シドニーおすすめ学校

La Lingua Language School
ラリングア ランゲージスクール

SYDNEY

おすすめコース
REALWORLD GENERAL ENGLISH: CONVERSATION CENTRED 一般英語 会話中心コース
オリジナルの教科書を使用し、実生活に基づいた英語を勉強していきます。シチュエーション毎の会

① スピーキングに特化した授業形態

話例や、ひとつだけの表現方法だけではなく、ネイティブが使う実践的な英語を学べます。
ENGLISH FOR TEACHING CHILDREN TECSOL & J-SHINE 英語幼児教育者育成コース

② 生徒と先生の距離が近くアットホーム
③ 短期間でも最大限英語力を伸ばす
④ ベテラン講師陣によるIELTSコースなどの試験対策コース

日本の小学校のみならず、世界中で必要とされる児童英語教師を養成することを目標としています。
少人数制の徹底と質の高い教師陣のティームティーチング、そして、シドニーの現地の小学校での
教育実習、練習授業などカリキュラムが豊富です。資格が取得できるだけではなく話す、読む、聞く、
書くの４技能を伸ばせるので英語力もアップします。

⑤ 他言語が学べる（スペイン語、イタリア語、フランス語、韓国語、中国語）

発音や文法はもちろん、話すリズムやイントネーションなど、日常生活でネイティブたちが

料金の目安

＊お申し込み時のキャンペーンによって価格が変動します。

使う表現や言い回し、単語などを勉強できる。日本人の英語に対する苦手意識や、抵抗

ラ・リングア・ランゲージスクールはシドニー市内に位置しています。1995年に設立されてから質の
高い授業と豊富なコースによって、数多くの留学生が楽しく充実したオーストラリア生活を送ること
ができています。

英語を話す機会がとても多い

やってきた生徒との出会いやクラス合同アクティビティも豊富です。パブナイトやランゲージエクス
チェンジでの地元オージー（オーストラリア人）との触れ合いも多く、文化や国の違いを超えた人間
関係の中で共存し、理解し合う機会を作っています。

英語を話す機会が格段に多い
スピーキングクラスでは生徒一人一人ができるだけたくさん話す機会を作るため、1クラス3人から10

人までの少人数制で授業を行っています。 1クラスにおける国籍配分から、先生とのマッチングまで、
一人一人の生徒のレベルや性格的傾向なども加味してクラス分けをしているので、より早く英会話
力をつけていくことが出来ます。さらに、教師とコースの質はどんなことがあっても妥協しないという
ことを鉄則に色々な工夫をしています。

英会話中心

12週間の
場合

授業料

$380 × ４週 =
$1,520

$295 × 12週 =
$3,540

教材費

$55

$75

IELTS試験対策準備

入学金

$170

$170

ケンブリッジ検定試験

合計
$1 = 85円換算

$1,745
約15万円

約32万円

$3,785

キャンパス所在地

シドニー

日本人比率

約15％

生徒数

250人

クラス人数

12〜18人

日本人スタッフ

在籍

生徒と教師とスタッフの3者のチームワークによって、「英会話力」「就職力」「目標達成力」の3つの
力を成就させることを目指しています。ただ単に言語学習だけをする場所でなく、さまざまな国から

一般英語

4週間の
場合

をなくしてくれる。

少人数制で会話力が身に付く学校

【コース一覧】

4skills総合 夜間
ビジネス英語
進学英語

TECSOL&J-SHINE児童英語教師資格
TESOL 英語教授法
日本語教師
ショートコース ホスピタリティ＆
ツーリズム英語
[英語以外の語学]
スペイン語、イタリア語 フランス語、中国
語 ポルトガル語、韓国語

CASS Training International College
キャス トレーニング インターナショナル カレッジ

SYDNEY

おすすめコース
Real English Course リアルイングリッシュコース （英語レベル中級以上）
スピーキングや表現力に特化したコース。実際に生活の中で使われる英語表現を実践的に身につけ

① スピーキング中心のカリキュラム
② 細かな発音の仕方や、ネィティブの表現力を身につけられる
③ 低めの日本人比率＋各国バランスの取れた国籍比率！
④ 質の高い授業でリーズナブルな価格

ることを目的として開講されました。一般英語を学ぶだけでは触れる機会がほとんど無い、ネイティブ
との速話などを活用したり、非常にユニークでよりリアルな英語を学べる。
General English Course 一般英語コース
毎日グループワークがあり、イスに座りっぱなしで英語の授業を受けるということはまずありません。
テーマについて発表したり、先生と外に出て学習するというアイデアにあふれた授業が展開されてい
ます。積極的に生徒に発言させます。レベルの高い環境で学べます。楽しみながら英語をさらに向上

⑤ ベテラン講師陣によるIELTS・ケンブリッジなどの試験対策コース

シティの中心部、タウンホール駅から徒歩５分ほどに位置する学校。

させることができる環境を先生が作り上げています。

料金の目安

＊お申し込み時のキャンペーンによって価格が変動します。

「文法や単語を学ぶ、英会話の練習をする」だけではない。細かな発音の仕方や、ネィ

4週間の
場合

12週間の
場合

$330 × ４週 =
$1,320

$315 × 12週 =
$3,780

教材費

$40

$120

入学金

$100

$100

合計
$1 = 85円換算

$1,460
約12万

$4,000
約34万

ティブの表現力を身につけられる。
授業料

生の英語を学び表現力をつける
親切で熱意のある先生、スタッフが揃っています。スピーキング中心の授業なので、生徒同士、先
生ともすぐ仲良くなれます。ただ授業を受けるだけでは無く、『生の英語』に触れながら英語力をしっ
かり伸ばせます。

キャンパス所在地

シドニー

日本人比率

約10％

先生がアットホームな雰囲気を作り、生徒同士が切磋琢磨しながら英語を勉強しています。文法や

生徒数

200人

発音が分からない時、ついつい黙ってしまいがちになりますが、そういったミスをするプレッシャーや

クラス人数

12人

雰囲気を感じることはCASS TRAININGではありません。「いつも楽しく英語を勉強できる場所」という

日本人スタッフ

在籍

国際色豊かでアットホームな雰囲気を生徒と先生が共同で作り上げている
教室から生徒の笑い声や拍手する音が毎日必ず聞こえてくるのがCASS TRAININGの特徴。

ことを学校が自負しています。

ハイレベルな試験対策コースや進学英語コース。リーズナブルな価格
ベテランの先生によって授業が展開されています。先生の指導法が様々で毎日飽きることなく試験
対策の勉強を楽しく行うことができます。生徒ひとりひとりの弱点を先生が把握してくれるので、どの
ように英語を勉強すればよいか、個人的にアドバイスをもらうことができます。 4技能すべてが伸び
るように授業が展開されているので、弱点強化になり、さらに得意分野を伸ばせます。

【コース一覧】
一般英語コース
リアルイングリッシュ-Real English
進学英語コース
IELTS試験対策英語コース
CAMBRIDGE対策コース

ILSC Australia
アイエルエスシー オーストラリア

SYDNEY
MERBOLUNE
BRISBANE

おすすめコース
General English Full-Time Intensive 30 lessons/week

一般英語コース

初級から上級者まで。豊富な選択授業があるので自分の好きな授業をカスタマイズでき、自分が興味

① 授業が豊富なプログラムから選択できる！

ある、自分の英語力にマッチした授業を受けることができます。リスニング、リーディング、スピーキン
グ、ライティングの4つの能力を伸ばすことのできるファンクショナル・イングリッシュ、英語圏で生活す

② 正確なスピーキングと日常生活で使える文法と表現力が身につく！
③ English Only Policy 学校で英語以外を話してはいけないルール
④ 毎週のアクティビティーでプライベートも充実。イベントやボランティアが豊富
にあり参加できる

シドニー・ブリスベン・メルボルンにキャンパスあり！

るのに最低限の能力を身に付けるための基礎サバイバル英語など多数。
IELTSやケンブリッジなどの試験対策コース
集中プログラムで公式試験への準備をします。資格を持った経験豊富な講師による指導
同じ目的を持った学生と共に集中学習ができます。スコアの取得、得点アップで就学、就職、移住の
機会を広げることができます。

料金の目安

＊お申し込み時のキャンペーンによって価格が変動します。

授業が豊富なプログラムから選択できるので弱点をしっかりと克服し、総合的に英語力

4週間の
場合

12週間の
場合

授業料

$345 × ４週 =
$1,380

$335 × 12週 =
$4,020

教材費

$80

$80

入学金

$230

$230

合計
$1 = 85円換算

$1,690
約14万円

$4,330
約37万円

を伸ばせる。正確なスピーキングと日常生活で使える文法と表現力が身につく！

充実の設備と選択授業が豊富！

興味のある内容を学ぶ事で出来る限り早く英語の習得ができるよう、多くの選択授業を開講してい

行われ、学生は資格取得に向けて徹底した指導が受けられます。

徹底したEnglish Only Policyで最大限英語が伸びる
徹底したEnglish Only Policy（学校で英語以外を話してはいけないルール）と効果的な英語学習法
によって自然に効率よくしっかり語学力を伸ばすことができます。

ワークショップやアクティビティなどで英語を話すチャンスが多い
チャリティーやボランティア、キャンパス内で行われる学生主導のイベント、学外でのボランティア活
動など気軽に参加することが出来ます。興味のあるアクティビティに参加しながら、英語を使う時間
が増やせます。一週間を通して様々なアクティビティーが用意されいます。勉強とアクティビティーの

メリハリのある充実したキャンパスライフを送ることができます。日本人スタッフによる万全なサポー
ト体制があるため安心して通っていただけます。

一般英語コース フルタイム インテンシブ
一般英語コース フルタイム
一般英語コース パートタイム
ケンブリッジ試験対策英語コースIELTS試
験対策英語コース

進学英語コース
ボランティア・インターシップ・プログラム-

ます。初中級から選択ができるビジネス英語、中級から選べる進学、試験対策、そしてスピーキング
の強化にフォーカスをしたコース等。資格コースでは留学生のための補講やサポートがきめ細かく

【コース一覧】

キャンパス所在地

シドニー・ブリスベン
メルボルン

日本人比率

約15％

生徒数

250人

クラス人数

12〜18人

日本人スタッフ

在籍

英語教授法 TECSOLコース
英語教授法-Certificate IV in TESOL

NSEC - North Sydney English College
ノースシドニーイングリッシュカレッジ

SYDNEY

おすすめコース
General English Course 一般英語コース
最高レベルの教師資格を持っているベテラン講師人達によるクラス。《文法・読む・書く・話す・聞く》を

① リーズナブルな料金設定！

バランスよく学べます。さらに英語の知識を実際に活用できるようにするための授業を行っていきます。

② 最高の教師資格を持つベテラン講師たち

す。

③ 先生と生徒の距離が近いアットホームな雰囲気

月末にレベルチェックテストを行っています。英語の上達にあわせてクラスアップしていくことができま

試験対策コース
過去問や専用の問題集などを使用しながら、試験の傾向と対策をしていきます。講師もIELTSコース

④ 初心者から上級者までしっかり英語力を伸ばせるカリキュラム
⑤ アクテビティも充実しておりバランスよく学べる

ノースシドニーイングリッシュカレッジは市内中心地に位置し、タウンホール駅から徒歩5

のベテラン達です。IELTSスコアアップのコツをしっかりと教えてくれます。効率よく最大限スコアを伸ば
していくことができます。

料金の目安

＊お申し込み時のキャンペーンによって価格が変動します。

分以内の好立地。経験豊富なベテラン講師陣を揃えており、試験対策や進学英語なども

4週間の
場合

12週間の
場合

$290 × ４週 =
$1,160

$175 × 12週 =
$2,100

教材費

$60

$60

入学金

$100

$100

合計
$1 = 85円換算

$1,320
約11万円

$2,260
約19万円

充実しています。クラス分けもしっかりしており初級者から上級者まで学べる。
授業料

ベテラン講師陣の揃ったアットホームな学校
講師全員が教師歴10年以上ものキャリアを持つベテランが揃っているのが強みです。NSECの学校
の雰囲気はとても和気あいあいとしていて、生徒と講師の壁もなく本当にアットホームな点が各国か
らの生徒達からも長年愛されている理由の一つです。

キャンパス所在地

シドニー

午前のクラスでは文法、リスニング、ライティング、リーディングを中心に、英語習得に必要不可欠な

日本人比率

約15％

知識、技術を勉強します。午後はその知識を言葉として会話を組み立てられるように、スピーキング

生徒数

250人

クラス人数

12〜18人

日本人スタッフ

在籍

初心者から上級者までしっかり英語力を伸ばせる

や発音に重点が置かれています。
クラスは5つのレベルに分かれており、月末のテストで合格すると上がることができるため、モチベー
ションを保つことができます。また、上級以上のクラスは毎週木曜に選択授業として、IELTSや
Speaking、Listening、Film＆Music、Business Englishを受講できます。ディスカッションやディベート
などアカデミックなことにも挑戦します。

費用を抑えて英語を長期間学ぶのに適した学校
大変良質な講師陣が勢揃いしているNSECは、学ぶ期間が長ければ長いほど、料金が格安となる
長期割引プランが設定されています。

【コース一覧】
一般英語コース
EAP進学英語コース
IELTS試験対策英語コース
CAMBRIDGE対策コース

EMBASSY ENGLISH
エンバシー イングリッシュ

SYDNEY
MERBOLUNE
BRISBANE PERTH
GOLD COAST

おすすめコース
General English 一般英語コース
オリジナルのデジタルテキストを使用し,最新の学校設備により、効果的に英語を学ぶことができます。

① 豊富な選択授業から自分の弱点や・興味あるクラスが選べる

日常生活で必要なコミュニケーション能力を伸ばすことを目的に、基礎文法・発音・口語的表現・イディ
オム及び語彙など、会話力を伸ばすために重要となる部分に焦点を当てながら学んでいく。

② 最新の学校設備で効果的に英語を学べる

Business English ビジネス英語コース

③ 充実のアクティビティで楽しく英語を学べる。

一般英語にて会話・リスニング・読み書きなどの総合的な英語力を身に付け、さらに選択授業でビジネ

④ 高いクオリティーの教師陣による多種多様なコース！

スイングリッシュを学ぶコースです。ビジネス会話やライティング力、プレゼンテーション能力を高め、

⑤ 別都市にあるキャンパスへの転校が可能！

シドニー・ブリスベン・ゴールドコースト・メルボルン・パースにキャンパスがあり。ニュー

組織の中でどのように英語を使っていくかを学びます。

料金の目安

＊お申し込み時のキャンペーンによって価格が変動します。

ジーランド、イギリス、カナダ、アメリカなどにも多く学校を展開している。

4週間の
場合

12週間の
場合

授業料

$366× ４週 =
$1,464

$340 × 12週 =
$4,080

シドニー校はオーストラリア最大の街、シドニー中心街にあり活気に溢れています。学校内にはパソ

教材費

授業料込

授業料込

コンルームや自習室、図書館、コモンエリア等設備に優れています。高い講師の質を誇っており、一

入学金

$230

$230

合計
$1 = 85円換算

$1,694
約14万円

$4,310
約37万円

質の高い講師や国際色、選択クラス共に充実、定評のある大手語学学校！

から徹底的に英語を学ぶことが出来ます。また、クラス外でもスポーツイベントや会話クラブなどの
課外活動もあり、様々な形を通して英語を学ぶことができます。
入学時には顔写真＆セキュリティー機能が付いた学生証が配られる。この学生証で教材のコピーを

とったり、図書室で本を借りたりすることができる。

経験豊富な講師陣と最新学校設備
資格と経験豊富な教師陣と、施設の質の高さ! 授業では、グループのディスカッションやほかの学生
を組んで行うペアーワーク、個人学習など、バラエティに富んだカリキュラムが組み込まれています。
また、クラスによって担任の先生が異なり、1日に3人の先生の授業を受けることも可能です。様々な
教師から異なったトピックを学べることができ、英語をより充実したものにすることができます。
最新電子黒板を導入しており、これを使い講師が授業を展開していきます。授業の内容などを瞬時
にデータ化できるため、より分かりやすく、詳しく情報を送ることのできる最新の設備の中で、高い質
の授業を受けることができます。

キャンパス所在地

シドニー・ブリスベン
ゴールドコースト・メルボルン・
パース

日本人比率

約10%

生徒数

250人

クラス人数

12〜18人

日本人スタッフ

在籍

【コース一覧】
一般英語コース・インテンシブ
一般英語コース・フルタイム・セミインテン

シブ
一般英語コース・スタンダード
ビジネス英語コース
ELTS試験対策英語コース
ケンブリッジFCE試験対策英語コース
ケンブリッジCAE試験対策英語コース
進学英語コース

ランゲージ セメスター アブロード

メルボルンおすすめ学校

Ability English Melbourne
アビリティ イングリッシュ メルボルン

MＥＬＢＯＵＲＮＥ

おすすめコース
General English Plus 一般英語プラスコース
将来進学を考えている方、EAP やケンブリッジコース進学を考えている方、アカデミックなスキルを身

① ユニークでタレント性のある経験豊富な講師陣

につけたい方におすすめのコースです。ディスカッションやプレゼンテーションの練習をしたり、ライ
ティングを組み込んだりと、英語を『使える』ようにするための授業構成となっています。

② 世界 40 カ国以上から集まる多国籍な生徒
③ メルボルン中心部の便利なロケーションと最新設備の整ったキャンパス
④ 目標に合わせたコース設定ができる

⑤ 英語を話す環境をとことんつくってくれる

ABILITY の授業は、英語を学ぶ上で必要な 4 つの力、「話す・聞く・読む・書く」をバラン

SURVIVOR ENGLISH サバイバーイングリッシュコース
毎週現地のオージーと話をする機会を設け、現実的なシチュエーションの壁を幾つか乗り越える事
によってコミュニケーション能力を向上させ、恐怖心を無くし自分の英語力に自信を持たせる、という
今までにない斬新なコースです。実践的なスピーキングを集中的に練習する機会が多く含まれてい
るプログラムです。

料金の目安

＊お申し込み時のキャンペーンによって価格が変動します。

スよく吸収することができます。国際色豊かで学生との距離が近く、アットホームな雰囲

世界40ヵ国以上の多国籍な学生とクラスやアクティビティなどで様々な文化にふれあえる貴重な環
境です。教師陣も生徒との距離が近く、アットホームな雰囲気も人気の一つです。質問をしやすい
環境で、きっちり英語力をあげたい方にオススメ！

基本の４技能プラス、スピーキング力アップ

12週間の
場合

授業料

$330 × ４週 =
$1,320

$330 × 12週 =
$3,960

教材費

$40

$120

ケンブリッジ検定試験

入学金

$100

$100

サバイバーイングリッシュ

合計
$1 = 85円換算

$1,460
約12万円

約35万円

$4,180

キャンパス所在地

メルボルン

日本人比率

約12％

生徒数

600人

クラス人数

12〜15人

日本人スタッフ

在籍

午前中のクラスでは、グラマー・リーディング・ライティング・リスニングを集中的に勉強します。午後
の授業では特に、「話す＝スピーキング」に重点を置き、学んだ表現を実践して身につける授業を展
開しています。毎週金曜の選択授業では、リスニングやリーディングなど、それぞれのスキルに特
化した授業が行われるため、集中的に弱点克服ができます。

フレキシブルにコース変更が可能
午前中に開講しているクラスは追加料金なしでコース変更ができ、一般英語から発音矯正コースへ
の変更などが可能です。他校にはないユニークなコースが人気で、特に「サバイバーイングリッシュ

(Survivor English)」と「発音矯正(Pronunciation&Fluency)」のクラスは、すでに一定の英語力が身に
つき、一般英語では物足りないという学生におすすめです。

一般英語

4週間の
場合

気やユニークな教師陣が特徴の学校です。

アットホームで国際色豊かな学校

【コース一覧】

一般英語プラス
進学英語
IELTS試験対策準備

発音矯正

Explore English
エクスプローラー イングリッシュ

MＥＬＢＯＵＲＮＥ

おすすめコース
General English Course 一般英語コース
「読む、聞く、話す、書く」に加え、ボキャブラリーや発音、文法のスキルも伸ばせるよう工夫されていま

① 日本人率が平均７％と低い

す。日常英会話を徹底的に学びたい方にお勧めです。月曜～木曜の週4日なので、週末仕事もしたい

② 資格、経験、技術を備えた講師陣

という方にもおすすめ。

③ NO English Only Policyで、本当に必要な時は母国語で助け合える

IELTS preparation IELTS対策コース
IELTSの試験対策に特化したコース。大学進学に必要なAcademic module、移住の際のビザ申請など

④ 最新テクノロジー授業

に必要なGeneral moduleどちらも学ぶことが可能です。

⑤ 他レベル、他クラスとの合同授業で色んな学生とふれあえる

2015年に開校した小規模でアットホームな学校。講師陣は世界中で英語を教えてきた経

料金の目安

＊お申し込み時のキャンペーンによって価格が変動します。

験と実績があり、生徒との距離も近く、とてもフレンドリーな雰囲気。常駐の日本人スタッ

4週間の
場合

12週間の
場合

$280 × ４週 =
$1,120

$280× 12週 =
$3,360

教材費

$70

$70

入学金

$100

$100

合計
$1 = 85円換算

$1,290
約11万

$3,530
約30万

フが学生のサポートをしているのも魅力。
授業料

日本人率平均７％をキープで多国籍の友達を作るいいチャンス！
日本人率が低く多国籍な環境で、自然と様々な国の生徒と触れ合うチャンスが多いのが魅力。ただ、
英語オンリーポリシーではないので、本当に必要な時には母国語で助け合えるのも心強い。さらに、
Mingleという合同授業があり、他クラス・他レベルの学生とも友達になれるチャンス。とにかく明るく、
楽しく、生徒の満足度が高い学校です。

メルボルン

日本人比率

約7％

Explore Englishの教師陣は、海外で生活し、教えた経験があるので、生徒のつまづきやすいところ

生徒数

180人

を踏まえた授業ができます。教師の定期的なトレーニングも行っており、教師の指導技術には定評

クラス人数

13-15人

日本人スタッフ

在籍

があります。

人気のバリスタショートコースとホテルでの有給インターン
毎週金曜日に学校のカフェで行われるバリスタショートコース。コーヒーの淹れ方、バリスタとしての
知識が学べ、即実践に役立つ内容になっとります。コース終了後には、修了書ももらえます。
Explore Employment Short Courseでは、ローカルの、名のあるホテルで長期間働けるお仕事が得
られるチャンス！ホスピタリティ業界で働くのに必要な情報や秘訣が盛りだくさんのコースです。

一般英語コース
EAP進学英語コース
IELTS試験対策英語コース
ケンブリッジ試験対策コース
ＰＴＥテスト対策コース
Explore Employment Short Course
（有給インターンシップ）

キャンパス所在地

資格、経験、技術を備えた講師陣

【コース一覧】

バリスタショートコース

ILSC Australia
アイエルエスシー オーストラリア

SYDNEY
MERBOLUNE
BRISBANE

おすすめコース
General English Full-Time Intensive 30 lessons/week

一般英語コース

初級から上級者まで。豊富な選択授業があるので自分の好きな授業をカスタマイズでき、自分が興味

① 授業が豊富なプログラムから選択できる！

ある、自分の英語力にマッチした授業を受けることができます。リスニング、リーディング、スピーキン
グ、ライティングの4つの能力を伸ばすことのできるファンクショナル・イングリッシュ、英語圏で生活す

② 正確なスピーキングと日常生活で使える文法と表現力が身につく！
③ English Only Policy 学校で英語以外を話してはいけないルール
④ 毎週のアクティビティーでプライベートも充実。イベントやボランティアが豊富
にあり参加できる

シドニー・ブリスベン・メルボルンにキャンパスあり！

るのに最低限の能力を身に付けるための基礎サバイバル英語など多数。
IELTSやケンブリッジなどの試験対策コース
集中プログラムで公式試験への準備をします。資格を持った経験豊富な講師による指導
同じ目的を持った学生と共に集中学習ができます。スコアの取得、得点アップで就学、就職、移住の
機会を広げることができます。

料金の目安

＊お申し込み時のキャンペーンによって価格が変動します。

授業が豊富なプログラムから選択できるので弱点をしっかりと克服し、総合的に英語力

4週間の
場合

12週間の
場合

授業料

$345 × ４週 =
$1,380

$335 × 12週 =
$4,020

教材費

$80

$80

入学金

$230

$230

合計
$1 = 85円換算

$1,690
約14万円

$4,330
約37万円

を伸ばせる。正確なスピーキングと日常生活で使える文法と表現力が身につく！

充実の設備と選択授業が豊富！

興味のある内容を学ぶ事で出来る限り早く英語の習得ができるよう、多くの選択授業を開講してい

行われ、学生は資格取得に向けて徹底した指導が受けられます。

徹底したEnglish Only Policyで最大限英語が伸びる
徹底したEnglish Only Policy（学校で英語以外を話してはいけないルール）と効果的な英語学習法
によって自然に効率よくしっかり語学力を伸ばすことができます。

ワークショップやアクティビティなどで英語を話すチャンスが多い
チャリティーやボランティア、キャンパス内で行われる学生主導のイベント、学外でのボランティア活
動など気軽に参加することが出来ます。興味のあるアクティビティに参加しながら、英語を使う時間
が増やせます。一週間を通して様々なアクティビティーが用意されいます。勉強とアクティビティーの

メリハリのある充実したキャンパスライフを送ることができます。日本人スタッフによる万全なサポー
ト体制があるため安心して通っていただけます。

一般英語コース フルタイム インテンシブ
一般英語コース フルタイム
一般英語コース パートタイム
ケンブリッジ試験対策英語コースIELTS試
験対策英語コース

進学英語コース
ボランティア・インターシップ・プログラム-

ます。初中級から選択ができるビジネス英語、中級から選べる進学、試験対策、そしてスピーキング
の強化にフォーカスをしたコース等。資格コースでは留学生のための補講やサポートがきめ細かく

【コース一覧】

キャンパス所在地

シドニー・ブリスベン
メルボルン

日本人比率

約15％

生徒数

250人

クラス人数

12〜18人

日本人スタッフ

在籍

英語教授法 TECSOLコース
英語教授法-Certificate IV in TESOL

ブリスベンおすすめ学校

Lexis English Brisbane Campus
レクシス・イングリッシュ・ブリスベン校

Brisbane

おすすめコース
General English

一般英語コース

基本となる４技能（聞く・書く・読む・話す）に加え、旅行に役立つ英語、仕事のための英語、試験コー

① ブリスベン中心部の好立地

スに向けての準備など、各自の目的に合わせてオプションクラスを選ぶことができます。毎日放課後
にはGILという特別カリキュラムを行っており、英語の質問、課題のチェック、授業の補習などを、授

② 多国籍で日本人の少ない環境
③ 日本人スタッフ在籍で、きめ細かい安心サポート
④ ケンブリッジ検定対策コースに定評あり

⑤ 他都市のキャンパスへの転校が可能

世界中から多国籍の留学生が集まり、熱心に英語を学ぶ傍ら、午後のアクテビティや週末のエクス

業外で個別の指導を受けられる他、ワークショップやアクテビティなどの時間になります。
Cambridge English Exam Preparation ケンブリッジ検定対策コース
レクシス・イングリッシュではケンブリッジ検定試験対策コースに特に力を入れており、教師陣や教材、
授業の質には定評があります。受講する生徒が多いため、FCEから CAEクラスへの移動など柔軟な
対応が可能です。

料金の目安

＊お申し込み時のキャンペーンによって価格が変動します。

カージョン（遠足）などを通してたくさんの友達ができる工夫がされています。校舎も新しく、最新の
12週間の
場合

授業料

$390 × ４週 =
$1,560

$385 × 12週 =
$4,620

教材費

$120

$180

フォーカスケンブリッジ

入学金

$200

$200

医療英語 (OET) 対策

合計
$1 = 85円換算

$1,880
約16万円

約42万円

を開講してる人気の学校の一つです。

レクシス・イングリッシュは、ヨーロッパや南米、中東系など世界中から留学生が集まり、国籍バラン
スの良い環境で学ぶことができます。日本人率も低いため、どっぷり英語環境の中で英語力を集中
して伸ばしたい方におすすめです。定期的にアクティビティやイベントも開催され、他国籍のお友達
を作るチャンスです。

日本人スタッフ在籍で、きめ細かい安心サポート
学生サポートデスクには定評があり、日本人スタッフも在籍しているので在学中の不安なことや何

$5,000

キャンパス所在地

ブリスベン

日本人比率

8％

生徒数

250人

クラス人数

12.5人

日本人スタッフ

在籍

か困ったことがあってもすぐに相談ができます。学習プランや留学生活のことはもちろん、観光や交
通、ビザのことやお仕事についての相談など、きめ細かいサポートで安心です。

他都市のキャンパスへの転校が可能
レクシス・イングリッシュは、サンシャインコーストやヌーサ、バイロンベイやパースなど、ビーチリ
ゾート地にキャンパスが多く、コースの途中でキャンパスの変更ができるのも魅力です。各都市や
キャンパスによって環境や雰囲気も違うため、自分のやりたいことや目的に合わせて幅広い留学プ
ランが立てられます。

一般英語（フルタイム・パートタイム）

4週間の
場合

設備で学ぶことができます。ブリスベンでは唯一English for Medical Professionals(OET 医療英語）

多国籍で日本人も少ないため集中して英語力アップ

【コース一覧】

IELTS試験対策
ケンブリッジ検定対策（FCE / CAE /
CPE）

IH Brisbane ALS
アイエイチ ブリスベン エイエルエス

Brisbane

おすすめコース
General English Course 一般英語コース
読む・書く・聞く・話すの４技能と文法を総合的に伸ばす授業となっています。英語でのコミュニケーショ

① 豊富なコース
② フレキシブルな時間割で勉強、遊び、仕事の両立が可能
③ 日本人スタッフ在籍、徹底したサポート

ンや基本的な日常会などを想定して作られたカリキュラムで日常生活を円滑に進めるために必要な英
語力を磨くことができます。月曜日から木曜日まではコアクラスとスキルクラス、金曜日は自由参加型
のクラスとなっているので、自身に合った授業を受講できるのが魅力です。

General English + J-SHINE 英語+J-SHINEコース

④ 完全無料アクティビティ

一般英語クラスと人気のJ-SHINEクラスの2つを合わせた、IH Brisbaneだけのスペシャルプログラムで

⑤ アットホームでフレンドリーな環境

を含む、大人気のコースです。日本帰国後に使える資格としてとてもおすすめです。

学生同士はもちろん、先生同士も仲が良くとてもアットホームでフレンドリーな学校。留学

す。J-SHINEとは小学校英語指導者認定資格で、ブリスベンでのプログラムでは実際の現場での実習

料金の目安

＊お申し込み時のキャンペーンによって価格が変動します。

する理由や目的もさまざまの中、コースやプログラムが豊富で、独自のフレキシブルなタ

12週間の
場合

$380 × ４週 =
$1,520

$317× 12週 =
$3,800

パスウェイプロフラム

教材費

$120

$180

ビジネス英語コース

入学金

$250

$250

合計
$1 = 85円換算

$1,890
約16万

$4,230
約36万

授業料

豊富なコース

コースなど、それぞれの目的に合ったプログラムを選ぶことができます。また英語クラスだけではな
く、デミペアやファームなど、オーストラリアならではの環境で英語を磨くコースも人気です。

一般英語コース

4週間の
場合

イムテーブルで勉強も遊びも仕事も両立できるのが魅力です。

一般英語はもちろん、各種試験対策コースやビジネス英語、TESOLやJ-SHINEなどの英語教授法

【コース一覧】

IELTS試験対策コース

ケンブリッジ試験対策コース

Certificate IV in TESOL
英語＋ J-SHINE
デミペアプログラム
ファーム＋英語

フレキシブルな時間割で勉強、遊び、仕事の両立が可能

キャンパス所在地

ブリスベン

フルタイムコースは、通常週に20時間の授業が提供されています。それに追加して無料自由参加ク

日本人比率

16％～22％

ラスが９時間あり、勉強したい人にはさらに学習できる環境を提供しています。自由に自分で勉強量

生徒数

350-400人

クラス人数

15-16人

日本人スタッフ

在籍

を調整できるフレキシブルな時間割で、自分のやりたい留学を実現するための勉強環境とサポート
が整っている学校です。授業前/後にあるSpeak More Class(会話集中クラス)により、日本人が最も
苦手としている分野を強化することができます。必修授業と自由参加型クラスを合わせると、最大29
時間もの受講が可能なのでより早く英語習得したい方にオススメです。

完全無料アクティビティ
毎週行われる無料のアクティビティも充実しています。映画を観たり、出かけたり、カンバセーション
クラスで他クラスの人と喋ったりすることで、授業以外で英語を使うことに慣れ、より楽しく英語を覚
え・使いこなしていくことが出来るよう工夫されています。

プライベートレッスン

ゴールドコーストおすすめ学校

Inforum Education Australia
インフォーラム エデュケーション オーストラリア

Gold Coast

おすすめコース
General English

一般英語コース

英語をしっかり学びたい初心者はもちろん、ビジネスシーンでの英語力を学習したい方にもおすすめ。

① 一人ひとりと向き合う語学学校

授業は大きく分けて午前・午後、無料で受けられるワークショップにがあります。午前の授業では、英
語の基礎となるグラマー、リーディング、リスニング、ライティング、スピーキングを学びます。学んだ

② 徹底したイングリッシュ・オンリー・ポリシー
③ 今後オーストラリアで進学を考えている方にオススメ
④ ケンブリッジ検定試験に基づいたカリキュラム

⑤ 日本語での補講や無料のワークショップが提供されている

独自のカリキュラムを通して英語を学び、2週間ごとにレベルアップテストが実行されています。その

ことを自分のものにするために、午前の授業で習ったことを使う実践的な授業を午後で行っています。
Cambridge / IELTS ケンブリッジ検定/ＩＥＬＴＳ試験対策コース
どちらのコースも現役試験管が講師を勤めるので試験のノウハウを知り尽くした講師陣による授業を
受けることができ、少人数制のクラスのため先生のしっかりとしたサポートとともに試験合格に必要
なスキルを伸ばしていきます。

料金の目安

＊お申し込み時のキャンペーンによって価格が変動します。

ため、モチベーションを保って勉強することができます。学生サポートも充実しており、授業中はもち
4週間の
場合

12週間の
場合

授業料

$385 × ４週 =
$1,540

$375 × 12週 =
$4,500

教材費

$56

$168

入学金

$220

$220

合計
$1 = 85円換算

$1,816
約15万円

約41万円

ろん、放課後も補講授業などが開講されているので、安心して勉強することが可能です。

英語オンリーの環境と充実のサポート

校内ではイングリッシュ・オンリー・ポリシーが導入されているので生徒間でも常に英語を話す環境
となっており、意識を高く保ちながら英語学習できる環境が整っています。学生サポートが充実して
おり、毎週月曜日には先生と一対一のカウンセリングを開催、また授業中に分からなかった事を日

$4,888

本語で聞ける講習が無料ワークショップとして受けられます。

ケンブリッジ検定試験に基づいたカリキュラム
全てのクラスでケンブリッジ試験（KET/PET/FCE）に則した英語学習を行っており、定期的に行われ
るレベルアップテストでもケンブリッジの模擬試験を使うので、クラス分けはCEFR（ケンブリッジ大学

キャンパス所在地

ゴールドコースト

日本人比率

15-30％

生徒数

200人

クラス人数

13人

日本人スタッフ

在籍

監修の英語のレベル分けモジュール）レベルに合わせています。午前中の授業で学んだことを使い
こなせるようになるために、ビジネスプレゼンテーションをしたり、実際に学校近くのショッピングセン
ターに出向きローカルの人に質問するなどの実践的な授業が展開されています。授業で得た知識
をアウトプットすることに注力されているのもこの学校の特徴の1つです。

日本語での補講や無料のワークショップが提供されている
毎日開催されているワークショップでは、就職支援、発音矯正レッスン、試験対策、TOEIC対策、日
本語での質疑応答授業などが無料で受けられます。

【コース一覧】
一般英語
IELTS試験対策
ケンブリッジ検定試験対策

BROWNS English Language School
ブラウンズ イングリッシュ ランゲージ スクール

Gold Coast

おすすめコース
General English Course 一般英語コース
午前クラスは、リーディング、ライティング、スピーキング、ボキャブラリー、文法をカバーし、総合的な

① アットホームでフレンドリーな環境
② 厳しい英語オンリーポリシー
③バランスの取れた国際比率

英語力を伸ばします。午後のActive8クラスでは、独自のカリキュラムでレベルとスキルに応じた学習
をします。

IELTS Exam Preparation IELTS試験対策コース
テストの構造や時間配分などから、各４技能の強化、学生一人一人のレベル合わせたアドバイス、苦

④ QLD州ならではのアクティビティが豊富

手分野の特定と克服のためのフィードバックを繰り返し、確実に目標に近づけていくよう教師陣が全力

⑤ 英語＋サーフィンやゴルフレッスンといったユニークなコース

のご予約と同じ週数）を無料で提供することを保証します。（条件あり）

厳しいイングリッシュオンリーポリシーの中でもアットホームな雰囲気で、世界中から留学

でサポートします。IELTSの目標スコアを達成できなかった場合、ブラウンズはIELTS準備コース（当初

料金の目安

＊お申し込み時のキャンペーンによって価格が変動します。

生が集まる人気の高い学校の一つ。放課後のアクティビティは無料で毎日催され、多く

4週間の
場合

12週間の
場合

$390 × ４週 =
$1,560

$370× 12週 =
$4,440

教材費

$60

$70

入学金

$240

$180

合計
$1 = 85円換算

$1,860
約16万

$4,690
約40万

の生徒が参加しています 。
授業料

厳しい英語オンリーポリシー
ブラウンズでは特に英語オンリーポリシーが厳しく、それゆえ普段の会話からもスピーキング力が鍛
えられ、短期でも集中的に英語力アップが期待できます。

ヒーマシーンによるコーヒーの淹れ方などを学ぶなど、英語だけではなくオーストラリアならではの
経験もできるコースが人気です。サーフィン・ゴルフ・テニス・スキューバダイビングなどがあります。

月曜から金曜まで無料の放課後アクティビティ
月曜日から金曜日までほぼ毎日アクティビティが行われているので、他のクラスメートとも常に英語

で交流でき、友達作りにも最適な環境が整っています。スポーツゲームに参加したり、新しいことに
挑戦したり、オーストラリアの文化やイベントを体験したり、世界中からやってきた新しい友達と出会
うことができます。
サンプル： サッカークラブ、 テニスクラブ、 スカッシュクラブ、 ダンスクラブ、 会話クラブ、 ビーチバ
レーボールクラブ、 卓球クラブ、 プール＆ダーツクラブ、 料理クラブ など

一般英語コース
EAP進学英語コース
IELTS試験対策英語コース
ケンブリッジ試験対策コース
英語＋バリスタコース
英語＋スポーツ
英語＋有給ホテルインターンシップ
英語＋ボランティア
ジュニア（18歳以下）のコース

英語＋バリスタやスポーツなどのユニークなコース
例えば、英語+バリスタコースでは、ホスピタリティ業界で必要な英語を学ぶとともに、本格的なコー

【コース一覧】

キャンパス所在地

ゴールドコースト

日本人比率

約18-20％

生徒数

350-400人

クラス人数

14-16人

日本人スタッフ

在籍

