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AIAS 校長アンダーソン博士来日記念講演

経験がステップアップにつながるオーストラリア国家資格
優れた技術を国際的にアピールし
誇りと実力を高めてほしい！

質問！いまの実力がどう役立つのか？
オーストラリアの現状は？

資格取得者の夢はつぎの段階へ！
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東日本大震災被災地からくれえる

AIAS 関係者に感謝の言葉が贈られた
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AIAS-JAPAN Organization & Mission

AIAS- JAPANの組織と活動
国家資格の法制度の整備が不十分な日本の美容・健康産業において、AIAS-JAPANは
オーストラリア国家資格の取得を推進しています。この活動を通じて、業界に携わるみなさまの
社会的地位と業界全体の水準を高め、働きがいのある豊かな環境づくりに努めています。

AIAS-JAPANの歩み
łŊłŔĮŋłőłŏ͉ȂȜΑΠρςͺ͈ယ࠲ࢫࣣࢷڠłŊłŔ(Australian Institute of Applied Sciences)ུ͈মྩޫ̳́ȃ
ུ͈ယ࠲ࢫॲުͅࠈͩͥ૽ș͈২ٛഎ౷պ͈࢜ષͬ࿒ঐ̱ĳııķාͅอ௷̱̱̹͘ȃ
জ̴̹̻̦৾ͤ͘ழ̺̭͉ͭ͂ȂΑΞΞͻΏλϋ͈ႁͬࢩ̩২ٛͅબྶ̳̭̳ͥ͂́ȃུ͉̞̺͘ͅΑΞΞͻΏλϋ͈
࣭زڒଷഽ̵̦̜ͤͭ͘ȃ̷̭́ȂଲٮĶĵύ࣭̯̞́ͦ̀ͥȜΑΠρςͺ࣭زͬڒུ࣭ඤ́৾ං̧̠́ͥ͢
̱̱̹͘ȃ൚͉Ȃུ́দࡑ༓ͬޑୟ͙ਹ͇̥̀ͣȜΑΠρςͺͅള̱࣎̀ࡑ̳̞̠ͥ͂ࠁ̤̱̹̦ͬ৾̽̀ͤ͘Ȃ
ĳııĺා̥͉ͣłŊłŔ͈দࡑུۗͬͅઉ̧Ȃ࣭ඤࡑͬخෝ̱̱̹͘ͅȃদࡑྀ͉ා͂ਝͅঔ̯̳ͦ͘ȃ̯ͣͅĳıĲĲාਝ
̥͉ͣȂΫνȜΞͻΓράȜ͞ζΛȜΐ̢͈حͅڒȂΑεȜΜȂέͻΛΠΥΑȂಎ࣭ഥൡၷ༹͈ڒদࡑ৾ͤ͜ե̞̳̽̀͘ȃ
ఉ̩͈༷șͅȂႁ͈બ̱͂̀ȜΑΠρςͺ࣭زͬڒၛ̧̞̹̺̹̩̳̤̀̀ͤ̀̽͘ܐȃ

AIASについて
łŊłŔġ (Australian Institute of Applied Sciences) ͉ȂĲĺĸĵාͅ୭ၛ̯̱̹ͦ͘ȃ̺͘Ⴄঃ͈৹̞ယ࠲ࢫ͈ݪࡄ֗ޗ
̤̞̀ͅȂȜΑΠρςͺ́̽͂͜͜ഥൡ̜̳͈ͥ́̾͂͌۾ܥ֗ޗȃȜΑΠρςͺలĴ͈സঌήςΑαϋͅιͼϋ΅λϋΩΑͬ
ࢹ̢ȂισδσϋȂ΅λϋαρͅࢷͬ౾̞̞̳̀͘ȃΫνȜΞͻΓράȜȂুடڠȂΑεȜΜ
ħέͻΛΠΥΑȂΰͺΡτΛΏϋΈȂζΛȜΐΓράȜȂٚࢌȂࢊםȂγΑάΗςΞͻ͈ͅ
̤̞̀အș̈́ڠਠ߱ႯȜΑ̳̞̱ͬ̀͘ރȃ
łŊłŔ͈̳͓͈̀ȜΑ͉łŏŕł ĩȜΑΠρςͺܿෝ߱ႯޫĪ ̤͍͢ŏŕŇń ĩܿෝ߱Ⴏ
տ֥ٛĪ̫ͥͬ͢ͅȂှ͈̞ࣞڠਠ۪̦ޏା̯̞̳ͦ̀͘ȃ̹͘ڎਅྦྷۼ
౬ఘ͂ࠈ͍ͬࠫȂୟޭഎͅ૧̱̞ૂ༭ͬ৾ͤවͦȂ̞ࣞ֗ޗକͬ༗̞̳̽̀͘ȃ
AIAS: Cricos Code 01332E

トップからのメッセージ
Dr. James T. Anderson

Yoshiko Hasui

AIAS 校長 ジェームズ・アンダーソン博士

AIAS-JAPAN 代表 蓮井良子
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Obtaining Australian National Qualification

日本にいながらオーストラリア
国家資格が得られるシステム
RPLとAQF

œőō͉͂Recognition of Prior Learning ĩমஜڠਠĪ͈ၞ́Ȃ̈́બྶ̦ྫ̩͂͜Ȃ̳́
ͅਘං̱̞̀ͥেܿͬ͞ບ̱ثȂڠ͞ڒպͬ৾ං̳̹͈ͥ͛ౙպ̳ͬͥଷഽ̳́ȃ

大学・大学院
博 士 号

専門学校

修 士 号
グラジュエート
ディプロマ

ボケーショナル
グラジュエート ディプロマ

グラジュエート
サーティフィケート

ボケーショナル
グラジュエート サーティフィケート

学 士 号
準学士・アドバンスディプロマ

アドバンスディプロマ

ディプロマ

ディプロマ

łŒŇ͉͂Australian Qualifications Framework ĩȜΑΠρςͺ֗ޗڒΏΑΞθĪ͈ၞ́Ȃ̳́

サーティフィケートⅣ

৾ͅං̱̹ౙպͬ͞ڒఈ̧͈࣐ͥ́֊ͅ۾ܥ֗ޗიழ͙̳́ȃ̭͈ĳ͈̾ȜΑΠρςͺଽຸ

サーティフィケートⅢ

高等学校
修了資格

֗ޗଷഽͬڰဥ̳̭ͥ͂̽̀͢ͅȂུ͈́ࢷڠං̹ౙպ͍̤͢͞ڒા͈́ྩࠐࡑͬ
łŊłŔ͈ౙպ̱̱͂̀Ȃڒদࡑ͈ࡑ̦ڒං͈̳ͣͦͥ́ȃ

サーティフィケートⅡ
サーティフィケートⅠ

ͤ͢મ̱̞୰ྶ͉ȂȜΑΠρςͺଽຸ࣭ष͈ࢹܥ֗ޗγȜθβȜΐ̮ͬ။̩̺̯̞ȃ
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http://www.studyinaustralia.gov.au

申込から資格取得までの流れ
お問い合わせ

お申し込み

適正チェック

筆記試験

実技試験

試験合格

AIAS-JAPAN へメール

適正チェック申込書をお送
りいただき、受験料をお振
り込みください。
申込完了後、受験対策用の
参考書をお送りいたします。

受験のための適正能力
が備わっているかチェ
ックいたします。

筆記試験はすべて日本
語で行われます。
選択問題と記述問題が
出題されます。

AIASの試験監督が実技

オーストラリアより政府
発行の認定証が届けられ
ます。

または電話でお問い合わ
せください。
詳細をご説明した後、
申込
用紙をお送りいたします。

を審査いたします。
通訳スタッフのサポート
により、安心して受験い
ただけます。

Let's Enjoy the Exams 2011.08
国内実技試験レポート
第５回国内実技試験

ネイルテクノロジー
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ビューティセラピー
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マッサージセラピー、
スポーツトレーナー
ヘアサロンマネージメント
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Australian National Qualifications

オーストラリア政府公認国家資格
Diploma of ビューティセラピー

Certificate IV in

エステの指導者に求められるノウハウを有していることを認定する資格です。

マッサージの確かな専門性および総合的な知識を有していることを認定する資格です。

WRB50105 Diploma of Beauty Therapy

マッサージセラピー

HLT40307 Certificate IV in Massage Therapy Practice

Certificate IV in ビューティセラピー

Certificate IV in

ビューティに関する総合的な知識を有していることを認定する資格です。

アロマセラピーの総合的な知識と確かな専門性を有していることを認定する資格です。

WRB40105 Certificate IV in Beauty Therapy

アロマセラピー

HLT42707 Certificate IV in Aromatherapy

Certificate III in ビューティサービス

Diploma of フィットネス

ビューティに関する幅広いスキルと知識を有していることを認定する資格です。

フィットネス産業のマネージメントができる能力を認定する資格です。

WRB30104 Certificate III in Beauty Services

Certificate II in リテールコスメティックサービス

SRS50206Diploma of Fitness

Certificate IV in フィットネス（パーソナルトレーナー）

WRB20304 Certificate II in Retail Cosmetic Services

SRS40206 Certificate IV in Fitness (Personal Trainer Course)

Certificate II in メイクアップサービス

Certificate III in フィットネス (ジムインストラクター）

クライアントのニーズに合ったメイクを施すことができる能力を認定する資格です。

クライアントに適切な運動プログラムを提供できる能力を認定する資格です。

Certificate II in ネイルテクノロジー

Diploma of スポーツトレーナー

総合的なネイルサービスを提供できる能力を有していることを認定する資格です。

各種スポーツのアスリートのコンディションを管理できる能力を認定する資格です。

スキンケア、メイク、化粧品のプロフェッショナルに求められる能力を認定する資格です。

WRB20204 Certificate II in Make-up Services
WRB20104 Certificate II in Nail Technology

パーソナルトレーナーとしての運動プログラム提案力および実行力を認定する資格です。

SRS30206 Certificate III in Fitness (Gym Instructor Stream)

SRS50406 Diploma of Sport (Athlete Services)

Diploma of リミディアルマッサージ

Diploma of ヘアードレッシングサロンマネージメント

マッサージ技術と知識に加え、指導者としての能力を認定する資格です。

ヘアサロン経営者や指導者に求められるノウハウを有していることを認定する資格です。

HLT50307Diploma of Remedial Massage

WRH50109 Diploma of Hairdressing Salon Management

Diploma of 指 圧

Certificate IV in ヘアードレッシング

中国式指圧とマッサージ技術を有し、的確な判断が行える能力を認定する資格です。

ヘアメイクの確かな専門性と総合的な知識を有していることを認定する資格です。

HLT50207 Diploma of Shiatsu & Oriental Therapies

Diploma of 中国伝統療法 (An Mo Tui Na)

HLT50107 Diploma of Traditional Chinese Medicine Remedial Massage

中国伝統療法の技術を有し、的確な判断が行える能力を認定する資格です。

WRH40109 Certificate IV in Hairdressing

Personal Experiences from Our Graduates

資格取得者の夢はつぎのステップへ
東藪 清美

橋本 大祐

和歌山市

田口 佳美

大阪市

だいすけ鍼灸整骨院 経営
Ｖリーグ女子バレートレーナー

トータルビューティサロン

アルカンナ 経営
IBW 美容専門学校エステ科 講師

札幌市

ソワンエステティックサロン

レジャンデール 経営
サロン経営コンサルタント

新しい仕事につながるパワーとなった

海外のプロスポーツ界にも進出したい

資格に向かう目標が夢と元気に変わる

WRB50105 Diploma of Beauty Therapy 取得

SRS50406 Diploma of Sport 取得

WRB50105 Diploma of Beauty Therapy 取得
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蓮井 秀樹

体 験 留 学 レポート

マーク スミス

AIAS-JAPAN

愛雅粧ビューティカレッジ 理事長

AIASビューティカレッジ

東藪紗季

Certificate IIの受験がきっかけとなり約1週間の体験
留学へ。AIAS 本校では、
学生全員が意見を出し合って、

皆さまの夢がかなうよう尽力いたします

Enjoy your lessons. Enjoy learning!

オーストラリア国家資格試験官資格 取得

オーストラリア国家資格試験官資格 取得

熱心な先生方と一緒に授業を進めていきます。
新しい環境での体験は、

ࣧਗ͈́ࡄਘ͂দࡑ͉Ȃુͅခփ݅̈́শ̹̱́ۼȃ

̭͈̹͍ Ȝ Α Π ς ρ ς ͺ ͅളͤȂńŦųŵŪŧŪŤŢŵŦ Ŋŗ ΠτȜΣ

自分の世界が広がり成長

଼͈ۼ૽̦̭͂͐ڠಿ̦̞̠̭̯̾̈́ͥ͂͂ͬͣͅͅ

ϋΈɕͺΓΑιϋΠ͈৾ͬڒං̱̱̹͘ȃ

につながったと思います。

̞̹̱̱̹ۜ͘ȃ Ȝ Α Π ρ ς ͺ ͈֗ޗଷഽ͉ુͅષ

֗ޗଷഽ̞̾̀ͤ͢ͅၑٜ̦૬ͤ͘Ȃུ̭͈̳̱́͊ͣ
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଼ಿ͈̤ͅၛ̠̀ͥ͢ႁ̞̹̱̳͘ȃ

ͅࡑ̱̳̞۪͞ࡃ࣓̩͓ͥैͬޏġ̱̹̞͂এ̞̳͘ȃ

AIAS-JAPAN はオーストラリア

良い刺激となりました。

世界で活躍できるビュー
ティセラピストとして成
長し続けるために、長期
留学を決意しました。

クラスメートと
記念撮影

スタディグループと提携いたしました

オーストラリア留学でさらなるステップアップ

AIAS本校で学び

国際感覚も身につける

スポーツの資格を
活かしてステップアップ

グローバルな視野で
ビジネスを広く学びたい

ビューティの資格を
活かしてステップアップ

学校内にあるクリニックでの授業は、
実際

スポーツ大国ならではの体育大学。

オーストラリア最大のビジネスカレッジ。

ヴィクトリア大学には多岐に渡るコース

に一般の方がお客様として訪れます。

キャンパスは２０００年シドニーオリン

キャンパスは主要都市にあり、少人数制

が設置されており、
研究施設や設備が充実

オーストラリアは、
世界中から人が集まる

ピックが開催された広大な敷地にあり、

クラスによって授業が運営され、
それぞれ

している国際的な大学です。

多文化国家です。
日本とは違う環境で生活
し、
さまざまな背景をもつ人々と接するこ

あらゆるスポーツを行える環境にあります。 のキャリアプランに合わせた専門教育が
受けられます。キャリアアップのため、提携
１９１７年創立以来、
卒業生はスポーツ産業

とで多様性豊かな感性も身につきます。

界から高い評価を受けています。

大学へ編入する学生も多くいます。

http://www.martincollege.edu.au
Cricos Code 01755D (QLD), 01682E (NSW)

実用的ビジネススキルも習得できます。

AIASカレッジ

http://www.acpe.edu.au
Cricos Code 01822J

オーストラリア体育大学

マーティンカレッジ

ヴィクトリア大学

http://www.aias.com.au
Cricos Code 01332E

ビューティ分野の学位は世界的にも珍しく、
高度な皮膚科学や解剖学の知識に加え、

http://www.vu.edu.au
Cricos Code 00124K

