
グリフィス大学 
を選ぶ5つの理由
1 | 世界の大学の上位5%以内
グリフィス大学は3つの有名な国際ランキング（世界大学アカデミックランキ
ング、CWTSライデンランキング、QS世界大学ランキング）で上位400校の中に
含まれています。

2 | オーストラリア国内で特に成長著しい大学地区
グリフィス大学は現在、3億2千百万ドルを投じて5か所のキャンパスのさら
なる充実を図っています。たとえば、総工費1億5千万ドルの グリフィス・ヘル
ス・センターをゴールドコーストキャンパスに新設しました。

3 | 海外の大学との提携プログラム
提携大学で1～2学期過ごしたり、短期プログラムに参加したりして、海外経
験を積むことができます。

4 | 実践的・革新的アプローチによる授業
実務を通して理論を学べるインターンシップや業界メンタリングプログラム
を課程の一部として履修することにより、就職に有利になります。

5 | 成功に向けたサポートサービス
留学生アドバイザー、EnglishHELP（英語力サポート）、コンピュータと専門
教科のワークショップ、グリフィスメイツ（学生メンター）、Student Linx主催
の交流イベント

研究活動による上級学位 (HDR)
研究に注力するグリフィス大学は国際的評価が高く、特に戦略的
投資対象の分野において当大学の専門知識が世界をリードして
います。griffith.edu.au/research 

人気の高い専攻
 � 財務・会計
 � 経営
 � ホテルマネジメント
 � スポーツマネジメント
 � アジア研究・国際 ビジネス
 � IT・マルチメディア
 � 環境・プランニング
 � 建築
 � 工学
 � 航空
 � バイオテクノロジー
 � 理学
 � 教育
 � 法学・犯罪学
 � ジャーナリズム・メディア
 � ソーシャルワーク 
 � 映像・アニメーション
 � 音楽
 � デザイン
 � ビジュアルアート・クリエイ

ティブアート
 � 医学
 � 看護
 � 公衆衛生
 � 歯科・口腔衛生
 � 理学療法・運動科学
 � 薬学
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2013 GELI Excellence Award Winner #6 

Nanae Sato

Chihiro Kato

japan, 2013 Winner #3

Congratulations to Nanae!!!

Assistant Director of Studies Laura Smyth 

presents the 2013 geli excellence 

award #6 to Nanae Sato from Japan...

For more information visit our website 

www.griffith.edu.au/geli-excellence-awards

Find us on facebook 

www.facebook.com/GriffithEnglish

Mizuki Hatakeyama

Japan, 2013 Winner #5

Anaisel Lopez  

Venezuela, 2013 Winner #4
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The GELI Excellence Awards reward outstanding GELI students and encourage all students 

to make use of GELI’s full range of learning services. Winners of the GELI Excellence Award 

receive a cash prize of AUD $1,000 AND an iPad3 to assist them with their studies.  

The awards are presented every 5 weeks and all current GELI students* are eligible to apply. 
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1 | グリフィス大学キャンパスでの勉強
ネイサン、マウント・グラバット、ゴールドコーストの3か所にキャンパスがある
ので、グリフィス大学の学士課程に入る前に大学の学習環境に慣れることが
できます。

2 | グリフィス大学のサービスと施設が利用可能
健康・福利サービス、キャリア・雇用のアドバイス、図書館、コンピュータル
ーム、スポーツ施設など、グリフィス大学の幅広いサービスと施設を利用で
きます。

3 | 各分野の優秀な講師陣
GELIはグリフィス大学の一部なので、各分野の優れた講師を確保できます。
講師のほとんどは海外で教えた経験があり、8割以上が大学院を卒業していま
す。またすべての講師は、多様な文化の学生への教授経験が豊富です。

4 | インデペンデント・ラーニング・センター（ILC）
各GELIセンターに設置されている専用ILCにはiPad、ESLソフトウェア、ポッド
キャスト、学習アプリが用意されています。授業以外の時間にこれらを活用す
れば、英語力をさらに高めることができます。

5 | 継続的な学生サポート
スチューデントアドバイザーが学生をサポートします。アクティビティオフィサ
ー主催の交流イベントは、友人作りや英語の練習に役立ちます。また、放課後
に無料のアカデミックワークショップが開催されます。

GELIエクセレンスアワード 
これは優秀な学生に1,000ドルとiPadを贈る制度で、5週間ごと
に決定されます。グリフィス大学準備（UniPrep）コース在籍者を
除くすべてのGELI学生に申請資格があります（griffith.edu.au/
geli-excellence-awards）。

英語コース
 � 一般英語 (GE)

 � 進学準備 (EAP)

 � 英語試験対策 (ETP)

 � グリフィス大学進学準備
(DEP Prep)

 � グリフィス大学進学 (DEP)

 � 英語+専門教科ミックスプ
ログラム (MEAP)

 � グリフィス大学準備
(UniPrep)

Griffith English Language Institute 
(GELI)で英語を学ぶ5つの理由
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クイーンズランド・インスティチュート・オブ・ビジネス＆テクノロジー（QIBT）は、
大学への編入コースをグリフィス大学のマウント・グラバットキャンパスとゴール
ドコーストキャンパスで提供している専門教育機関です。

1997年の提携以来、QIBTとグリフィス大学は1万人を超えるオーストラリア人学
生と留学生を高等教育機関に送り出してきました。今では、クイーンズランド州
を代表する大学パスウェイ・プロバイダーとしての名声を得ています。

QIBTのディプロマコースを修了すると、グリフィス大学の同等の学士課程2年次
に編入することが保証されます*。QIBTで8ヶ月間勉強した後に大学2年次に編入
できるので、最初から大学に入学するよりも短期間で学位を取得できます。学生
ができるだけスムーズに大学に編入できるよう、QIBTの授業は大学のキャンパ
スで大学講師によって行われます。

QIBTには以下の利点があります：
 � 大学が設定したプログラム
 � 大学講師による授業
 � グリフィス大学のキャンパスで勉強できる
 � 大学の2年次への編入が保証されている*
 � 少人数クラスで充実した授業 
 � 柔軟な年間3学期制と年3回の学生受け入れ
 � 英語サポートクラスと学習スキルワークショップ（無料）
 � キャンパス内外にある多様な宿泊施設
 � 大学の就職支援サービス（無料）

QIBTの学生はグリフィス大学の一員として歓迎され、大学の設備とサービスをす
べて利用することができます。QIBTのディプロマコースは主にグリフィス大学学
士課程の1年次の科目で構成され、グリフィス大学の優秀な講師が授業と管理を
行います。QIBTの入学時期は、毎年2月、6月、および10月です。

人気の高い専攻
 � 生物科学
 � 商学
 � 犯罪学・刑事司法学
 � 工学
 � グラフィックデザイン
 � ヘルスケア
 � 保健科学
 � ホテルマネジメント
 � 情報技術
 � メディア・コミュニケーション
 � 英語+専門教科ミックスプ

ログラム (MEAP)
 � サティフィケート IV大学進

学コース
 � コマース･ビジネスの準学

士コース

Queensland Institute of Business & 
Technology (QIBT)が選ばれる理由

*大学2年次に編入するには、ディプロマコースを修了し、GPAの入学条件を満たしている必要があります。 
注：QIBTディプロマコースは、関連するグリフィス大学学士課程の80単位に相当します。80単位は全日制で1年間の履修に相当します。コマース・ビジネスの
準学士号を取得した留学生は、グリフィス大学学士課程のGPAの入学条件を満たす必要があります。
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ブリズベン: のどかな学生都市
ブリズベンは理想的な気候に恵まれ、さまざまな文化が混
ざり合う街です。オーストラリア第3位の都市として、交流、文
化活動、レクリエーションが盛んに行われています。

オーストラリアの「サンシャイン・ステート（日光の州）」にあ
るブリズベンは、世界で最も住みやすい都市のひとつとされ
ています。州都としての活気の中にもリラックスした雰囲気
が漂い、これらを併せ持つ都市はオーストラリアの中でここ
だけです。

ブリズベンの5大アクティビティ
1. サウスバンクパークランドとストリートビーチを探索する
2. ストーリーブリッジを登る
3. クイーンストリートモールで買い物ざんまい
4. バレーやウエストエンドで盛り上がる
5. ストラドブローク島やモートン島を訪れる 

ゴールドコースト: パラダイスでの勉学
クイーンズランド州南東部のブリズベンから車で南へ1時
間。そこはオーストラリアで最も美しい沿岸都市のひとつ、ゴ
ールドコーストです。

オーストラリア国内でも特に成長著しいゴールドコースト地
域には、70キロに及ぶ世界有数のサーフィンビーチはもち
ろん、楽しいテーマパーク、海辺のショッピングエリア、雨林、
活気あるライブエンターテイメントやナイトライフスポット
もあります。 

ゴールドコーストの5大アクティビティ
1. ドリームワールド、ワーナーブラザーズ・ムービーワー

ルド、ウエット＆ワイルドなど、世界有数のテーマパーク
で遊ぶ

2. 世界一のビーチでサーフィンをする
3. シーワールドやカランビン・ワイルドライフ・サンクチュ

アリーで現地固有の野生動物を見る
4. マンションタワーとして世界一の高さを誇る「Q1」を眺める
5. サーファーズパラダイスのナイトライフを体験する 

勉学と生活にベストな場所 
オーストラリア ブリズベン／ゴールドコースト 

気候
クイーンズランド地方の気候は快適な亜熱帯気候です。夏
は明るくて暖かく、穏やかな冬は晴天の日が多く、1年を通し
て過ごしやすい気候に恵まれています。冬季の平均気温は
10～21度、夏季は20～29度です。

生活費
ブリズベンとゴールドコーストでの生活費は、オーストラリ
アの他の東部州都、イギリス、北米の都市と比較して低いと
考えられています。年間の生活費は、授業料のほかに18,000
～25,000豪ドルです。詳細についてはQIBTのウェブサイト

（qibt.qld.edu.au/apply-today/living-costs）をご覧ください。

お問い合わせQIBT
Queensland Institute of Business & Technology 
Griffith University, Mt Gravatt campus 
Queensland 4122 Australia

電話: +61 (0)7 3735 6900
メール: qibt@navitas.com

お問い合わせGELI
Griffith English Language Institute
Griffith University, Mt Gravatt campus 
Queensland 4122, Australia

電話: +61 (0)7 3735 3463
メール: griffith-english@griffith.edu.au

qibt.qld.edu.au QIBT CRICOS Provider Number: 01737F


