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クイーンズランド州立学校

グループスタディツアー

Education Queensland Internationalの商号を持つ 
Queensland Department of Education Internationall 
CRICOSプロバイダーコード：00608A
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あなたの旅が今はじまる
教育省（Department of Education：DoE）は、グループスタディツアープログラムの一環として、 
オーストラリアのクイーンズランド州を訪れる留学生グループを歓迎します。 
Education Queensland International（EQI）には、クイーンズランド州立学校への短期グループスタディ 
ツアーを専門に運営する献身的チームがおり、ご要望に沿ったツアーをアレンジします。

25年以上にわたり、世界中の学生がオーストラリアのクイーンズランド州で、スタディツアーを通して、エキサイティングで 
学習効果の高い体験を満喫しています。クイーンズ州立学校では、すべての学生がグローバル市民として成功するため 
の知識やスキル、自信を身に付けることができます。教育を受け、経験を共有し、グローバル社会で成功する方法を 
見つける機会が、すべての学生に平等に与えられています。

スタディツアープログラムは、学生がクイーンズランド州立学校で学ぶということがいかに有益である 
かを深く理解できるまたとない機会を提供します。世界中から集まった留学生グループは、 
クイーンズランドの地元の学生と共に学び生涯にわたる友情をはぐぐみ、ホストファミリーの 
元で暮らしながらオーストラリアの文化を体験することができます。

質の高い教育と、安全かつ健康的な生活スタイルを提供するクイーンズランド州は、 
スタディツアーを希望する留学生にとって最高の目的地となっています。
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Education Queensland International（EQI）は、 
クイーンズランド州教育省の国際部門の商号です。 

EQIは、オーストラリアの学校部門で留学生プログラムを提供する 
第3位のプロバイダーであり、スタディツアープログラムにおいては 

国内トップを誇ります。

EQIスタディツアーは、クイーンズランド州立学校で学ぶ留学生のために、 
短期のオーダーメイドプログラムを幅広く提供しています。
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体験
クイーンズランド州が提供する機会を活用して、あなたの体験をさらに有意義なものにしましょう。

州立学校では、多様性を尊重し、包括的なな学校環境を通じてグローバル市民の育成に 
努めており、学習する言語の幅を広げ、学生の様々な文化を超えたコミュニケーション能力を 

高めています。学校のコミュニティに溶け込みながら、学生は国境を超えた生涯続く友情を 
育むことでしょう。

学生はクイーンズランド州政府の教育システムにしっかりと則って学ぶことで恩恵を得られます。 
安全でサポートの充実した学習環境の中、未来のグローバルリーダーは就学準備（Prep：初等教育） 
—12年生まで、大都市や地域の学校で成長することができます。

スタディツアーの参加者には、批判的（複眼的）思考や創造的思考を持つ生徒たちをサポートする、 
質の高い包括的なな学習環境が提供されます。世界の様々な視点について研究し、 
異文化間で協力し合うことで、グローバルな発想を積極的に育むことができます。 

教育
クイーンズランド州立学校では、世界水準の教育とサポートの充実した学習環境を 
提供しています。

EQIはイノベーションと21世紀の学習をサポートするため、認定校と協力して、クイーンズ 
ランド州立学校に豊富なリソースと最先端の設備を整えた世界クラスの教育設備を 

提供しています。非常に有能で献身的な教師陣が、学生の学力、価値観、知識向上を図るため 
熱意を持って指導しています。

学生は、クイーンズランド州の教室環境で学友（バディ）と一緒に勉強することで、英語力と学力 
を高める機会があります。学問的なものから専門的なものまで、多種多様なプログラムが用意 

されているため、グローバル化した環境の中で、学生は他にはない豊かな学びと深い理解を 
得ることができ、学問的にも個人的にも潜在能力が発揮できるようになります。プログラムは、 

各グループの特定のニーズや焦点に合わせて、教育、観光、文化交流など刺激的な活動を 
組み合わせてカスタマイズします。

探究
クイーンズランド州政府のスタディツアーが提供する限りないチャンスを探りましょう。

スタディツアーの参加者は、クイーンズランド州の学生と協力し、つながりを持ち、 
世界を探索し、それぞれのユニークな体験や文化を共有する機会を得ることができます。 

学生には、より深い自己啓発のために、周囲の環境をよく観察することを勧めています。

治安の良さ、質の高い教育、美しい自然、そしてアウトドアの生活スタイルを 
提供するクイーンズランド州は、スタディツアーを希望する留学生にとって 

有益な学習体験の場となっています。300校以上の認定校がある 
クイーンズランド州から、あなたの留学の旅が始まります。
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ひと目でわかるクイーンズランド州
 > 州都：ブリスベン
 > 面積：185.3万km²
 > 人口 520万人
 > グレートバリアリーフがある州
 > 16のユネスコ世界遺産登録地
 > 多文化社会
 > くつろいだ雰囲気の友好的なコミュニティ
 > 温暖で日差しの多い気候とアウトドアの生活スタイル
 > 美しいビーチと沿岸地域
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グローバルリーダー 
企業の社会的責任

	> 戦略的思考とアイデアの創出。
	> グローバルな課題を特定。
	> 深い自己認識と必要な変化をもたらす能力。
	> 効果的なコミュニケーションと文化的多様性への理解。

世界で活躍できる	
学生の育成
 
クイーンズランド州立学校で行われるEQIスタディツアープログラムは、学生のグローバルシチズンシップ、
発想、批判的思考、革新を起こす能力を伸ばす上で、極めて重要な役割を果たしています。プログラムでは、
問題解決を成功させ、個人として成長するための重要なスキルを伸ばす機会を提供します。

「世界に通用する能力を持つ個人は、地域、世界、異文化間の問題を検証する能力、他者の 
視点や世界観を理解し評価する能力、様々な文化を持つ人々と分け隔てなく、適切かつ効果的に 
交流できる能力、幸福を共有でき、持続可能な開発のために行動する能力を備えている。」 
経済協力開発機構（Organisation of Economic Co-operation and Development：OECD）。

責任あるグローバル市民となる
総合的な成果

	> 地域社会および国際社会に対する責任感と貢献意識。
	> 文化的多様性への尊敬と尊重。
	> 好奇心と世界についてより深く学び続けたいという欲求。
	> 個人のもたらす影響への認識と、自身の行動責任。

GL
OBAL CITIZENSHIP
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批判的（複眼的）思考を行う
行動

	> グローバルな課題の特定と分析。
	> あらゆる文化的視点を考慮したコミュニケーション。
	> 革新的思考、自信に満ちた思考、協力的思考、柔軟な思考、内省的な思考ができる人。
	> 現在および将来のグローバルな課題に対応でき、創造的に問題を解決できる人。

異文化間での統合
コラボレーション

	> 文化的に知識を共有し受け入れる機会への関与。
	> グローバルな課題の総合的な問題解決を行える多様な批判的思考能力。
	> 国際的な繋がりとより広い視点の受容。
	> 文化を超えた協調的なコミュニケーションを図るための強い文化的知性感覚。

GL
OBAL CITIZENSHIP
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プログラムの	
特徴
オーストラリアのクイーンズランド州で行われるスタディツアープログラムでは、 
参加者の学力向上や国際理解を深めることが重要な優先事項となっています。 
EQIのプログラムは、各スタディグループツアーのニーズに合わせて独自に 
カスタマイズすることができるので、すべての参加者にとって、より充実した 
体験となります。

EQIスタディツアープログラムに参加する、初等教育、中等教育、または就学 
準備から12年生のカレッジを含むクイーンズランド州立学校には、高品質の 
サービスとプログラムを提供するために必要なスキルとリソースを備え、 
様々なトレーニングを受けたAccredited Offcer（認定職員）がいます。 
Accredited Officerは、各グループがそれぞれ確実に学習成果を達成すること 
ができ、そして参加者が可能な限り最高のスタディツアー体験ができるよう 
プログラムを開発します。

地域や大都市の学校では、学生が英語力や学力を高められる様々なユニークな
学習環境を提供しています。学生は、安全でサポートの充実した 
環境で、指定されたホスト校のバディと共に学びながら、 
生涯続く友情を育み、文化的理解を 
深めていきます。
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歓迎会： 私たちの学校が公式にグループを地域に 
迎え入れ、学生をバディに紹介する機会となります。

バディ： スタディツアーの参加者は指定された 
ホスト校のバディに迎えられます。これらのバディは、 
学校のコミュニティから慎重に選ばれ、スタディ 
ツアーの旅の間、参加者をサポートしてくれます。 

英語の授業： 参加者の英語のレベルに応じて、 
教師が各グループの要望に応じてカスタマイズした 
英会話の授業を提供します。

専門分野別の英語の授業：  
グローバルリーダーシップ、STEAM教育（科学（Science)、 
技術（Technology)、工学（Engineering)、芸術（Art）、 
数学（Mathmatics）の統合的学習）、海洋科学、環境維持、 
スポーツ、音楽などの主要なテーマに焦点を当てて 
カスタマイズした授業です。

学校に慣れ親しむ： 学生は通常クラスに 
参加し、探究型の実践的な学習や文化活動を楽しみます。 
多くの学校では、科学、リーダーシップ、スポーツ、芸術、 
音楽の分野で優れたプログラムを提供しており、これらの 
テーマに関心のあるグループにとって理想的な目的地と 
なっています。

校外学習： 旅程に含まれる教育的で充実した活動 
によって学習の機会を広げることができます。世界的に 
有名な観光スポットの体験だけでなく、手つかずのビーチ、 
熱帯雨林の散策、固有の野性動物との出会いなど、 
クイーンズランド州の自然の美しさを探索する機会が 
たくさんあります。

また、Environmental Education Centre（EEC）やOutdoor  
Education Centreを訪問して環境への影響に関する知識を 
深めたり、リーダーシッップや自信を高めたり、 
オーストラリアの先住民族の文化をより深く理解したり 
することができます。

お別れ会： 学生がスタディツアーでの体験を振り 
返り、新たな学びを確認するツアーのハイライトとなります。 
ホスト校やバディにとっては、新しい友人との正式なお別れ 
の機会となります。学生は、達成した学習成果を認定する 
スタディツアー参加証明書を受け取ります。

ホームステイ：	世界中から集まったスタディ 
ツアーの参加者は、クイーンズランドの地元の学生と共に 
学び、ホストファミリーの環境で生活しながら、オーストラリア 
の文化を体験することができます。

スタディツアー参加者の宿泊、ケア、福利はEQIとホスト校 
にとって最優先事項です。学校の認定職員が厳選した 
ホームステイファミリーとスタディツアーの参加者を慎重に 
マッチングします。

クイーンズランド州のホストファミリーと暮らすことは、 
学校のコミュニティの近くでクイーンズランド州の素晴ら 
しい生活スタイルを体験する最適な方法です。安全で思い 
やりあふれる協力的な家庭環境で生活することで、学生は 
勉強に没頭し、英語のスキルを磨き、ホストファミリーとの 
末長い友情を築くことができます。

一日体験入学
クイーンンズランド州の学校生活をちょっと体験	
してみたいというグループのために、クイーンズ	
ランド州立学校への半日、または1日の体験入学を	
手配できます。

体験入学には、歓迎会、学校のオリエンテーション、	
バディを伴う授業への参加の他に、ホスト校が手配	
する活動が含まれます。

1800QStudy： 
EQIは安全を最も重視しています。EQIは、	
利害関係者や業界のパートナーと連携しながら、	
留学生に安全で質の高い、楽しいスタディツアー体験を	
継続的に提供しています。

EQIは、クイーンズランド州に滞在中のスタディツアー	
参加者の福利と安全のために、	
1800QStudy 電話サポートサービスを提供しています。

1800QSTUDYは、スタディツアーの付添人（添乗員）と	
EQIホームステイプロバイダーが、営業時間外でも	
利用できる年中無休の多言語による学生サポート	
サービスです。		

このサービスは、学校の授業時間外に、海外からの	
参加者が事件・事故に巻き込まれた際のアドバイスや	
管理・対応プロセスを提供します。
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専門的なプログラム
スタディツアーの学業的目標をかなえるように設計されたユニークで緻密にカスタマイズされたプログラムです。 
プログラムは、クイーンズランド州立学校の教育の専門家によって実施され、高い英語力を備えた学生を対象しています。

柔軟で革新的なプログラムを提供しているので、学生はグローバルな環境で同じ志を持つクイーンズランド州の学生と 
共に学び、知識や理解を深めることができます。留学生は、国際的レベルの最先端の教育施設を利用し、革新と21世紀の 
学習をサポートする現代的な学習環境で取り組むことができます。

クイーンズランド州立学校の中には、STEAM教育、リーダーシッップ、環境維持、音楽などの分野で優れた実績を 
挙げている学校が数多くあります。これらの学校では、厳選した学校の授業に沿ったプログラムや英語の集中授業、 
実践的で文化的な活動を統合した体験型や探求型の学習モデルのEQI特別プログラムを数多く導入しており、	
学生一人ひとりの学習体験を向上させます。

EQIは、学生の学習効果を高めるために、テーマに沿った教育効果の高い様々な	
校外学習のオプションを用意しています。これらのオプションには、	
Environmental Education Centre、大学、文化芸術施設をはじめとする	
クイーンズランド州中の指定教育施設が含まれます。

グローバルリーダーシップ
このスタディツアープログラムでは、学生のリーダー	
シップスキルを伸ばし、将来のグローバルリーダーを	
育成します。学生は、自信、コミュニケーション、チーム	
ワーク、問題解決のスキルを向上に焦点を当てた、	
刺激的でやりがいのある学習活動を体験します。	
このプログラムでは、スタディツアーを遥かに超える	
リーダーシップスキルを提供しており、生涯学習と	
グローバルシチズンシップのための強固な基盤を	
形成することができます。

プログラムの主な内容は以下の通りです。討論会、	
参加者を自国の文化大使として育成するための	
文化紹介、EQIパートナーの教育および研修施設への	
校外学習などがあります。

EQIは、留学生グループの学習目的と希望する教育成果	
に基づいて、クイーンズランド州立学校を選びます。	
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STEAM教育 - 環境問題の研究
環境に関するSTEAM教育に焦点を当てたスタディ	
ツアープログラムでは、学生は、複雑性が増し、	
変化し続けるテクノロジーの世界に適応し、成功する	
ためのスキルを身に付けることができます。	
学生は、環境との責任ある相互の関わり合いや、	
より持続可能な未来を革新的に導くための重要な	
スキルを学びます。

プログラムの最重要分野：環境維持、海洋生物学、	
気候変動対策、農業、マイクロプラスチック。

STEAM教育 - テクノロジー
テクノロジーに関するSTEAM教育のスタディツアー	
プログラムにより、学生は絶え間なく進歩する世界の	
テクノロジーを常に把握することができます。	
学生が将来、雇用に適する社会人になることが重要です。

プログラムの最重要分野：ロボット工学、コーディング、	
化学、技術革新。

STEAM教育 - 芸術 
STEAM教育スタディツアーでは、学生は、創造的な	
プロセスを活用しながら、協力して思慮深くリスクを	
とることができます。体験学習に没頭し、芸術における	
自己表現を通じて自己の創造性と革新性を追究します。

プログラムの最重要分野：言語、美術、手工芸、ダンス、	
ドラマ、音楽。

起業家精神
学生は、批判的に考え、創造的かつ革新的に知識を応用	
しようとする特性を伸ばしていきます。このプログラムの	
目的は、学生に、課題を克服し、地球規模でより強固に	
繋がった世界で成功するために必要なスキルを身に	
付けてもらうことに重点を置いています。	
学生は問題解決に創造的に取り組み、考えを展開する	
よう求められます。

プログラムの主な内容は以下の通りです。	
起業家のスキルや、現実問題の解決を目指した	
事業開発の紹介などがあります。	
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オンラインプログラム
EQIの提供する様々なオンラインプログラムは、学生を知識を得る旅へと誘うよう設計されており、 
参加者につながりと探求の機会を提供し、グローバルな視点の重要性を認識してもらうことができます。

EQIのオンラインプログラムは、参加者に次のスキルを開発する機会を提供します。

	> リーダーシップ： 自身の長所を見極め、さらに成長するための分野を開拓する
	> 問題解決： 課題に取り組んでいることを実証し、その過程で新しいスキルを身に付ける
	> 批判的思考： プロジェクトを開始し、計画する方法を明示する
	> 異文化コミュニケーション： スキルを発揮し、国際的に協働することの利点を認識する
	> グローバルな認識：	世界的に重要な問題への取り組みを実証する 

（計画に基づくアプローチ）
	> 意志決定： 選択と行動の倫理を認識し、考慮する

プログラムの特徴	
サミット：参加者は、2日間の半日サミットの中で、	
全体会議、ワークショップ、プレゼンテーションに	
取り組む機会があります。

クイーンズランド州立の提携校：留学生グループは、	
クイーンズランド州立学校と組んでチームを	
結成します。

オンラインでの融合：クイーンズランド州立の	
提携校と一緒に、提案書を作成します。

EDUCATION QUEENSLAND INTERNATIONAL

誰が参加できますか?
13 歳から 18 歳までの学生が参加できます。各クラスの	
年齢との適性については、クラスの概要を参照してください。

グループ人数
グループ予約ごとに最低20人、最大35人の学生。

大人の監督者の提供
英語を話す大人が指導グループをサポートする必	
要があります。

証明書
プログラム終了後、学生は参加証明書を取得します。

EQI Global Schools Challengeは、高校生がクイーンズランド州立学校と提携し、	
地球規模の問題に対する解決策を提示するユニークな機会を提供する国際コンテストです。
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クイーンズランド 
州の文化

環境維持

起業家精神

文化および 
グローバル 
リーダーシップ

EQI Academy of Global Mindsでは、海外の学校を対象に、クイーンズランド州の教育、学術、	
産業界の専門家が制作したビデオレッスンを提供しています。参加者は、オンラインで	

クイーンズランド州立学校とのリアルタイムの交流を通じて、学習の機会を広げることができます。

プログラムの特徴	
ゴールドパッケージ：各ストリームの基礎レベル
の学習。ゴールド	パッケージは、ビデオレッスン  
1 回と、クイーンズランド州立学校とのオンライン	
交流セッション1 回で構成されるトピックの	
導入編を提供します。ゴールド	パッケージは	
プラチナ	パッケージ購入前に購入する必要が	
あります。

プラチナ	パッケージ*：1ストリームにつきビデオ	
レッスン2つとオンライン交流セッション1回が	
追加されるので、学生はそのストリームの	
トピックをより深く掘り下げることができます。

オンライン交流セッション：オンライン交流	
セッションでは、クイーンズランド州立学校の	
学生と新しい知識について議論するなど、	
様々な活動に取り組むことができます。
* レッスン2+3のプラチナ	パッケージを購入するには、	
ゴールド	パッケージを先に購入する必要があります。

誰が参加できますか?

10 歳から 18 歳までの小学生、	
中学生、高校生	のための	
ストリームがあります。各ストリー
ムの年齢との適性については、	
クラスの概要を参照してください。

グループ人数
グループ予約ごとに最低10人、	
最大25人の学生。

大人の監督者の提供
英語を話す大人が指導グループ
をサポートする必要があります。

証明書
ゴールドまたはプラチナ		
パッケージを完了すると、	
学生は参加証明書を取得します。



クイーンズランド州への	
行き方
クイーンズランド州立学校へのグループスタディツアーは、EQIの認定エージェントと連携して手配してください。 
EQIは、留学エージェントやツアーオペレーターなど、多くの認定エージェントと提携しています。エージェントは、EQIのプログラムを 
国際的に宣伝するとともに、EQIスタディツアーに関心のある学生を支援するためのアドバイスや旅行サービスを提供しています。 
認定エージェントは、EQIにとって重要なパートナーであり、スタディツアーを成功させるために不可欠な存在です。

EQIのサポート
EQIスタディツアーチームは、認定エージェントや認定校と協力して、世界に通用するサポートとガイダンスを提供しています。 
25年を超える経験を持つEQIの専門スタッフは、オーダーメイドのスタディツアープログラムをデザインする十分な能力を備えています。
最も重視するのは、クイーンズランド州立学校で質の高いプログラムを受講しながら、励みとなる環境で学生が 
学問的、文化的、国際的な能力を向上させることです。EQIは、学生がクイーンズランド州の魅力を満喫できるように、 
質問に答え、ガイダンスとサポートを提供します。

クイーンズランド州の各地域では、地元の産業や独特の環境を活かした
ユニークなプログラムを提供しています。 

クイーンズランド州には、複数の主要都市と地域に空港がありますので、
スタディツアーグループが選択した目的地に飛行機で行くことができます。

クイーンズランド州クイーンズランド州1

以下のご質問にお答えいただければ、EQIスタディツアーチームが	
ご希望に沿ったプログラムを手配します。	

	> グループ名	
	> 到着日／出発日
	> スタディツアーの期間（一日体験入学、2日間、スタディツアー）
	> スタディツアー参加者と付添人の人数と年齢	

プログラムプログラム2

スタディツアー体験をより充実したものにするためのオプションを	
追加してください。

	> スタディツアーの焦点：英語、文化、STEAM教育、特別なプログラム、
リーダーシップなど	

	> 現地での交通手段	
	> ホームステイでの宿泊
	> 校外学習およびその他

オプションサービスの追加オプションサービスの追加3

お見積もりと確認お見積もりと確認4
EQIスタディツアーチームが、お見積もりとプログラムの	
日程サンプルをご案内いたします。	

あとは、プログラムを	
予約するだけです！

プログラム選択の手順 
忘れないでください。EQIスタディツアーチームは旅のあらゆる場面であなたを	
サポートします。ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください：	
StudyTours.EQI@qed.qld.gov.au
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「スタディツアーで留学生を迎えることで、機会と理解のある環境が	
生まれ、学生は視野を広げて他者について学ぶだけでなく、自分自身や	
オーストラリアの文化についても学ぶことができます。」

クイーンズランド州立学校、校長

EQIで未来を築く
無限のチャンスと専門職への道
Education Queensland International（EQI）の商号を持つDepartment of Education International（DEi）は、	
クイーンズランド州および世界各国の学生や教師に教育プログラム、サービス、体験を提供しています。	
EQIは、クイーンズランド州立学校で学ぶことを希望する留学生のためにプログラムを開発、推進し、	
クイーンズランド州の学生や教師、学校の指導者たちに教育的、文化的体験に没頭する機会や国際的な	
専門能力を開発する機会を提供しています。

クイーンズランド州で学び、体験し、将来を模索する

スタディツアーに参加しましょう

教育を受け、学業と文化的な体験を深めましょう

クイーンズランド州のHSP、プライマリースクール、	
ミドルスクール、職業訓練、大学などの選択肢の中から、	
活用できる機会を探り続けましょう

2

1

3
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本出版物に記載されている情報は、発行時点での情報です。	
Education Queensland Internationalの商号を持つ教育省は、本出版物に記載されているコース、	
入学条件、手続き、料金を事前の予告なく変更する権利を有します。	
留学希望者は、申請前にEQIウェブサイトで変更事項を確認してください。

郵送先住所 
PO Box 15050, City East 
QLD 4002 
Australia

所在地住所 
Level 18, Education House 
30 Mary Street 
Brisbane QLD 4000 
Australia

電話番号 
+61 7 3513 5708

Eメール 
StudyTours.EQI@qed.qld.gov.au

ウェブサイト 
https://eqi.com.au/study-options/study-tours

CRICOSプロバイダー名 
Education Queensland International

CRICOSプロバイダーコード 
00608A

連絡先詳細
EQI スタディツアーやオンラインプログラムの詳細については、
最寄りの留学エージェントまたは EQI にお問い合わせください。

エージェントの詳細


