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1) 豪州の高等教育の国際化 

～豪州の高等教育の概要～ 
 

43の大学（州立40  私立1  国立２）と 

132の職業訓練学校を含む非大学教育機関
（NUHEI: Non-university higher 
education institutions）によって構成。 

豪州の全学生の約93%が40ある州立大学に通う。 

・ほとんどが総合大学 

・運営費の約半分は政府からの補助金 

・独立した機関（開講コースの内容は 

 大学独自で決定）       92.9% of students are enrolled at 
Public Universities  

※メルボルン大学の研修資料より抜粋 

※メルボルン大学の研修資料より抜粋 



1) 豪州の高等教育の国際化 

豪州の高等教育の国際化における主な特徴 
 

豪州の多くの大学が世界大学ランキング
において上位に位置づけられている。 

・学生の約1/4が留学生 

 留学生の構成比は世界トップ 

・多様な学生を受け入れる 
 カリキュラムは国際的に評価が高い 

※メルボルン大学の研修資料より抜粋 



1) 豪州の高等教育の国際化 

教育は今や豪州の第三の輸出産業！ 
 

※メルボルン大学の研修資料より抜粋 



1) 豪州の高等教育の国際化 

■1980年代に留学生に対して「Full Fee 政策」を導入。 

「Full Fee 政策」：納税者ではない留学生には学費を    
               全額請求する政策。 

留学生は豪州国内学生の２～３倍
の学費を支払っている 

■国内学生に対しては「HECS 制度」が適用される。 

「HECS (Higher Education Contribution Scheme)制度」： 

オーストラリア国籍、条件を満たした永住権保持者が対象。 
授業料の大部分を政府が肩代わりし、卒業後に各人の収入に応じて 
無利息で返済する制度。収入が一定の金額を越えた時点で、自動的
に収入に応じた額が引き落とされる。規定の収入に満たなければ、
返済義務はない。 



生活環境、治安 

高等教育需要増加国との地理的距離 

英語圏であることによる 

アクセサビリティー 

西洋スタイル（欧米方式）の 

高等教育の提供 

「豪ドル安」による学費、生活費の手頃感 

1) 豪州の高等教育の国際化 

豪州が留学生誘致に成功してきた主な理由 
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高い教育の質 

豪州の永住権獲得への機会 

国を挙げてのプロモーション
（Austrade） 

1) 豪州の高等教育の国際化 

豪州が留学生誘致に成功してきた主な理由 
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国を挙げて戦略的に教育の国際化に取り組んできた 



国内学生の 

海外への送り出し 

授業における 

高い英語力の担保 

ダイバーシティ   
（留学生の4割が 
中国からの受入） 

学術資格のねつ造、 

教育現場の不正 

Ongoing 
Challenges 

1) 豪州の高等教育の国際化 

豪州の高等教育の国際化における課題 
 



大学で実施される調査（義務） 

• Course Experience Questionnaire (CEQ) 

• Graduate Destination Survey (GDS) 

• University Experience Survey (UES)  

• Graduate Outcomes Survey (GOS)  

受験生のための参考サイト 

• QILT Website (Quality Indicators for Learning and 
Teaching) 

品質、規格および規制 

• Tertiary Education Quality and Standards Agency 
(TEQSA) 

• The Australian Qualifications Framework 

1) 豪州の高等教育の国際化 

豪州の高等教育の質保証と規制 
 



2) 豪州における資格認証と 
  資格フレームワーク 

Australian Government  
Department of Education and Training  
Qualifications Recognition Policy Team による研修  



2) 豪州における資格認証と資格フレームワーク 

Australian Qualifications Framework (AQF) 
 

10レベル、14資格に分類 

・Level １ :  Certificate Ⅰ 
・Level ２ :  Certificate Ⅱ 
・Level ３ :  Certificate Ⅲ 
・Level ４ :  Certificate Ⅳ 
・Level ５ :  Diploma 
・Level ６ :  Advanced Diploma, 
                   Associate Degree 
・Level ７ :  Bachelor Degree 
・Level ８ :  Bachelor Honors Degree, 
                     Graduate Certificate, 
                     Graduate Diploma 
・Level ９ :  Masters Degree 
・Level 10 : Doctorate Degree 
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・義務教育修了後
の教育 

・学習成果（知識、
スキル、応用力）
を基に分類 

※メルボルン大学の研修資料より抜粋 



2) 豪州における資格認証と資格フレームワーク 

Australian Qualifications Framework Pathways Diagram 
 

大学と職業訓練学校のセクター間のアクセス経路が整備されている。 

Impel OVERSEAS EDUCATION ウェブサイトより抜粋 



① AQFの国際的認証率・評価の向上 

② AQFと海外資格との比較 

 

2) 豪州における資格認証と資格フレームワーク 

Qualifications Recognition Policy Team (QRPT)の役割 
 QRPT: Australia’s national information centre for qualifications recognition 

 

グローバルに働く機会
の提供 

留学生にとって 

魅力的な資格 

受け入れる留学生の 

質保証 



主な登録者 

• 130以上の国の教育制度を網羅 

•約7千人がウェブサイトを活用（うち8割が豪州、2割が海外の
メンバー） 

•利用者は各国政府機関、高等教育機関、移民弁護士、国際企
業の人事部など。 

提供している内容 

•アセスメントガイドライン：AQFの資格と海外の資格の比較 

•各国の教育システムに関する最新情報 

•認定されている高等教育機関のリスト 

2) 豪州における資格認証と資格フレームワーク 

Country Education Profiles (CEP) Online 

豪州の教育省が運営する各国の資格枠組みや教育制度を案内・照合す
るサイト。ウェブサイトにメンバー登録すると閲覧が可能。 



ご清聴ありがとうございました 


