
ディーキン大学は、オーストラリアで最も革新的な大学として認められること
を目指しています。本学の学位は、オーストラリアの関連専門職団体のみな
らず、世界中の大学で認められています。

ディーキン大学は、卓越した教育と研究という伝統的な価値を重んじ
ながら、従来の慣行に挑む姿勢をうまく組み合わせることにより、羨
望の的となるような名声を築きあげ、新しい方法でコースを開発・提
供しています。 近年、ディーキン大学の教育方法は、アウォード・フ
ォー・ティーチング・エクセレンス、2度の名誉なオーストラリアン・
ユニバーシティー・オブ・イヤーの受賞等、多数の賞を通じて認めら
れてきました。ディーキン大学は、オーストラリア政府が資金供与す
る大学であり、ユニバーシティーズ・オブ・オーストラリアとアソシ
エーション・オブ・コモンウェルス・ユニバーシティーズの会員で
す。

オーストラリア、ビクトリア州
オーストラリアの東海岸先端部に沿って伸びるビクトリア州は、オーストラ
リアで2番目に小さい州ですが、同州は様々な地域と見どころにあふれて
います。広々と伸びる沿岸線から国立公園や森林地帯には、野生動物やワ
イナリー、湖と山が多数存在し、観光的魅力に事欠きません。

環境の美しさに加え、ビクトリア州は多くの教育分野、指導分野で世
界のリーダー的存在として認められ、質の高い教育を提供していると
いう評判を得てきました。 オーストラリアの国民は、留学生が本学の
キャンパスとコミュニティーにもたらす文化の多様性と社会的洗練を
高く評価しています。 

キャンパス
ディーキン大学は、ビクトリア州内に4か所のキャンパス、メルボルンに1 
か所、ジロングに2か所、ワーナンブールに1か所のキャンパスを構えてい 
ます。

各キャンパスには独自の特徴があり、全て便利な立地に恵まれていま
す。公共交通機関や車での通学も便利で、キャンパス内には広い駐車
場があります。

コース(課程)
ディーキン大学の各コースは、キャンパス所在地に関わらず同じ高い
基準に準拠しています。バーウッドキャンパスの科学士課程の水準
は、ワーナンブールまたはジロング・キャンパスの科学学士課程と変
わりません。唯一の違いと言えば、クラスの規模と選択可能科目の数
だけです。

ディーキン大学について
本学の幅広い革新的なコースと優れたサービスの他に、ディーキン大学の
キャンパスには、社交やくつろぎの場所となる活気ある環境があります。キャ
ンパスには、強固で友好的な地域社会の雰囲気があり、支援体制の整った
学習環境となっています。

国内の学生、留学生の両方を対象とする、多数の学生支援サービスがあ
ります。また、様々なクラブや団体があるので、友達作りや大学の活動に参
加する機会が多くあります。 

一休みしてリラックスしたり、キャンパス内各所に数多くあるカフェに足を
運んだり、さらにはバーやビストロで食事をする、友達に会うなど、時間の
過ごし方は様々です。

バーウッド・メルボルン・キャンパス
バーウッド・メルボルン・キャンパスは、ディーキン大学で最大のキ
ャンパスであり、社交や勉学のために開かれた魅力的なスペース、革
新的な建築、広大な新しい建造物、多数のワイヤレス接続スポットが
あることを誇りとしています。

ウォーン・ポンズのジロング・キャンパス
ウォーン・ポンズのジロング・キャンパスには、手入れのゆきとどい
た広大な土地や、幅広い様々なスポーツ施設があります。2番目に大き
いキャンパスであり、この中にはディーキン医科大学もあります。

ジロング・ウォーターフロント・キャンパス
ジロング・ウォーターフロント・キャンパスは、ジロングの中央ビジ
ネス地区にある、大幅な改築が施された歴史的建造物で、景色のよい
コライオ湾を見渡せるところにあります。

ワーナンブール・キャンパス
ホプキンス川岸に位置し、世界的なサーフィンビーチに近いディーキン大
学、ワーナンブール・キャンパスは、学生と職員が個人的に打ち解けて付き
合えるようなフレンドリーで緊密なコミュニティーです。

電話: (+613) 9627 4877 
Ｅメール: deakin-international@deakin.edu.au
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• 質の高い学位
• 活気のあるキャンパス
• 産業界で評価の高いコース
• 柔軟性に富んだ学習
• キャリアに焦点をおく
• 多くの受賞歴
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奨学金制度
ディーキン大学で学ぶ留学生は、学習を支援する様々な奨学金を申請
する権利があります。 奨学金の授与基準は学業成績ですが、コース、
キャンパス、出身国、業界または研究の内容といった様々な選択基準
があります。 留学生を対象としたディーキン大学奨学金には、ディー
キン大学国際奨学金プログラム(DUISP)により授与される奨学金、主要
な産業団体の協力により提供される奨学金、研究の学位を目指す学生
を対象とした国際研究奨学金があります。

ディーキン大学付属語学学校
ディーキン大学付属語学学校(DUELI)では、ディーキン大学の学位取得
レベルコースまたはオーストラリアの他の高等教育機関に入学するた
めに、さらなる英語学習支援を必要とする方を対象として準備を行い
ます。 

学生は、幅広いプログラムの中から選択できるので、学業、職業、さ
らには個人の発達面でのニーズに最も適した最高のプログラムを見つ
けることができます。 バーウッド・メルボルン・キャンパスとウォー
ンポンズ・ジロング・キャンパス内という便利な立地条件のため、学
生は大学の環境の中で勉強し、様々な特典や施設を利用することがで
きます。

学生向けサービスと施設
ディーキン大学では、特に留学生を対象とした空港での出迎え、宿泊
施設、オリエンテーションサービスから、学業面でのカウンセリン
グ、社会活動などを含む学生支援プログラムを提供しています。 次の
ようなサービスと施設があります。

• 空港での出迎え

• 留学生オリエンテーション・プログラム

• 留学生アドバイザー(ISA)

• ピアサポート・プログラム

• 勉強とサポート

• カウンセリングと個人支援

• 緊急経済支援

• 医療センター

• 礼拝と祈祷室

• 料理と飲み物

• ディーキン大学学生協会(DUSA) 

芸術・教育学部
人文学部、パフォーマンス・アート、クリエイティブ・アート、社会
科学、教育学から構成された学部のプログラムは、オーストラリアを
公平で思いやりがあり創造力に富む社会とするために欠かせないもの
です。

クリエイティブ・アート（視覚芸術）学士課程
学生は、一連の視覚芸術の技術を学び、デジタル技術を取り入れたス
タジオでの専門技術演習と最先端の理論を組み合わることにより、現
代芸術理論に関する確かな知識を身に付けていきます。視覚芸術の主
要科目と教育研究を組み合わせてあるので、学校や他の教育機関での
視覚芸術の教授資格を得ることができます。

学士課程（メディアとコミュニケーション）
このコースは、学生が速いペースで急激に変化するメディア業界とコ
ミュニケーション業界に対応できる多くの特殊技術資格を卒業時に修
得できるように構成されています。学生は、目的別に作られた一流の
スタジオで学ぶ理論学主と実践学習を組み合わせることにより、様々
な統合技術を身につけることができます。

教育学（初等）　学士課程
初等教育課程は専門的な職業資格であり、学生は高度な専門体験を行
うプログラムに参加します。

教育学　修士課程
ディーキン大学の教育学コースは、遠隔教育と柔軟性のある学習に集
中的に取り組みながら、教師を対象とした質の高い専門的開発プログ
ラムを提供していることにより、国際的な評価を受けています。

保健、医学、看護学、行動科学学部
この学部には、運動・栄養科学、保健・社会発達学、医学、看護学、
心理学の５学科があります。

医学学士課程　外科学学士課程 
これは、開業医の資格取得を目指す学生を対象とした4年制の学
士入学制度(グラデュエイト・エントリー・プログラム)です。ディーキ
ン医学部の卒業生は、都市部や地方の病院でインターンとして働く準
備を十分に行うことができます。全科診療、外科、病理学、緊急医
療、産科、婦人科、小児科、麻酔科、高齢者医療、放射線科、作業療
法、リハビリ医療、他の多くの専門分野を含む様々な医学関係の職業
に就くための訓練プログラムに入学する準備ができます。 

看護学　学士課程
ディーキン大学の看護学学士課程は、オーストラリアで最高のコース
の１つであり、卒業生はプロ精神と患者治療を行う能力を備えている
ことで高く評価されています。近年では、ディーキン大学看護学科の
卒業生で就職志望の学生の100%が、卒業後3カ月以内に就職を果たし
ています。

保健科学　学士課程
保健科学のコースは、幅広い健康に関する問題を研究したいと望む学
生にとって理想的なコースです。柔軟性に富んだ構造により、学生は
幅広い保健科学の分野を全般的に学習すること、あるいは２つの特定
の専門分野に集中して学習することができます。

公衆衛生学　修士課程
ディーキン大学の総合的な公衆衛生学部の修士課程では、一般人の健
康に関する総合的な理解を身に付けます。学生が、公衆衛生の専門分
野で詳細な研究と調査をする機会も設けられています。

• クラブと協会

• 障害者支援

• 書店

• 図書館

ディーキン大学への進路
ディーキン大学の入学要件を満たすことができない場合、代わりとな
る進路がある場合もあります。この進路を選択すると、ディーキン大
学でアドバンスト・スタンディング（他校での履修科目単位承認） 
(単位移行) *を得られるので、ディーキン大学でのコース修了に必要な
時間が短縮できます。 この進路として、メルボルン・インスティチュ
ート・オブ・ビジネス・テクノロジー(MIBT)^, TAFE機関^、他の高等
教育機関があります。 

ディーキン大学は、以前にオーストラリア国外で勉強していた方に対
して、様々なアドバンスト・スタンディングを認めています。ディー
キン大学の入学志願者は、ディーキン大学のコースの入学時に、アド
バンスト・スタンディング認定のために以前行った学業の評価を受け
ることを選択することができます。

* アドバンスト・スタンディングに関する詳しい情報は、こちらのウェブサイ
トをご覧ください。 www.deakin.edu.au/courses/credit/search または 
www.deakin.edu.au/future-students/international/apply-entry/
advanced-stand.

^  進路に関する詳しい情報はこちらをご覧ください。 
www.mibt.vic.edu.au または www.deakin.edu.au/future-students/
international/pathways.

スタディアブロード
ディーキン大学のスタディアブロードおよび交換留学プログラムで
は、留学生の皆さんに母国での学位取得に向けて単位を取得しなが
ら、オーストラリアの新しい文化と体験を受け入れることができる独
自の機会を提供しています。

詳しい情報はこちらをご覧ください。 www.deakin.edu.au/future-
students/international/study-abroad/sa-at-deakin

お問い合わせ
Ｅメール deakin-international@deakin.edu.au 
オンラインでのお問い合わせ www.deakin.internationalstudent.info 
電話 (+613) 9627 4877

ビジネス・法律学部
ビジネス・法律学部では、ビジネス上の経歴または専門分野での成功
をサポートする創造的、分析的、対人的、および専門的技術を伸ばす
ために構成された、学部、大学院、および重役開発プログラムを提供
しています。

法学　学士課程
ディーキン大学の法学士課程は、第1級の民間弁護士を養成するために
構成されています。このコースでは、商法に関する技術訓練を中心
に、法律実務に関する各主要分野での徹底した研究を提供していま
す。商法に特に重点を置いたオーストラリアでも数少ないコースの１
つでもあります。

経営学　学士課程
経営学学士課程は、経営管理職を目指す方を対象としています。この
コースでは、経営学の知的基盤と主要な要素を確実に理解し、習得す
ることができます。

商学　学士課程
柔軟性に富んだこのコースでは、学位取得に向けて進みながら専門分
野を専攻することが可能で、技術と雇用の機会を最大限に高めること
ができます。有益なビジネス・インターン制度も利用できるので、専
門分野での実務体験を得ることができます。

経営管理学　修士課程(留学生)
このコースでは、高い業績をあげている学生が、国際的レベルのMBA
コースの一環として、業界での体験をする機会が得られるように設計
されました。オプションとして特定の組織の問題を研究する研究プロ
ジェクトを選択できるので、学生は研究によりさらに上級の学位に進
むためのアーティキュレーション（移行）ができます。ここでは国際
経営管理と関連した諸問題に特に焦点を置いています。

科学・技術学部
この学部は、建築構造学科、工学科、情報技術学科、生命環境科学科
から構成されています。

生物医科学　学士課程
生物医科学は、活気に満ちた今日的な話題のプログラムです。このプ
ログラムには、学生が科学と医療の両方の視点から選択した研究分野
を学ぶことができる、多数の専門分野にわたる経路が含まれます。

工学　修士課程
このコースは、複雑なプロジェクトで即戦力となるような非常に有能
な従業員を望む業界のニーズに応えるために開発されました。実務経
験、指導付き研究プロジェクトまたは産業プロジェクトに焦点を絞
り、学生に高度なプロジェクト管理技術を提供しています。

設計学　（建築学）　学士課程
設計学の学士課程は、最先端の内容、最新の研究からなるグローバル
な視野で構成されたコースで、実際の応用面を重視しています。学生
は、建築科学と技術に限らず、建築に関する知識、歴史、哲学、設
計、コミュニケーションについて学びます。

情報技術学　修士課程
ディーキン大学の情報技術修士課程では、コンピューティング技術の
最新知識を学習しながら、これらのテーマの技術と理論の基礎を固め
ることにより、専門的な情報技術に磨きをかけます。

大学ウェブサイトで全履修コースをご覧ください。 deakin.edu.au

ディーキン大学について コースの一例
ディーキン大学が最高の選択であるという理由として、刷新的なコース、素晴らしい立地条件、傑出した支援体制などがあげられます。ディーキン大学の4学部で
は、様々な専門分野の実際に数百ある学位の中から選択することができます。ここにあげたのはその一例ですが、完全な最新リストは、本学のウェブサイトで確
認してください。 www.deakin.edu.au.


