VCAL とは？
Victorian Certificate of Applied Learning (VCAL) は、11 年生と 12 年生向けの実地型オ
プションです。
VCAL によって、実践的な職業体験に加えて、リテラシーや数学的思考力のスキル、
さらには生活や仕事に不可欠な能力を築く機会がもたらされます。また、Victorian
Certificate of Education (VCE) と並んで、VCAL はシニアセカンダリーの資格として
認定されています。
VCAL の履修に適した学生には、Technical and Further Education (職業訓練専門学校：
TAFE) での訓練の継続、アプレンティスシップ (見習い制度) への取り組み、卒業
後の就職に関心を持つ人が当てはまります。ただし、VCAL 開始後、自分にふさわ
しいオプションが VCE であると最終的に決めた場合、変更が可能です。
VCAL は柔軟性に富んだコースなので、自分の関心や習得ニーズに合った学習プロ
グラムを計画できます。以下の四つの必須構成要素について、正式認可されたモジ
ュールとユニットを選択します。





リテラシーと数学的思考力のスキル
職業関連スキル
業界別スキル
自己啓発スキル

VCAL を満足できる水準で修了すると、修了証書と共に、修了学習エリアの詳細が
記載された成績表を受領します。
VCAL の概要
VCAL を選択するのはどのような人ですか？
大学で勉強を続けたい学生には VCE がふさわしいオプションですが、大学進学が自
分にぴったりのオプションと思わない人もいることでしょう。
VCAL は、11 年生と 12 年生で履修するシニアセカンダリースクール用認可資格で、
「アプライドラーニング（応用学習）」と呼ばれる実地型学習が基本です。
VCAL の履修を選択すると、実践的な経験や「雇用される」ためのスキルに加えて、
職場や TAFE でさらに訓練を続ける上で必要となるスキルを得ることができます。

どこで VCAL を履修できますか？

VCAL は、ビクトリア州全域の学校、TAFE 機関、一部のアダルト・コミュニティ・
エ デ ュ ケ ー シ ョ ン (ACE) センターで開講しています。 www.vcaa.vic.edu.au の
「Search for Schools and Study (学校・科目検索) 」を選択すると、すべての VCAL プ
ロバイダーのリストを見ることができます。
VCAL のレベルには何がありますか？
VCAL には 3 レベル (ファウンデーション、インターミディエイト、シニア) があり
ます。担当の先生やキャリアカウンセラーと相談して、自分のニーズに最適なレベ
ルを決めることになります。
申込条件がありますか？
いいえ。自分の能力に合ったレベルで VCAL を開始します。担当の先生やキャリア
カウンセラーと相談して、自分に最適なレベルを決めることができます。
VCAL の履修期間は？
VCAL は 11 年生と 12 年生用に開発されました。選択レベルの VCAL プログラムを
満足できる水準で修了した時点で、VCAL の修了証書と成績表を受け取ることがで
きます。VCAL の 1 つのレベルを 1 年で修了するのが一般的です。
VCAL を満足できる水準で修了すると、何を得ることができますか？
VCAL プログラムを満足できる水準で修了すると、修了を選択した VCAL レベルに
応じて、ファウンデーション、インターミディエイト、シニアのいずれかのレベル
の VCAL 修了証書を受け取ることになります。また、VCAL、VCE、Vocational
Education and Training (職業教育訓練：VET) のすべてのユニットを列記した成績表
も受け取ります。
VCAL に何がカウントされますか？
Vocational Education and Training (VET) 修了証書とは？
Vocational Education and Training (VET) は、学校、訓練機関、業界が連係して、学生
が雇用や今後の訓練に備えるための機会を提供しています。セカンダリースクール
の多くは、VCALの満足できる水準での修了に役立ち、オーストラリア全体で認知さ
れている職業教育訓練の資格証明を提供するためのVETコースを提供しています。
これまでの VET の学習は VCAL にカウントされますか？
はい。担当の先生やキャリアカウンセラーと相談して、これまでの学習がどれだけ
VCAL にカウントされるかを確認し、VCAL プログラムの残りの部分を計画してく
ださい。
すでに修了した VCE の科目があります。これは VCAL にカウントされますか？

はい、もし VCE ユニットで満足できる水準での修了を意味する「S」の成績を取っ
ていれば、この科目は VCAL にカウントされます。担当の先生やキャリアカウンセ
ラーと相談して、VCAL プログラムの残りの部分を計画してください。

気が変わったら、VCE に切り替えることができますか？
このオプションを取ることを決めたら、担当の先生やキャリアカウンセラーとこの
件について話し合ってください。

VCAL 履修中にパートタイムで働いたり、アプレンティスシップを続けられます
か？
VCAL 履修中に、パートタイムの仕事に関する認定・クレジットを得ることができ
ます。この仕事には、以下が挙げられます。
 学校ベースのアプレンティスシップやトレイニーシップ
 パートタイムの仕事
 体系化された職場学習の紹介
VCALはどのように評価されますか？
VCALは複数の認可コースと修了証書で構成されています。VCALプログラムは、プ
ログラムの各パートに関する評価要件に基づき、担当の先生が評価します。
General Achievement Test (総合達成度テスト：GAT) を受ける必要がありますか？
GAT は、書面でのコミュニケーション能力、数学、科学および技術、人文科学、社
会科学、アートの知識とスキルに関するテストです。VCE のユニット 3 と 4 の連続
履修を 1 科目でも選択するすべての学生が受験します。また VCE VET ユニット 3 と
4 の連続履修によるスコア獲得に取り組む学生も、GAT を受験する必要があります。
VCAL ユニットのみで構成される履修の学生は、GAT を受験する必要がありません。
ただし、今後の教育、トレーニングや雇用を目指す進路の目的にふさわしい場合、
GAT の受験を選択できます。

学習内容はどのようなものですか？
担当の先生やキャリアカウンセラーと相談して、自分の学習ニーズや関心に合った
VCAL プログラムを決めることができます。VCAL の以下の 4 つの必須要素それぞ
れに関するユニットやモジュールを選択します。

要素 1－リテラシー・数学的思考力スキル
VCAL プログラムは、リテラシーと数学的思考力の科目を含む必要があります。こ
れは、VCAL リテラシースキルと VCAL 数学的思考力スキルのユニット、または
VCE 英語および数学や「Certificate in General Education (Adults) (成人向け一般教育修
了証書) 」などのその他の選択教育科目から選ぶことができます。
要素 2－業界別スキル
VCAL プログラムのインターミディエイトレベルとシニアレベルは、VET 資格とし
てオーストラリア全体で認知されているコンポーネントを含む必要があります。た
だし、単一の VET 修了証書に絞って、修了する必要はありません。例えば、多岐に
わたる VET 修了証書の様々なモジュールやユニットの履修を選択して、VCAL 要件
を満たし、様々な職業エリアの経験を積むことを選択できます。VET オプションの
範囲は幅広く、例としては、自動車、エンジニアリング、建築・施工、ホスピタリ
ティおよびリテール、マルチメディア、IT、農業、園芸、倉庫管理、美容などが挙
げられます。
要素 3－職業関連スキル
「雇われやすさ」のためのスキルを身に付けるために、VCAL では、体系化された
職業紹介、学校ベースのアプレンティスシップ/トレイニーシップ、パートタイムの
仕事のいずれかを受ける選択を用意しています。仕事への準備を推進するユニット
やモジュールの学習もでき、例としては、労働安全衛生や就職面接スキルなどが挙
げられます。
要素 4－自己啓発スキル
VCALプログラムの一環として、チームワークスキル、自信、その他の生活や仕事に
重要なスキルの確立を推進する、コミュニティや学校のプロジェクトやアクティビ
ティに参加することになります。例えば、学校が地方自治体と連係して、公園用地
の改良に取り組む場合があります。このようなプロジェクトへの参加によって得ら
れる学習内容は、VCALへのカウントが可能です。
VCAL 修了後の進路は？
VCAL を満足できる水準で修了後、さらに高等教育を受けられますか？
学校から大学へのストレートな進学を検討している場合、VCAL はおそらく、最適
なオプションではありません。高等教育機関へそのまま進学予定の学生は通常、
VCE を履修します。VCE によって、Victorian Tertiary Admissions Centre (ビクトリア
州高等教育承認センター：VTAC) から Australian Tertiary Admissions Rank (オースト
ラリア高等教育承認ランク：ATAR) を得ることができます。シニアレベルで VCAL
を学習し、大学への進学に関心があると決めた場合、大学によっては、VCAL シニ
ア修了証書で学生の入学承認を検討する所もあるので、担当の先生やキャリアカウ
ンセラーに確認してください。ただし、学校からのストレートな進学だけが大学へ
の唯一の道ではありません。人によっては、TAFE で職業教育訓練コースを受講し、

多くの場合、ディプロマや上級ディプロマに至ってから、大学のコースでメリット
が得られると判断することもあります。VCAL はこの進路を目指すためにふさわし
いスタートとなります。
VCAL 修了後のオプションには何がありますか？
VCAL によって、TAFE 機関と雇用主によって認められる、実務的な職業経験と資格
を得ることになります。この経験と資格を合わせて、学校から仕事、アプレンティ
スシップやトレイニーシップ、または TAFE での更なる訓練への移行を促します。
あるいは、11 年生で VCAL のファウンデーションレベルの勉強を開始し、満足でき
る水準で修了した場合、12 年生で引き続き VCAL のインターミディエイトレベルか
シニアレベルの修了を検討できます。または、オプションを見直して、最終的に自
分に向いた選択が大学であると決めたら、VCE への移動も可能です。
VCAL で社会人になる準備が整いますか？
VCAL 修了証書の一環として VET ユニットを修了した場合、雇用者が重視する知識
やスキルを身に付けることになります。例としては、業界への認識、業界で必要な
ツールの使用、労働安全衛生などが挙げられます。VET ユニットの修了は、雇用主
に対して、この業界での仕事に対する自分の熱意を示す助けにもなります。
VCAL の詳細については、Victorian Curriculum and Assessment Authority (ビクトリア
州カリキュラム評価局) (1800 134 197) へ問い合わせるか、www.vcaa.vic.edu.au をご
覧ください。

