しており、毎週クラスごとに文献や論文を何冊も読
み込んで課題を仕上げなければならず、遊びに行く時間は
ありませんでした。専門科目の英日辞典を片手にクラスメ
イトと図書館で夜遅くまで勉強していましたが、苦労を共
にしたことで絆が強くなり、大変な時期も良い思い出とな
りました。
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国際色豊かな寮で共同生活

　私は初学期は学校併設の寮に住んでいまし
たが、寮生は留学生もしくは初学年の地元学
生がほとんどでした。私のルームメイトは
オーストラリア、アメリカ、中国、シンガポー
ル、ドイツの学生でしたので、とても国際色
豊かでした。わからないことも多かったため、
市街地へいっしょに出かけたり、地元学生に
オーストラリアの文化について教えてもらっ
たり、課題を提出する前にお互いにチェック
し合ったりと、協力して生活していました。

これから留学する人へのアドバイス

　専門分野を学び、各分野のスペシャリスト
として活躍することを夢見て意欲を持って勉
強する学生が、パースには数多く集まってい
ます。夢があれば国籍に関係なく、自然と夢
を持つ友だちができます。私は留学で年代も
バラバラなクラスメイトと触れ合い、「やり
たいと思うことがあるならば、年齢に関係な
くやってみるのが大切」ということを学びま
した。オーストラリアには、だれにでも勉強
するチャンスが与えられる文化があります。
　異国の地で勉強するのは大変ですが、国際
色豊かな西オーストラリア州パースは、地元
生も留学生も分け隔てなく勉学に励むことが
できる、留学には最高の場所です。パースで
夢を実現する人が、ひとりでも増えることを
楽しみにしています。

研究内容に企業のスポンサーがつき良い経験に

　大学院での研究内容には、鉱床発達の過程を取り上げま
した。西オーストラリア州の資源会社は、学術的貢献とプ
ロジェクトの発展のために学術論文のスポンサーをするこ
とがあり、ちょうど鉄鉱石の会社が鉱床の発達過程につい
て分析していたため、私もそれに携わることとなりました。
実際に探査現場などを訪問することができ、仕事を始める
前の良い経験になりました。

大学院で得たスキルで即戦力に

　現在、私はオーストラリアの地質学分野の
仕事に就いています。大学院では、今の仕事
に直結したスキルが学べるコースで勉強した
ので、即戦力として会社のプロジェクトに貢
献することができました。オーストラリアの
大学院には日本の大学では学べないことも数
多くありました。苦楽を共にした友人たちと
は、今も頻繁に会っており、彼らも州内の資
源プロジェクトの第一線で活躍しているの
で、ネットワークがどんどん広がっています。

西オーストラリア州政府は、修
士課程や博士課程で学ぶ留学生
の扶養家族の学費を無料にして
おり、これはオーストラリア国
内では西オーストラリア州だけ
です。これらのコースに通う留
学生の 12 年生（日本の高校 3
年生）までの扶養家族が公立校
に入学する場合、学費は州政府
が負担してくれます。




