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サザンクロス大学(Southern Cross University)         担当教員：堀内 一史 

                    経済学部：語学・専門留学（英）/外国語学部：語学留学（英） 

＜所在地＞         Military Road, East Lismore, NSW 2480, Australia 

ホームページ https://www.scu.edu.au/ 

＜沿革＞ サザンクロス大学はニューサウスウェールズ州とクイーンズランド州にキャンパスを持つ公立

大学です。1994年に創立した比較的新しい学校なので、小規模でアットホームな印象を持つ大

学です。キャンパスはバイロンベイから車で 1 時間かからない所にあるリズモアをメインキャ

ンパスとし、ゴールドコースト、コフスハーバーと全部で４つ、そしてシドニー、メルボルン

のシティキャンパスを持っています。リズモアのキャンパスの敷地は広大で、自然に囲まれて

おり、法廷やヘルスクリニック、研究所など、授業をサポートする設備がとても充実していま

す。授業はゴールドコーストキャンパスで受けることになります。 

＜特色＞  

 

 

 

 

【コース概略】 
 

ビジネス、観光学、人文科学に人気が集まっていて、大学院では様々なリサーチプログ

ラムがあります。他の大学と比べると学生数が少なく、ビーチにほど近い大自然の中で 

伸び伸びと勉強することができます。全学生数 13,000 人が学び、そのうちおよそ 500 人の

留学生がそれぞれのキャンパスで学んでいます。留学生が少ないのも魅力です。教員数は 712

人。教員一人当たりの学生数は 18人と、理想的な学習環境です。 

■認定留学 A コース(専門留学）TOEFL550 取得者対象。英語研修の必要はない。 

■認定留学 B コース(英語＋専門のコンボ型留学）TOEFL525 取得者対象。付属英語学校

で 10 週間の EAP(English for Academic Purposes)コースを受講・合格後、専門留学。 

■認定留学 C コース（コンボ型留学）：TOEFL500 取得学生対象。付属英語学校で 15 週間

の EAP コースを受講・合格後、専門留学。 

■認定留学キャリアスタートコース：TOEFL475 取得者対象。15 週間の英語研修を履修・

合格後に、Business,Tourism,Arts から１部門を選び学ぶ 1 年間のパッケージ。 

■語学留学（付属英語学校）：1 週間の学修時間は、20 時間の授業と 5 時間の自習。 

■ダブル・ディグリープログラム：本学で 2 年間英語と経済学または経営学の専門知識

を付け 3 年次で、SCU の 2 年次生として編入し、2 年間留学の後卒業すると、麗澤大学

と SCU から学位が授与され、2 年間オーストラリアでの就労ビザが取得できる。 

＜宿泊＞ ホームステイ 

＜生活＞ 

 
 

ゴールドコーストキャンパス：ブリスベンから南に 1 時間のところにあり、テーマパーク、シ

ョッピングセンター、カジノ、レストラン、ホテルが並ぶ。サーファーズパラダイスで世界的

に知られるリゾート地帯に立地し、2018年に最新の設備を誇る新しいキャンパスを開設。ビジ

ネス、観光、IT,法律、看護、健康、文学、福祉などが学べます。クーランガタ空港に隣接した

最適な立地。 

＜条件＞ ■経済学部：語学留学コース･････TOEFL(ITP)400点以上から語学研修可。 

■外国語学部：英語 2専攻、IEC専攻は TOEFL(ITP)450点以上。その他の専攻は各専攻で相談。 

＜留学時期＞ 語学留学は随時参加可能です。 語学・専門留学期間は、Session１から 1年間です。 

語学留学は、10 週間、15週間、20週間、30週間、40週間から選べます。 

専門留学は、2年次または 3年次第 1学期から（Session 1:2/24-6/12; Session 2: 6/29 -10/16; 

3 Session*:10/26-2/19） *Session 3は、ビジネス学部・観光学部のみ 

＜奨学金制度＞ 麗澤大学海外留学奨学金日本学生支援機構 

 



留学費用（概算） 1AUD＝ ¥85

1Session
15週間

日本円
2、3 Session
6か月(4unit)

日本円

授業料　English Language Program
AU$390/週

AUD 5,850 ¥497,250 AUD 5,850 ¥497,250 *語学研修のみの場合は、
Session2の 15週間のみ

授業料　3unit（週3科目履修）コース AUD 6,400 ¥544,000 AUD 12,800 ¥1,088,000

授業料　4unit（週4科目履修）コース AUD 8,400 ¥714,000 AUD 16,800 ¥1,428,000

各セッション
間に1ヶ月の
休み

ホームステイ費 $340/wk AUD 5,100 ¥433,500 AUD 15,000 ¥1,275,000

入学手続き料 AUD 240 ¥20,400 AUD 240 ¥20,400

ホームステイ手続き料 AUD 290 ¥24,650 AUD 290 ¥24,650

現地で支払う保険料OSHC約
＄50/month

AUD 200 ¥17,000 AUD 2,500 ¥212,500

教材費

合計① ¥992,800

語学研修15週+3Unit　　　　合計①a ¥2,620,550

語学研修15週+4Unit　　　　合計①ｂ ¥2,960,550

２）渡航費用(2018年参考料金） 4ヶ月の場合 12ヶ月の場合

航空運賃 2018.2出発

QF羽田→シドニー往復の例
¥160,020 ¥160,020

ｵｰｽﾄﾗﾘｱ留学査証料 AUD 620 ¥52,700 ¥52,700

海外留学保険   4ヶ月/12ヶ月 ¥29,860 ¥98,740 学災付帯海学の場合

合計② ¥242,580 ¥311,460

留学費用概算　　　　　　　合計①+② ¥1,235,380 合計①a+② ¥2,932,010

３）麗澤大学への納入金

授業料 ¥415,000 ¥830,000

施設費 ¥150,000 ¥300,000 期日までに廣池学園経理課へ振り込
む。

学友会費　　1学期のみ納入 ¥6,000 ¥6,000 ¥6,000 （第1学期分3/31／第2学期分9/19）

後援会費 ¥30,000 ¥30,000

合計③ ¥601,000 ¥1,166,000

留学費用概算　　　　合計①＋②＋③ ¥1,836,380 ¥1,477,460

*専門コース/語学と専門履修
コースを組み合わせて、
Session1～３の1年間　（英語条
件あり）
*授業料は履修コースと期間を
選んで計算する。

Session 1：:2/24～Orientation 3/2-6/12(15週間）
Session 2：6/29～Orientation　7/6-10/16（15週間）
Session 3：10/26～Orientation　11/2-2/19（16週間）

サザン・クロス大学ゴールドコースト校

１）留学先での費用(2020年度）

語学留学のみ 認定キャリアスタートコース

支払い方法



留学費用（概算） 1AUD＝ ¥85

AUD 日本円

授業料 AUD 26,800 ¥2,278,000 *語学研修のみの場合は、Session2の 15
週間のみ

ホームステイ費 $320/wk AUD 4,500 ¥382,500

入学手続き料 AUD 240 ¥20,400

ホームステイ手続き料 AUD 290 ¥24,650

現地で支払う保険料OSHC約＄50/month AUD 2,500 ¥212,500

教材費

合計① ¥2,918,050

２）渡航費用(2018年参考料金） 12ヶ月の場合

航空運賃 2018.2出発

QF羽田→シドニー往復の例
¥160,020

ｵｰｽﾄﾗﾘｱ留学査証料 AUD 620 ¥52,700

海外留学保険   4ヶ月/12ヶ月 ¥98,740 学災付帯海学の場合

合計② ¥311,460

留学費用概算　　　　　　　合計①+② ¥3,229,510

３）麗澤大学への納入金

授業料 ¥830,000

施設費 ¥300,000 期日までに廣池学園経理課へ振り込む。

学友会費　　1学期のみ納入 ¥6,000 （第1学期分3/31／第2学期分9/19）

後援会費 ¥30,000

合計③ ¥1,166,000

留学費用概算　　　　合計①＋②＋③ ¥4,395,510

サザン・クロス大学ゴールドコースト校

Session 1：:2/24～Orientation 3/2-6/12(15週間）
Session 2：6/29～Orientation　7/6-10/16（15週間）
Session 3：10/26～Orientation　11/2-2/19（16週間）　　　　　　　各
セッション間に1ヶ月の休み

*専門コース/語学と専門履修コースを組
み合わせて、Session1～３の1年間　（英
語条件あり）.。　授業料は履修コースと期
間を選んで計算する。

専門留学のみ（1年）
１）留学先での費用(2020年度） 支払い方法
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