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カーティン大学
カーティン大学は、パース市に位置する西オーストラリ
ア最大かつ最も国際色豊かな大学です。カーティン大学
は、ビジネス、人文科学、健康科学、理工学の分野で
50,000人以上の学生に、さまざまな学士号、修士号、博
士号を提供しています。カーティン大学入学後は、マル
チカルチャーな学生や職員の一員にとなり、130か国から
集まる16,560名を超える留学生たちとともに本学で学ぶ
ことになります。
カーティン大学は世界の大学の上位300校（QS世界大学ラ
ンキング2012‐2013年版）にランクインしています。ま
た、優れた新興大学のひとつとして認められていて、QS
創立50年未満大学ランキング2013年版で世界第22位にな
りました。
専攻学科別QS世界大学ランキング2013年版では、カーテ
ィン大学の下記の学科が世界の大学の上位100校にランク
インしています。
- 化学工学
- 地球海洋科学
- 財務会計
- 教育
専攻学科別QS世界大学ランキング2013年版では、カーテ
ィン大学の下記の学科が世界の大学の上位200校にランク
インしています。
- 土木工学
- コンピュータサイエンス
- 薬学および薬理学
- コミュニケーション・メディア
活気にあふれたカーティン大学では、刺激的な学習環境
で学ぶことができます。メインキャンパスのある276エー
カーの土地には、数々の美しい公園や庭園、目を引く建
築物があります。近くにはスーパーマーケットや、カフ
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ェ、レストランやコンビニエンスストアなど、さまざま
なサービスを提供する巨大なショッピングセンターがあ
り、キャンパスから歩いて行くことができます。
カーティン大学の学生は、他に類をみないほど素晴らし
い学習体験や支援サービスに加えて、一流のビジネスや
企業ネットワークを利用できるので、大学で過ごす時
間を最大限に活用できます。さらに、当大学が確立し
た、90校を超える世界中の大学とのネットワークによ
り、キャリア作りや旅行、更なる学習の機会を得ること
ができます。

所在地
シンガポール、マレーシア、シドニーに分校があり、中
国や香港、ベトナムなどの国々で学位プログラムが設け
られているので、国際的に認められたカーティン大学
の学位取得を世界中の多くの場所で勉強することができ
ます。
日本と西オーストラリアの時差はたったの１時間。い
つでも家族と連絡を取り合いながら、海外留学ができ
ます。
パースは、オーストラリアの有名なビーチに簡単にアク
セスできる活気にあふれた国際都市です。最も住みやす
いと思われている都市のひとつで、美しい自然環境、医
療の受けやすさ、雇用などの面や政治的、社会的安定性
を求めてパースに移り住む人々が世界中からやって来ま
す。またシドニーやメルボルンなど、より大きな他のオ
ーストラリアの都市よりも、留学生たちにとって経済的
な留学地でもあります。これらは、エコノミスト・イン
テリジェンス・ユニットの世界の都市の住みやすさラン
キングと概要（2013年8月）で、世界で9番目に住みやす
い都市として評価されている理由の一つでもあります。
パースは広大な土地と絵のように美しいビーチや特有の
ブッシュと呼ばれる低い木々、国際色豊かな文化的イベ
ントや、陽射しを楽しみながら屋外で食事がとれるカフ
ェやレストランが数多く存在することで知られていま
す。くつろいだ生活を送れるきれいで安全な都市です。
西オーストラリア州は大規模な資源およびエネルギー部
門により、オーストラリアの国に全体において経済的に
最も強い州のひとつとして常に評価されています。
パースの勢いのある小売および食品業界から、数えきれ
ないほどのパートタイム雇用の機会が提供されていま
す。留学生たちも、学期中は2週間で40時間まで、休暇期
間中はフルタイムで働くことができます。
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課程
カーティン大学には490以上の学士課程および修士課程が
あり、堅実な理論的基盤の上に築かれる実践と応用を重
視しています。進化し続ける産業界のニーズにマッチし
た次のような分野のコースを開講しています。
・数理財政科学
・農業関連産業（農業、ブドウ栽培、醸造学を含む）
・建築および室内建築
・ビジネス（ロジスティックス、サプライチェーン・マ
ネジメント、戦略的調達を含む）
・コンピュータサイエンス
・教育（応用言語学、理数教育を含む）
・工学
・環境生物学
・地球科学（鉱業、冶金および石油を含む）
・健康科学（生物医学および公衆衛生を含む）
・インダストリアル・エンジニアリング
・国際関係
・数学
・MBA（グローバルMBAを含む）
・メディア
・鉱業冶金学
・鉱物およびエネルギー経済学
・看護（正看護師のためのコンバージョン・プログラ
ム）
・プロジェクトマネジメント
・科学（化学および物理学を含む）
・社会科学および国際関係学（国際関係論および国家安
全保障と人権を含む）
・持続可能性と気候政策
・都市・地域計画
・ワイン産業
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経営管理学修士（MBA)
カーティン大学ビジネススクール（Curtin Graduate
School of Business/CGSB）は、パースのビジネス中心街
の中央に位置し、オーストラリアにおけるマネジメント
教育の最前線ともいえる存在です。
カーティン大学のMBAは、MBA取得者協会によって国際的
に認定されており、世界でも認定を受ける事が出来るの
は、超一流の大学やビジネスカレッジ、教育機関の一部
のみです。

グローバルMBA
新しい経営管理学修士（グローバルMBA）は国際的に認知
されている資格で、学士号取得者が国際的なビジネス社
会でキャリアをスタートさせる礎を築くことを目的とし
ています。
カーティン大学ビジネススクールを通じて提供されるMBA
とは異なり、学生はMBAグローバルに入学するために必要
条件となる、最低3年の職務経験を必要としません。つま
り学士号取得後すぐに大学院の勉強に進むことができ、
持っているスキルと知識を、学位の一環として取り組む
専門的な産業プロジェクトにすぐに応用できます。

学生課と学生支援

施設

カーティン大学ではさまざまなサービスや施設が充実し
ており、留学生たちが大学で過ごす時間を最大限活用で
きるよう支援しています。医療サービス、レクリエーシ
ョン施設や学内宿泊施設の提供や、24時間の警備巡回な
ども行っています。
カーティン大学学生組合（Curtin Student Guild）は面
接技能や履歴書の書き方、移住などに焦点を当てたさま
ざまなワークショップを企画しています。
留学生たちにカーティン大学での生活に無理なく慣れて
もらうために、当校では次の支援を行っています。
・渡航前の情報提供
・到着時の空港お出迎え
・一時的な宿泊先の手配（希望制）
・プログラムの説明会
・サポート（窓口は当校のInternational Student
Advisory ServiceおよびCurtin International Office）
留学生委員会（International Students Committee/
ISC）はカーティン大学の留学生のための主要代表団体で
す。ISCでは、留学生それぞれのキャンパスでの要望や意
見をサポートし、全ての国際的なクラブや団体が活動し
やすいように支援します。

カーティン大学の学位の選択後は、教室で学んだ理論
を当校の優れた近代的な施設で実践し、有益なスキル
を習得できます。西オーストラリア州で唯一の大学の
トレーディングルームであるCBS Trading Roomや、1億
1600万ドルをかけたカーティン大学資源および化学区域
（Resources and Chemistry Precinct）、3500万ドルを
かけたカーティン大学生物科学研究区域（Biosciences
Research Precinct）、そして数百万ドルの高速サーバ
ーを装備したデジタル・クリエイティビティ研究室など
があります。
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入学方法
カーティン大学へ入学するには、さまざまな方法があります。
パースに大学のメインキャンパスにあるカーティンカレッジでは、カーティン大学の様々な学科に進学・編入可能な
プログラムを提供しています。詳細はカーティンカレッジのウェブサイト、curtincollege.edu.auをご覧ください。
カーティン・イングリッシュでは、個人またキャリアや学力の向上の一環として英語力を磨きたい学生向けに、カー
ティン大学で英語プログラムを実施しています。プログラムには一般英語、アカデミック英語（EAP）のほかに、カー
ティン大学に直接入学する方法として大学進学準備コース（English Language Bridging Course）が設けられていま
す。

カーティン・イングリッシュ
(CURTIN ENGLISH)
カーティン・イングリッシュには、質の高い指導と生徒
たちのニーズに答えるスタッフがおり、すばらしい英語
の学習機会をここで得ることができるでしょう。
卓越した教育拠点
カーティン・イングリッシュは、English Language
Barometer Project 2011の下記の部門で、オーストラリ
アで学生満足度第1位を獲得しています。
・学習経験：「このコースで勉強を始めて以来、英語学
習に進歩がみられています」
・サポートおよびアドバイス満足度：「ビザの申請のた
めの支援とサポートが受けられました」
・体験：「滞在中に友達ができました」
情報元：English Language Barometer Project 2011は教
育機関のための独立した守秘義務の高いフィードバック
を元に、オーストラリア全土の語学学生の意思決定、認
知、期待値および経験を調査しています。
質の高い指導
カーティン・イングリッシュの講師陣は、大学の学歴に
加えて、教育に特化した資格を有する英語の専門家とし
て認定されています。
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認定プログラム
カーティン・イングリッシュは、外国語として英語教育
を行うオーストラリア国立ELICOS協会（NEAS）によって
認定されている教育機関です。
カスタマイズされた英語プログラムと研修旅行
プログラムには、さまざまなレベルの英語クラスがある
だけでなく、パース観光やアクティビティ、大学のワー
クショップや専門分野別の遠足などの楽しい活動も含ま
れています。グループで既存の英語のクラスに入ること
もできますし、大学のレクチャーに参加したり、グルー
プ内で独自にカスタマイズしたプログラムを使用するこ
ともできます。
さらなる語学学習の機会
カーティン・イングリッシュでは、通常のクラスに加え
て、当校のセンターで運営する、ケンブリッジ大学指導
プログラムと連携して実施されているクラスで、無料で
学生たちに英語の習得と実践の場を提供しています。
発音などの実践のためのクラスも、無料で定期的に開催
されています。
学生専用のサービス
・学生のためのアドバイザーが常在し、ガイダンスや信
頼のおけるアドバイスをしています。
・常勤のソーシャルプログラムオフィサーによって、学
生のためのレジャーアクティビティやエクスカーショ
ンも定期的に企画されています。

所在地
カーティン・イングリッシュはパースにあるカーティン
大学のメインキャンパスにあり、カーティン・イングリ
ッシュの学生は大学の全てのサービスや施設を利用でき
ます。
バディ・システム
新しい学生がクラスに参加したら、在籍する学生がパー
トナーとなり、周辺の案内や、さまざまな疑問に答えて
くれます。ペアを組んだ学生が、カーティン・イング
リッシュで作る沢山の友達の最初のひとりとなるでしょ
う！
授業内のテクノロジー
カーティン・イングリッシュでは、iPadや電子黒板を使
用したモバイルラーニング・テクノロジーを教室に取り
入れています。今年は、この技術に基づいた、学習を補
助するためのコースの開発にも着手する予定です。
多様性
カーティン・イングリッシュは、さまざまな民族によっ
てもたらされる多様性を大切にしていきます。
世界中の人たちが出会うことは素晴らしいことであり、
英語の上達もとても速くなることでしょう。

カーティン大学の研究
カーティン大学は、国際市場でも有数の研究機関として
認められています。オーストラリアの大学でも上位30パ
ーセントにランクインしており、博士課程の卒業生を数
多くの輩出し、研究による高額収入や質の高い研究出版
物を生み出しています。
当大学の研究事業は、産業やビジネス、政府との強固な
パートナーシップを基盤とし、地域、国そして地球規模
でより広い社会に多大な利益をもたらしています。当大
学の研究活動は、私たちの地域にあるコミュニティーが
今後発展していくための鍵を握る４つの分野の専門知識
を中心に、焦点を絞っていきます。その分野とは鉱物お
よびエネルギー、ICTと新たな技術、健康そして持続可能
な開発です。
カーティン大学、また当大学のさまざまな課程について
の詳しい情報は international.curtin.edu.auをご覧く
ださい。

留学生対象
課程や授業料に関する最新情報は、international.
curtin.edu.auをご覧ください。

免責事項
本刊行物における情報は、印刷時および2014年をもとに提供しており、変更される場合もあります。
特に、あらゆる学習単位の授業料の変更、大学が提供するあらゆる学習単位およびプログラムの中止、あらゆる単位またはプログラムへの入学に関する制限お
よび／または、あらゆるプログラムに関する取り決めの変更を行うために、当大学はその評価の内容および／または方法を変更する権利を保有します。この資
料は、法的または専門的助言を意図するものではありません。本刊行物のあらゆる資料の何らかの点における正確性および信頼性に関して、明示もしくは黙示
であれ、カーティン大学は一切の責任を負わず、いかなる表明も行いません。別途法律によって命じられない限り、カーティン大学は、いかなる個人が本資料
を信頼することで生じる可能性があるあらゆる影響に対して、責任を負いません。
カーティン大学は、理由を問わず、過失によるものであろうとなかろうと、またはそれ以外で本刊行物の使用により直接的または間接的に生じる可能性のある
あらゆる損失または損害（直接、間接的または経済的損失または損害を含む）に対し、貴殿または他者に対し責任を負うことはありません。
著作権：カーティン大学
© 2014年カーティン大学
1968年著作権法で認められている場合を除き、著作権所有者の許可なく、本資料を複製、保管、または送付できません。ご不明な点はすべて、カーティン大
学に直接お問い合わせください。
発行：2014年カーティン大学
カーティン大学は、カーティン工科大学の登録商標です
CRICOS Provider Code 00301J
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Curtin International
Perth Campus
GPO Box S1512 Perth 6845
Western Australia
Tel:
+61 8 9266 2431 ( 学生専用問い合わせ窓口 )
Fax: +61 8 9266 2605 | +61 8 9266 4013
Email: study@curtin.edu.au

