
オーストラリアで 
Ｎｏ．１の若い
大学への道

ヨシダ ケンタロウ 
日本 富山県出身 
Kentaro Yoshidaの創立者 
& M&C Saatchiのデジタル・デザイナー
シドニー工科大学デザイン学部卒業

下記からお選びください。
•  英語プログラム
•  UTS Foundation Studies

•  ディプロマ・プログラム：
•  ビジネス
•  コミュニケーション
•  デザイン & 建築
•  工学
•  情報技術
•  科学

*不合格科目数が２科目を超えずにディプロマ・コースを修了することが条件です。

UTS Insearchで、大学そして将来の成功 
のために準備しましょう
私達は、自信と学習スキルを身につけるためにデザインされた、あ
らゆるレベルの英語プログラム、UTS Foundation Studies  
やディプロマ・プログラムを提供します。 

      ディプロマを修了すると、 
    UTSに確実に進学できます*。

      選択するコースによって、 
    UTSの2年次に編入できます。

      規模は小さく、サポートは大きく。 
    個々の学生のニーズに合わせたサポートサービス

      英語学習センター、ハイテクな階段式講堂や教室を含 
   む、最新のテクノロジーと設備。

      私たちが提供する「リーダーシップ・プログラム」は、就 
    職に役立つスキルを、就学中の早い段階で得ることが 
            できるユニークな機会です、



Notes

リーダーシップアドバンテージ奨学金 
7 0 0 0 豪ドル リーダーシップアドバンテー奨学金
insearch.edu.au/leadership-advantage 
をご覧ください。

UTSへの道

*入学英語要件を満たさない時のみ、UTS Insearchアカデミック英語プログラムを受講する必要があります。
^UTS学部課程に進学する時期は、希望する専攻によって決まり、不合格科目数が２科目を超えずにディプロマを修了することが条件です。
全ての専攻で2年次に編入できるわけではありません。 
単位数詳細については、当校のウェブサイトinsearch.edu.au をご参照ください。
#この進路は規定の成績平均点(GPA)を達成した場合のみ適用できます。
**AE5を修了するとほとんどのUTSの学部課程および大学院課程に進学するための英語要件を満たすことができます。UTS入学英語要件の詳細については、UTSウェブサイトの各学部のページをご参照ください。

あなたに適したプログラムの選択

英語プログラム
英語プログラムは英語で授業をする大
学に入学するために必要な英語や学術
リテラシー・スキルを提供します。
UTS Foundation Studies、ディプロマ、
または学部課程への入学準備のため
の英語プログラムを提供します。幅広
いレベルのプログラムの中からあなた
のスキルレベルに合ったものをお選び
ください。

UTS Foundation Studies
UTS Foundation Studies は高等学校
２年次を修了した留学生のためにデザ
インされており、UTS Insearchディプロ
マ・プログラムへの進学や、成績によっ
てはUTSのあらゆる学部課程１年次へ
の進学につなげます。
UTS Foundation Studiesは 
UTS Insearchによって、UTSを目指す留
学生向けに提供されているので、このプ
ログラムに参加する学生は同じ目標を
持つ仲間に囲まれ、しっかりとしたサポ
ートネットワークを作り上げていくこと
ができるでしょう。

ディプロマ・プログラム
ディプロマはUTS学部課程に即入学す
るための学歴要件や英語要件を満たし
ていない学生にとって理想的なプログ
ラムです。教育システムの違いから、日
本の高校卒業後に直接オーストラリア
の大学に申請できないケースが多いの
ですが、ディプロマはそのギャップを埋
め、ＵＴＳへの編入を可能にします（ほ
とんどの場合、ディプロマ修了後、ＵＴＳ
２年次へ接続されます。）
ディプロマは、あなたに合ったペースを
選択することができます。プログラムの
期間は、スタンダードまたは短期で終え
ることのできるプログラムの選択肢も
あれば、英語を学習しながらの長期的
な進路を選ぶこともできます。

UTS 学部課程 
1年次または2年次^

進路 
03

アカデミック英語 
(必要に応じて)*

ディプロマ
8、12または16か月

アカデミック英語 
(必要に応じて)*

進路 
02

UTS  
Foundation Studies

8または12か月

ディプロマ
8、12または16か月

UTS 学部課程 
1年次または2年次^

進路 
01

アカデミック英語 
(必要に応じて)*

UTS 学部課程
1年次#

UTS  
Foundation Studies

8または12か月

UTS 学部課程また
は大学院課程**

進路 
04

アカデミック英語 
(必要に応じて)*

高等学校 
(3年次または
それと同等)

高等学校 
(2年次またはそ
れと同等)

高等学校 
(2年次またはそ
れと同等)

大学レベル 
(またはそれと
同等)



入学条件 －  
日本

UTS Foundation Studies

Extended – 長期 
(3学期 - 12か月)

UTS Foundation Studies

Standard – スタンダード  
(2学期 - 8か月)

UTS Insearch ディプロマ・プログラム
Extended – 長期(4学期 - 16か月)
Standard – スタンダード(3学期 - 12か月)
Accelerated – 短期(2学期 - 8か月)

高等学校 
修了証または高校2年次を成績平均点3.0 
で修了

高等学校 
修了証と成績平均点2.5

高等学校  
修了証と成績平均点2.8

Extended – 長期(3学期 − 12か月) Standard – スタンダード(2学期 − 8か月)

IELTS (アカデミック) 総合点5.5、うちライティングのスコアが最低5.0 総合点5.5、全てのバンドのスコアが最低5.0

TOEFL-PB 525 TWE 4.0 525 TWE 4.0

TOEFL-CB 197 TWE 4.0 197 TWE 4.0

TOFEL- iBT 総合71うちライティング16 総合71うちライティング16

UTS Insearch 英語 AE3 の合格 AE3 の合格
ピアソン英語テスト 
PTE(アカデミック)

総合点46、うちライティングのスコアが最低38 総合点46、うちスピーキング、リスニング、リーディング、
ライティングのスコアが最低38

UTS Foundation Studies

UTS Insearch ディプロマ・プログラム
Extended – 長期(4学期 - 16か月) Standard – スタンダード(3学期 - 12か月) Accelerated –短期(2学期 - 8か月)

IELTS (アカデミック) 総合点5.5、全てのバンドのスコアが
最低5.0

総合点6.0、うちライティングのスコ
アが6.0

総合点6.0、うちライティングのスコ
アが6.0

TOEFL-PB 525 TWE 4.0 550 TWE 4.5 550 TWE 4.5

TOEFL-CB 197 TWE 4.0 213 TWE 4.5 213 TWE 4.5

TOFEL- iBT 総合71うちライティング16 総合80うちライティング21 総合80うちライティング21

UTS Insearch 英語 AE3 の合格 AE4 の合格 AE4 の合格
ピアソン英語テスト 
PTE(アカデミック)

総合点46、うちスピーキング、リスニン
グ、リーディング、ライティングのスコ
アが最低38

総合点54、うちスピーキング、リスニン
グ、リーディング、ライティングのスコ
アが最低54

総合点54、うちスピーキング、リスニン
グ、リーディング、ライティングのスコ
アが最低54

入学英語要件

入学学歴要件

コース タイプ 料金
UTS 
Insearch  
英語コース

General English (GE) 一般英語
Academic English (AE) アカデミック英語

通常料金 $540

日本向け料金 
$300* 

または $350*

UTS 
Foundation 
Studies

Standard – スタンダード(2学期 - 8か月)
Extended – 長期(3学期 - 12か月)

26,500豪ドル
38,000豪ドル

UTS Insearch  
ディプロマ・
プログラム

Accelerated –短期(2学期 - 8か月)
Standard –スタンダード(3学期 - 12か月)
Extended –長期(4学期 - 16か月)

32,000豪ドル
32,000豪ドル
39,000豪ドル

2020年度　コース授業料 手数料：留学生手数料250豪ドルは、留学生がUTS Insearchに初めて出
願した際にお支払いください。返金は不可です。

料金は全ての科目を落第せずに修了した場合を前提に表示されています。 

再履修を要する科目については、各科目ごとの料金のお支払いが必要です。

UTS Insearchパッケージの割引：UTS Insearchアカデミック・パッケージ
は、UTS Foundation Studies とUTS Insearchディプロマ・コースで構成
されていますが、その前に英語コースを組み合わせることもできます。 
UTS Insearchアカデミック・パッケージをご利用の学生には、英語の総授
業料の5%割引が適用されます。また、UTS Foundation Studiesをパッケ
ージに含む時は、ディプロマ・コースの授業料の5%割引を受けることがで
きます。詳細についてはウェブサイトをご参照ください。

• 日本人パスポート保持者限定
• ２０１9年または２０20年に開始できる方
• 週＄３５０：英語プログラムを１５週以上お申し込みの方に適用 
    （一般英語、アカデミック英語、どちらにも適用可能）

• 週＄３００：英語プログラムをUTS Foundation Studiesまたはディプ 
    ロマとパッケージでお申し込みの方に適用（この場合、通常の５％ 
    のパッケージ割引は適用されません。）

*日本向け英語プログラム特別料金の適用条件
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UTS Insearch CRICOS provider code: 00859D   I   UTS CRICOS provider code: 00099F   
Insearch Limited (UTS Insearch) is a controlled entity of the University of Technology 
Sydney (UTS), and a registered private higher education provider of pathways to UTS.    
UTS Foundation Studies CRICOS course code: 2 Semesters (Standard) CRICOS course 
code: 082432G | UTS course code: C30019   I   3 Semesters (Extended) CRICOS course 
code: 082433G | UTS course code: C30020   I   UTS Foundation Studies is a UTS course, 
delivered by Insearch Limited (UTS Insearch), on behalf of UTS. The UTS Foundation 
Studies program meets the requirements for Foundation Programs which have been 
registered on CRICOS for delivery in Australia providing academic preparation for entry 
into first year undergraduate study to overseas students.

2019 年度 QS 科目別世界大学ランキング

上位50位に
ランキング
された科目

上位51
～100位に
ランキング
された科目

上位101
～151位にラ
ンキングさ
れた科目

10th

看護学

• 会計学・財政学
• 建築学
• コミュニケーション・メディア学
• コンピュータ科学・情報システム

• 工学 ‒ 土木・構造工学
• 工学 ‒ 電気・電子工学
• 法学・法律学

•  ビジネス・経営学
•  経済学・計量経済学
•  教育・訓練
•  工学・テクノロジー

•  環境学
•  数学
•  社会科学・経営学
•  統計学とオペレーションズ・リサーチ

23rd

アート・ 
デザイン

24th

スポーツ 
関連学

36th
図書館＆ 
情報管理

2020年度タイムズ紙高等教育新興
大学ランキング創立50周年未満の
オーストラリアの大学部門にて 

2019年度タイムズ紙高等教育新興
大学ランキング創立50周年未満の
オーストラリアの大学部門にて 

2020年度QS世界大学ランキング
創立50周年未満の大学部門にて上
位50位内

2019年度タイムズ紙高等教育新興
大学ランキング創立50周年未満の
世界の大学部門にて

5つ星

2018 年～2021 年度 QS大学の星
評価TM 7つの分野で最高評価の5つ
星評価を獲得

UTS のランキング

1第

位 1第

位 11第

位 13第

位

2019 年度 QS 卒業生の雇用適性ラ
ンキング卒業生の雇用適性部門

64 位

第

2020年度QS世界大学ランキング

140位

第

2019年度タイムズ紙高等教育ランキング
世界の大学部門にて 

200位

上位


