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オーストラリアで
最も多くの賞を
受賞した語学学校

最高の環境が
整った街で暮らす

04

05
ELCでの授業
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各個人のレベルに合ったクラス分け
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ELC へ
ようこそ
海外留学は、あなたの人生を変え、忘
れられない経験になる可能性があり
ます。だからこそ、どこで勉強するか
を決めるのは大きな決断です。ここで
は、多くの生徒がこのELCを選んだ理
由をいくつか紹介していきましょう。

オーストラリアで
得られる経験

滞在先の選択

豊富なアクティビティ
学校内のトラベルデスク
経験豊かなサポートチーム

モダンなアパート
ホームステイファミリー
学生寮での共同生活
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仕事探しの
サポート

あなたに合った
最適なコース選択

ワーキングホリデー
インターンシップ
就職活動支援

多彩なコースや選択科目
デイタイムクラスとイブニングクラス
無料のアクティビティやワークショップ

オーストラリア
で最も多くの賞
を受賞した語学
学校

最高の環境が
整った街で暮らす
シドニーは世界の数ある都市の
中でも、大変人気で、特に留学
生にとって最高の環境が整った
都市として知られています。

れる、素晴らしい街です。留学中
あるダーリング・ハーバーを散歩
し、週末には豪華なビーチを楽しむ
のが大好きでした。またELCではた
くさんのイベントが主催されている
ので、世界中の人々と出会い、街を
一緒に探索する機会を持つことがで
きました。

シドニーはオーストラリアで最大かつ最も
国際的な都市ですが、美しく、安全で清潔
な街です。市内中心部は活気にあふれ、街
中のいたるところで一流のエンターテイメ
ントを楽しめます。また、サーフィン、ス
キューバダイビング、山歩き、ビーチでの
リラックスなど楽しみ方も多種多様。しか
もこれらの体験はすべてシドニー都市圏内
で楽しむことができるのです。さらに、
オージー（オーストラリア人）はとても
人懐っこく、フレンドリーな気質で知られ
ており、きっとあなたを温かく歓迎してく
れることでしょう。夏は太陽の日差しにあ
ふれ、冬は穏やかなので気候も過ごしやす
く、留学生活を満喫することができます。

>主要駅から徒歩2分
>バス停から徒歩2～10分
>ダーリング・ハーバーから徒歩5分
>シドニー最高のショッピングセンターから

ELCは最も権威ある賞である“STM Star 南半球最優

徒歩4分

秀語学学校賞”を5度受賞した、オーストラリアで

>アパートや学生寮まで徒歩15～20分

も最高品質の語学学校です。また、それにより5回

>市内中心部のカフェや映画館もすぐ近く

受賞した名誉ある学校だけに与えられる「スーパ
ースター」という永久に優秀語学学校として称さ

Market St

れる最高峰の賞も受賞しました。さらに、ASEAN

SYDNEY TOWER

正式認可を受け、
品質を保証された学校
ELCシドニー校はオーストラリア政府に正式
認可されており、品質は保証済です。全て
の生徒は、最高の教育とサービスを受ける
ことができます。

Masterclass Awardの語学学校部門のタイトルホル
ダーにも2度輝きました。
ST. JAMES

QVB
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ROYAL BOTANICAL GARDENS

ST. MARY’S
CATHEDRAL

Clarence St

シドニーの平均気温

多数の受賞経験を誇る語学学校

>オペラハウスまで電車＆徒歩で10分

York St

は、ELCからわずか5分のところに

街の中心地での留学生活

St

シドニーはたくさんの魅力にあふ

シドニーの魅力

Elizabeth

Sharon Keller, 出身国：スイス

南半球の最優秀語学学校 殿堂入り
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詳しい情報はこちらまで www.elc.edu.au
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ELCでの
授業

確かな指導と
楽しい授業

ELCは優れた教師たちにより管理・運営されており、「生
徒たちにとって何が良い学校か」を熟知しています。魅力
的なコース、優秀な先生、ひとりひとりへのケアと多彩な
アクティビティ…。これらのすべては世界各国からの留学
生や意欲的な学生たちのために用意されています。ELCは
授業には真剣に取り組み、かつ楽しく過ごせる学校です。

素晴らしい国籍
ミックスと世界
各国から訪れる
留学生たち
最高の学習環境
快適で設備の充実した教室とその他スペースにて、快適な学
習環境を提供しています。また、学校のフリースペースはち
ょっとした休憩や英語で会話を楽しむのに最適な場所です。
>設備が充実した教室
>快適なラウンジ
>自習や息抜きに適したフリースペース
>キッチンと食事専用エリア

学生サポート
チームが最高の
ひとときを
お手伝い

>学習相談室
>旅行予約可能のトラベルデスク
>フリーWiFi

優秀な講師陣

素晴らしい国籍ミックス
ELCには年間を通じて、世界50以上の国と地域から留学生
が学びに来ています。英語をコミュニケーションの手段とし
て、彼らとコミュニケーションを取り、生涯にわたる友達を
世界中に作りましょう！

ELCの講師陣は生徒たちから常に高い評価を得ています。全
ての講師が学位を保有し、CELTAなどのTESOL免許を取得
しているため、魅力的で楽しくかつ実生活に役立つ授業が行
われています。また、クラスの生徒ひとりひとりに注意を払
い、それぞれの英語力を最大限伸ばします。

学生サポート
ELCには生徒が最高の経験を積めるようサポートするフレン

快適なラウンジと
最高の学習環境

ドリーな専門スタッフが所属しています。英語学習に関する

30%

38%

28%

4%

アジア

ヨーロッパ

中南米

その他

問題だけでなく、住居や交通機関、医療、旅行、日々の生活
等シドニーでのあらゆる問題に対処してくれます。

デイタイムクラスの国籍割合（年間）

詳しい情報はこちらまで www.elc.edu.au

丁寧に学ぶ
英語

コースをカスタマイズ
それぞれが必要なスキルを身につけられるように、主要コー
スのほかにそれを補完する選択クラスを開講しています。申
込み時に主要コースを選択し、登校初日に選択クラス選定の
お手伝いをいたします。

コース中のレベルチェック
受講中は毎週1回、復習テストが実施されます。また、6週間
に1度中間テスト、期末テストが行われ、英語レベルの進捗
状況を確認します。

と近づける、人生においてかけがえのない貴重な機

オプションのアクティビティ、クラス、
ワークショップ

会です。一見大変そうに見えても、それをサポート

金曜日には、さまざまな自由参加クラスとアクティビティを

するのが私たちの仕事です！では、それをどのよう

提供しています。最も興味があり、あなたに最も合ったクラ

にして行うのかを見ていきましょう。

スを選ぶことができる絶好の機会です。

海外留学はあなたの学習をより効果的にし、目標へ

あなたに合ったレベル
初日に行われる筆記テストとスピーキングテストの結果に応
じて、あなたのレベルが決まります。また、選択科目もレベ
ル別に分かれています。

ELCの教育法
授業中に先生や他の生徒たちと会話する機会を多く設けま
す。また、実生活で役立つ英語を多角的に指導します。

総合的学習
各教室と学習スペースは生徒たちがコミュニケーションをと
りやすく、また快適に過ごせるよう工夫が施されています。

最新のデジタル機器を用いた学習
授業はすべて対面で行われますが、デジタル機器を駆使し
て、より効果的な指導を行います。

迅速かつ飛躍的な進歩

教科書
初日やコースが変更になった際に新しい教科書をお渡ししま
す。授業内容の理解を深め、復習が容易になるよう、教科書
に沿って授業を進行することは重要であると考えています。

少人数クラス
より活発な授業を行うため、クラスは少人数です。クラスあ
たりの生徒数は最大16人、平均13人程度です。

学習計画
長期間滞在する生徒は専門講師と学習計画を立てます。どの
クラスを受講すべきか等、皆さんの目標に応じてルートを作
成します。また、到達度の確認と学習計画の修正のため、ク
ラス担任との面談を定期的に行います。

卒業証書
ELCの卒業証書は皆さんの受講したコース、英語力の証明に
なります。就職や進学の際に役立つかもしれません。

授業での集中的な指導により、皆さんの英語力を短期間で大
きく向上させます。一日中英語で話し、アクティビティに参
加し、友達と関わる。これらはすべて英語力の向上につなが
ります。
詳しい情報はこちらまで www.elc.edu.au

オーストラリアで
得られる経験

ビーチバーベキュー
学校の外でも英語に囲まれており、世界中から
の友人をたくさん作るチャンスであふれていま
す。ELCの学生サポートチームがパーティーの
開催から旅行の手配まで、新しい人々との出会
いやさまざまな経験をご紹介するお手伝いをい
たします。

さまざまなパーティー

シドニーの魅力発見

オーストラリアを旅する

豊富な課外活動

トラベルデスク

ELCでは毎週放課後や週末に、さまざまな観光やアクティビ

オーストラリアでは絶景を眺めたり活気ある文化に触れた

ティを開催しています。これはクラスメートと知り合う絶好

りと、あらゆることを体験できます。ELCには、旅行会社

の機会です。シドニーの新たな魅力をクラスメートと一緒に

が学校内に併設されており、旅行の情報収集だけでなく、

発見しましょう。

特別価格での旅行をお楽しみいただけます。オーストラリ

週末の小旅行

アの旅行はELCのコーディネーターにお任せください。
>博物館、美術館
>ビーチバーベキュー
>さまざまなパーティー
>週末の小旅行
>スポーツ、アウトドア

趣味や個人活動のお手伝い
学生サポートチーム
スキューバダイビングをずっとしてみたかった。ゴルフが
好き。サッカーの技術を向上させたい。ヨガやダンスに挑
戦したい。ボランティアをしたい…。皆さんが興味のある
ことを学生サポートチームにお知らせください。きっとあ
なたのお手伝いができるでしょう。

詳しい情報はこちらまで www.elc.edu.au

スポーツ＆アウトドア

オーストラリアの文化

プレミアム
アパートメント

滞在先の
選択

清潔で
快適な学生寮

Premium Apartment（学生寮）
ELCの近くにある大きな学生寮内のプレミアムアパート。
専用バスルーム付きの個室をご用意しています。
>市内中心部に位置し、学校まで徒歩15分
>大 規模な共用エリア、コンピューターラウンジ、屋外エ
リア、ランドリー、24時間年中無休の受付
>専用のキッチン・リビングエリアは6名のELC生徒で共有
します。
>備え付け家具、エアコンとインターネットアクセス
>専用バスルーム付きの広くて明るい個室

学生寮

Ultimo Terraces（学生寮）

留学生との
シェアアパート

便利な立地に立つダーリング・ハーバー近くの学生寮を他
の留学生と共有します。

あなたのお好みや予算に合った豊富な住まいを取り揃

>設備の整った快適でモダンな雰囲気の学生寮

えています。どの滞在先も心休まる、快適かつ安全な

>公 共交通機関の近く、または学校まで徒歩圏内（約15

環境です。

分）の便利な場所
>専 用のデスクと衣装棚を備えたシングル、ツイン、また

ホームステイ

はトリプルルーム
>共用施設：リビング、キッチンエリア、バスルームを8名

フレンドリーな家族と一緒に滞在し、オーストラリアの典型

から10名と一緒に共有します。

的な生活を体験できます。

>テレビ、ランドリー、無料WiFi完備

Kent St

>「あなたを歓迎したい」と心から願う、丁寧に選ばれた家族
>快適で清潔な家

ホームステイ

オーストラリア
現地の家庭に住み、
生活様式を学ぶ

>設備の整った個室

Student Homes（学生寮）
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>公共交通機関で学校から1時間以内の家庭
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Work and Travel Program

仕事探しの
サポート

ELCは事業者との提携によりワーキングホリデービザ保持者の学生に、さまざまなサポートを提供しています。
メンバーシップに含まれるもの

ELCは独自のワークサポートも充実しています。将
来のキャリアアップに繋げたい、シドニーでアルバ
イトを見つけたい、またオーストラリア全土で仕事
を探したいなど、それぞれの希望に合わせてさまざ
まなプランをご用意しています。

>到着前情報ハンドブック

>無制限のインターネットアクセス

>専任スタッフによるオリエンテーション

>コピーや印刷の無料サービス

>1 2ヶ月間の求人案内サービス（就業先はオ

>プライベートメールボックス

ーストラリア全土に及ぶ）

>ワ ーキングホリデービザ所
持者

>旅行情報セミナー

>タックスファイルナンバー申請

>専門家アドバイス

>オーストラリアの銀行口座開設

>24時間無休の緊急連絡サービス

利用条件
>中級以上のスピーキング力

>SIMカード

インターンシップ
インターンシップでは、オーストラリアでのプロフェッショナルな特別トレーニングや、さまざまな経験を積むことが
できます。

職場までの移動が大変便利です。
2.デイタイムクラスとイブニングクラスがあるので、学校終
わりの仕事、または仕事終わりの学校とライフスタイルに

オーストラリアでできること
できます。

3.WorkReadyプログラムは、授業履修中にすべての生徒が
無料で利用でき、ワークコーディネーターがいつでもアド

>ワーキングホリデービザ保持者は、通学中はパート
タイムで、またコース終了後はフルタイムで働くこ
とができます。

就職援助プログラム（SWAP）
ELCではすべての学生に、カウンセラーとの就職相談や実践トレーニングなど、アルバイト
探しに役立つサポートを無料で提供しています。

オリエンテーション

サポート内容

職業訓練コース

ELC到着後すぐに、シドニーで

SWAPコーディネーターから

カフェ、レストラン、バーなど

アルバイトを探すためのさまざ

直接アドバイスを受けること

の仕事探しに備えて、ELCでは

まなサポートを受けられます。

が可能です。

ローカルの職業訓練エージェン

>銀行口座開設方法

>履歴書の確認

トと提携し、学生が仕事に必要

>タックスファイルナンバーの

>必要申請書類の記入のアド

なスキルを習得できる機会を設

>履歴書作成方法
>オーストラリアの仕事事情と
給与システム
>仕事の探し方、応募方法

バイス
>タックス申請書類の記入の
アドバイス
>契約期間や賃金についての
アドバイス

>建築
>金融
>工学
>グラフィックデザイン
>旅行
>IT
>マーケティング
>メディア
>その他

>履歴書内への国際キャリア経験記載

>学 生ビザ保持者は、2週間に最大40時間働くことが

よって合わせることができます。

申請方法

>専門分野において価値のある経験が積める
>キャリア拡大の機会

1.ELCはシドニー市内中心部に位置しているため、学校から

>携帯電話契約の手続き方法

就業先例

>グローバルビジネスで必要な英語力の向上

ELCが仕事探しにぴったりな理由

バイスを提供します。

インターンシップでできること

けています。学生はELCのコー
ス開始後、右記の短期コースへ
申し込むことができます。

•コ
 ーヒーカルチャー：コー
ヒーの煎れ方を学び、実際
にカフェで接客練習を行い
ます。
• バ ースキル：現金、クレジ
ットカードの取り扱い方、
ビールの注ぎ方、カクテル
の作り方、接客練習などを
行います。
• ウ ェイター／ウェイトレス
スキル：この一日コースは
レストラン、宴会、カフェ
などで必要とされる、飲食
に関するテーブルマナーを
学びます。
• RSA資格（アルコール取扱
資格）：この一日資格取得
コースはオーストラリアの
バーで働くすべてのスタッ
フに必修です。

利用条件
>上級以上の英語力（最低限）
>ワ ー キ ン グ ホ リ デ ー ビ ザ 、
または416スペシャルプログ
ラムビザ所持者
>派遣先の業界における知識、経験
>出発前の申込みが必要

環境保護ボランティア
世界中からの参加者と一緒に、環境保護ボランティアに携わるプログラムです。
環境保護ボランティアでできること

ボランティア例

利用条件

>実践的な環境保護に関するスキルの勉強

>在来植物の保護、修復

>中下級以上の英語力（最低限）

>通常の観光客が訪れることのない地域での活動

>緑化活動

>ボランティアへの貢献、修了証

>野生生物調査

>1 8～70歳で、作業に耐えう
る健康状態

>遊歩道の設置作業

>ビザの制限なし

>フェンス設置作業
>遺産の修復作業

オーペアプログラム
オーペアとは、育児や子守などの仕事や簡単な家事を手伝う代わりに、宿泊、食事、お小遣いを得て、家族の一員とし
て歓迎される文化的プログラムです。
オーペアでできること

仕事には以下の内容を含みます

>オーストラリアの家庭生活を体験

>子どもたちを学校に連れていく準備

>英語力の向上

>子ども向けの食事の準備

>家庭内でのお兄さん、お姉さんの役割

>子どもを学校に通わせる

>専用の部屋と家庭内での食事

>簡単な家事/買い物

>少額のお小遣いの受け取り

>宿題と遊びのお手伝い
>ベビーシッター

利用条件
>対象年齢は19～30歳
>非喫煙者
>チ ャイルドケアの分野での
経験（最低200時間以上）
>中 級以上のスピーキング力
（最低限）
>無犯罪証明
>最 低6ヶ月以上同じご家庭で
働けること

詳しい情報はこちらまで www.elc.edu.au

あなたに
合った最適な
コース選択

英語レベル対応表
各レベルの英語力
>ほとんどの学部や院に入学可能

>多くの学部や院に入学可能／英語を用いて専門
的な職に就ける／英語でインターンシップがで
きる
>いくつかの学部に入学可能／職場で十分に英語
を使える
>ほとんどの専門学校に入学可能／職場で英語を
使える
>いくつかの専門学校に入学可能／限定的な英語
を仕事で使える

各レベルは修了までに約12週間（目安）

時間割

ELCでは、皆さんの目標に応じたさまざま
なコースをご用意しております。途中でコ
ースを変えることも可能です。なお、ELC
で長期間留学する学生の多くは複数のコー
スを組み合わせています。

全てのコースに含まれるもの
>参考書
>週一回の到達度確認テスト
>目標管理、進路指導
>卒業証書

デイクラス

イブニングクラス

留学生から最も人気のあるクラスです。デイクラスでは、いろん
な国からやってきたクラスメートと共に、1日中英語に囲まれた環
境で過ごします。また学生サービスの利用、選択クラス（English
Extra）、課外クラスへの参加も可能です。
レベルに応じて、下記の時間割のいずれかのクラスとなります。

イブニングクラスは、日中働いている学生に人気の
あるクラスです。ELCは駅の真向かいの市内中心部に
あるため、職場と学校の間を簡単に移動できます。

月曜-木曜日

金曜日
選択クラス制（5時間）

1.一般英語コース

8.00am – 2.45pm
8.30am – 3.30pm
9.15am – 4.00pm

>コミュニケーションスキルを身につけ、より流暢に

すべてのクラスには、1時間の昼休みと2回の休憩時間があります。

月曜-金曜日
5.00pm – 9.20pm（1回20分の休憩あり）

>旅行や仕事といった幅広い用途に対応できる英語力
>専門的分野を学ぶ前の基本的な英語

2.アカデミック（進学準備）英語コース、IELTS

時間割サンプル（デイタイムクラス）

>大学での勉強に必要な英語力
>パスウェイプログラムを利用してオーストラリアの高等教育機関へ進学
>大学入学のためのIELTS試験の準備

3.ケンブリッジ英語検定準備コース
>国際的に認められた英語の資格を取得
>高度で非常に徹底した試験対策

4.一般英語 + ビジネス英語
>国際的な職場で効果的に使用できる英語力
>専門ビジネス分野における英語力向上
>国際キャリアにおける優位性を確立
詳しい情報はこちらまで www.elc.edu.au

ニーズに
応じた多種
多様なコース

スペシャル・フォーカス・モジュール
（デイタイムクラス）
フルタイムの学生は幅広いスペシャル・フォーカス・モジュールから授業を選択する
ことができます。あなたのレベルやコースに応じ、以下のような選択肢があります。

英語を学ぶ理由がひとりひとり異なるように、その
学習スタイルはもちろん、興味や関心もそれぞれ異
なっているはずです。そこで私たちELCは、皆さん
がより確実にゴールへ到達できるように、各自のニ
ーズ・目標・興味に合わせてカスタマイズが可能な
独自の学習スタイルを導入しています。
（選択科目やコースは時期によって変更される場合
がございます。）

Communication

Grammar and Speaking

Cambridge Writing Skills

一番人気の集中会話スキルクラス。スピーキングス
キルを迅速に向上させるのに役立ちます。

英語の正確さを高め、より複雑な方法で自分を表現
する方法を学びます。

FCE CAE CPEなどの試験に向けて、特にライティ
ング力を強化したい方のためのコースです。

Real English

IELTS Testbuster

Cambridge Grammar & Vocabulary

この授業では、買い物、銀行、公共交通機関といっ
た実生活で利用する英語を効果的に学習します。

IELTS試験の成功のためのコツを学びます。
フィードバックつきの模擬テストを行い、合格のた
めに必要な長所と短所を明らかにします。

FCE CAE CPEなどの試験に向けて、特に文法や語
彙力を強化したい方のためのコースです。

English for further studies
プレゼンテーションや課題など、大学で勉強するた
めに必要とされる英語を学びます。

1

2

メジャー・プログラム

スペシャル・フォー
カス・モジュール
（SFM）

3

イングリッシュ
エキストラ

15時間／週（デイタイムクラス）
18時間／週（イブニングクラス）

5時間／週（デイタイムクラス）

5時間／週（デイタイムクラス）
2時間／週（イブニングクラス）

ニーズに合わせて

目標に合わせて

興味・関心に合わせて

まずは核となるメジャーコースにお申し

午後のクラスは選択科目になっていま

毎週金曜日にイングリッシュエキスト

込みいただきます。

す。学校初日やタームごとに、担当講

ラというレッスンを行っています。

師のアドバイスのもと、以下のような

自由選択ですので、興味を引かれるも

以下の4つのコースからお選びください。

クラスの中から、目標に合わせて、選

のにはどんどん参加してください！

>一般英語コース

ぶことができます。

（SFMも同じクラスです。）
>IELTS対策コース
（イブニングクラスのみ）

>ス ピーキング、リスニング＆ボキャ
ブラリー
>文法
>ライティング
>テスト対策
（IELTS・ケンブリッジ英語検定）
>プライベートレッスン

>発音
>IELTS リスニング
>会話
>ワークプレイス
>テスト対策
>イ ングリッシュス
>ビジネス英語
キルなど
>アクティビティ
>事 前準備対策（面接
練習・電話応対等）

など

このクラスは、会話・ライティング
の両面で高い英語力が求められるよ
うな一般企業で働いている、または
働きたい学生を対象としています。
レッスンは、国際的な職場での実践
的な英語スキルだけでなく、さまざ
まな業界や職業の専門用語にも焦点
を当てています。

WORK READY

オーストラリアで働く準備をするク
ラスです。履歴書の準備、面接練
習、仕事に直接役立つ英語の学習な
どを行います。

滞在期間が短い、試験が迫っている等の理由で素早く英語力を伸ばしたいという方向けに、プレミアムコースも用意して
おります。こちらではグループレッスンに加え集中的なマンツーマンレッスンを受講できます。

ケンブリッジ英語検定の成功のためのコツを学びま
す。
フィードバックつきの模擬テストを行い、合格のた
めに必要な長所と短所を明らかにします。

Cambridge Speaking and Listening
このクラスでは、スピーキングとリスニング試験に
必要なスキルに焦点を当てています。

すべてのフルタイムの学生は金曜日に、さまざまなワークショップ、アクティビティ、
選択クラスを受講することができます。イングリッシュエキストラでは、あなたの興味
関心に応じて好きなものを選択し、自分好みにコースをカスタマイズすることができま
す。（こちらは、自由参加クラスで、希望者のみが参加できるクラスです。）

1ヶ月のサンプルスケジュール

BUSINESS ENGLISH

>アカデミック（進学準備）英語コース
>ケンブリッジ英語検定準備コース

イングリッシュエキストラ

Cambridge Testbuster

SPEAK OUT

日常のトピックについて話している
ビデオ教材を使用し、リスニングと
スピーキング力を鍛えます。

CONVERSATION

SOFT SKILLS

交渉、プレゼンテーション、会議な
ど、実際に職場で必要になる実務的
なスキルに焦点を当てて、授業を行
います。

和やかな雰囲気でさまざまなトピッ
クを用いてスピーキングの練習をし
ます。

PRONUNCIATION

FILM ENGLISH

EXCURSIONS

映画を通してリスニングと語彙力を
向上させるのに役立ちます。

EXAM SKILLS CLINICS

IELTSの本番形式の問題を解き、講
師がフィードバックして弱点をあぶ
りだします。

英語を自然に発音する方法を学び
ます。

毎週、ELC教師の指導の下、周辺の
魅力的なスポットを訪ねます。

>イングリッシュエキストラは生徒の興味と需要に応じて、毎週異なります。
>デイタイムクラスのフルタイムの学生は、金曜日に最大3科目、5時間までの選択クラスを選択することができます。

詳しい情報はこちらまで www.elc.edu.au

一般英語コース
効果的にコミュニケーションをとり、自信をもって英語を話す

一般英語コースでは英語の4技能を向上させ、その中でも特にコミュニケーション能力と流暢さ、
そして自信を身につけます。

1.集中一般英語コース
最も人気のコースで、生徒の英語力をまんべんなく伸ばします。また、生徒
のニーズや弱点に応じて臨機応変に対応します。
以下の分野がみるみる上達します：

2.パートタイムコース*
こちらは、月～木週15時間（1日/3時間45分）の一般英語に参加し、残りの
時間を自由に過ごしたい人向けのコースです。
*学生ビザが必要な方は受講できません。

>日常会話

>文法

>流暢さ

>リスニング

>発音

>リーディング

>語彙

>ライティング

開始日

期間

毎週月曜日

1-52週間

時間割

クラスの規模

デイタイム又はイブニング
プレミアム英語は

3.プレミアム英語コース
一般英語のグループ授業とマンツーマンレッスンで組み合わせたコースで、
個人的な要望にも対処できます。こちらのコースは短期間で英語力を伸ばし
たいという方に適しています。

デイタイムのみ

一般英語コース＋
ビジネス英語
世界を股にかけた仕事で活かせるスキルを身につける

このコースは日常とビジネスの両シーンで役立つ英語を身につけたい方に
最適です。キャリアにおけるアドバンテージを得て将来の可能性を広げま
しょう。

1.一般英語＋ビジネス英語
こちらのコースは全般的な英語力とビジネス英語の両方を身につけたいとい
う方に理想的です。

最大16名（平均13名）
プレミアム英語には
1:1のレッスンが
含まれています

受講可能レベル
初級から上級までの5つのレベル

2.プレミアム英語コース
こちらのコースではグループレッスンと個人レッスンを組み合わせてあなた
のプログラムをカスタマイズできます。個人レッスンは特定の職種で必要な
英語を学びたい方に最適です。

ビジネス英語の授業は金曜日に行われ、
以下を含みます：
>職場での日常会話
>ビジネスライティング
>ビジネス語彙
>ビジネスコミュニケーション
>対人英語
>さまざまな業界および職種の専門
用語に関するワークショップ
さらなる詳細はWEBまで
www.elc.edu.au

開始日

期間

毎週月曜日

2-24週間

時間割

クラスの規模
最大16名（平均13名）

デイタイム

プレミアム英語には
1:1のレッスンが
含まれています
受講可能レベル

スペシャル・フォーカス・モジュールとイングリッシュエキストラの内容に
ついては、19ページをご覧ください。

中級から上級までの3つのレベル

詳しい情報はこちらまで www.elc.edu.au

ケンブリッジ英語
検定準備コース
国際的に認められたケンブリッジ英語検定で資格
を取得する

ケンブリッジ英語検定は、海外大学への入学、就職活動での評
価、雇用主への英語力証明に役立つ資格です。準備コースでは、
試験の成功のためのスキルとテクニックを開発しながら、総合的
な英語力を向上させることができます。

コースの特徴
>ケンブリッジ教師育成プログラムを完了
したプロフェッショナル講師による指導
>ケンブリッジ準備クラス専用教科書
>定期的なチュートリアル

ケンブリッジコース学生のためのスペシャル・フォーカス・モジュール
ELCのスペシャル・フォーカス・モジュールは、ケンブリッジ英語検定で成
功するために必要なスキルを練習、習得するために以下のプログラムを準備
しています。デイクラスの場合、午後のクラスとして受講、イブニングクラ
スでは、メインコースの中で受講できます。
>ケンブリッジ英語検定 ライティングスキル
>ケンブリッジ英語検定 文法と語彙
>Cambridge Testbuster：ケンブリッジ英語検定の成功のためのコツを学びます。
デイクラスの学生は、毎週金曜日さらにケンブリッジ対策の補講を受講でき
ます。模擬試験で期待した成果を残せるよう、サポートをご用意しておりま
す。さらに、集中会話対策のケンブリッジスピーキングエキストラといった
試験対策の無料クラスも受講可能です。

>オンラインおよび紙ベースの試験対策
>定期的な進捗テストと2回の模擬試験
>毎週金曜日に無料のケンブリッジ英語検
定スキルワークショップ

ケンブリッジ課外活動
模擬試験の後は、同じ目標を持つクラスメートや先生と課外活動、ピクニッ
ク、バーベキューなどお楽しみください。

ング、ライティング、スピーキングのスキルだけでなく、文法と

>IELTSスキル＆戦略
>アカデミック語彙と文法

>試験対策スキル

>アカデミックリーディングおよびライ

>流暢さと発音
>文法と語彙

コースの特徴

>ライティングスキル

>経験豊富なIELTS教師

>リスニングおよびリーディングスキル

>IELTS対策コース専用教科書
>定期的な進捗確認テストと模擬試験

期間

ださい）

できます。

ミックの英語力とスキルを向上させます。リーディング、リスニ

以下の分野が上達します：

指定開始日

けています。慣れ親しんだ快適な環境で本試験をオンラインで受けることが

このコースでは、IELTS試験に向けて準備するとともに、アカデ

以下の分野が上達します：

（ウェブサイトをご参照く

ELCはケンブリッジからコンピューターベースのテストセンターの認定を受

必要なスコアをELCで達成しよう！

語彙力の向上は試験結果に表れるでしょう。

>必要に応じた追加サポート

開始日

ケンブリッジテストセンター

IELTS対策コース

>毎週金曜日に無料のIELTS実践／ワークショップ（デイタイム）

9-12週間

IELTS対策を希望するデイタイムクラスの学生は、IELTSの準備と実践

試験日により異なります

を組み合わせたアカデミック（進学準備）英語コースの受講をおすすめ

時間割

クラスの規模

します。このクラスでは金曜日に無料のIELTS実践／ワークショップへ
の参加も可能です。

ティングスキル
>リスニングスキル（IELTS、大学講義）
>IELTSのスピーキングスキル、講義内
容理解における流暢さ
開始日

期間

毎週月曜日

2-36週間

時間割

クラスの規模

イブニングのみ

最大16名（平均13名）

CAE/FCE/PET:デイタイム
またはイブニング

最大16名（平均13名）

CPE:デイタイムのみ

進学先をまだ決めていない場合でも、アカデミックカウンセラーが、進
受講可能レベル
PET 中級、FCE 中上級、CAE 上級、CPE 最上級*
*コ ース申込み前に、ケンブリッジエントリーテスト
を完了する必要があります。

受講可能レベル

進学相談
学に必要な情報を提供し、申請のサポートまでいたします。

通常、各レベルを修了するには12週間かかります。
IELTS 1：IELTS 5.5
IELTS 2：IELTS 6.0 + *
*希望者は、コース開始前に最新のIELTSテスト結果を提
出するか、ELCプレースメントテストを受験する必要が
あります。

詳しい情報はこちらまで www.elc.edu.au

アカデミック（進学準備）
英語コース
大学の授業で優れた成績を収める

このコースはオーストラリアの大学入学準備に最適なコース
です。IELTS対策とその他の重要なアカデミック英語を学びま
す。ELC経由で大学に直接入学したい方も、IELTSで十分なスコ
アを取得して入学したい方も、このコースで目標へ向かって着実
に前進することができます。

1.集中アカデミック英語コース
こちらは人気のフルタイムのコースで、アカデミック英語を学び、試験対策
を行うことができます。アカデミック英語に特化したグループ授業とIELTS
対策を含む幅広いスペシャル・フォーカス・モジュールを組み合わせて、効
果的にアカデミック英語力を向上させます。

以下の分野が上達します：
>プレゼンテーションやチュートリアル
用のスピーキング

コースです。グループ授業とあなたのニーズに合わせたマンツーマンレッス

>学術的リーディング・リスニング
>学術的ライティング

学生が英語の要件を満たす必要がありますが、ELCは多くの有名大学や専門
ルで修了すれば、IELTS のテストを受けずに進学が可能です。
パートナー機関の最新リストについては、ウェブサイトをご覧ください。

佐藤恵

出身国：日本

>授業でのリスニング
>IELTS対策

アカデミック（進学準備）英語コース

>リサーチ能力

私は10週間ELCの進学準備コースの
授業を受け、毎日楽しく授業を受け

>プレゼンテーション

直接入学の場合
必須評価あり

開始日

期間

毎週月曜日

5-40週間

時間割

クラスの規模

デイタイム又はイブニング

最大16名（平均13名）

プレミアム英語は

プレミアム英語には1:1の

デイタイムのみ

レッスンが含まれています

受講可能レベル
中級から上級。
通常、各レベルを修了するには10週間かかります*。

ンを組み合わせることができます。

ENGLISH EXTRAS
金曜日には、IELTSの試験対策集中クラスの受講や、学習スキルワークショ
ップ、その他のさまざまなオプションに参加することができます。

オーストラリアの高等教育機関は、通常IELTSテストのスコアを提出し、留
学校と提携し、ダイレクトエントリー制度を行っていますので、一定のレベ

>学術的語彙・文法

2.プレミアムアカデミック（進学準備）英語コース
こちらは、より集中的な対策や個人的なサポートを必要としている方向けの

進学への道
パスウェイプログラム

ライティング課題、プレゼンテーション、最終テスト

直接入学（パスウェイ利用）

IELTS利用の場合
必須評価なし

を受験する必要があります。

本的にIELTSの対策や課題のこなし
方を習いました。参考資料の引用方

IELTSリーディング、ライティング、
リスニング、スピーキング準備

IELTS受験（パスウェイ利用せず）

法や効率の良い長文の読み方、大学
で受講中のメモの取り方等、日本の
高校ではあまり習わないスキルをた
くさん教わりました。課題は週末に
エッセイ・プレゼン・スピーチのど
れか1つが課されました。授業内で
課題の準備やポイントを教えてくだ
さるので、それほど困ることはなか
ったです。
また、日本の授業スタイルとは違

学生は、アカデミック（進学準備）英語コースの成績

IELTSを受験し、

に応じて、ELCのパートナー機関に直接入学すること

希望の高等教育機関に入学申請します。

ができます。パートナー機関の最新リストについて

い、ディスカッションがメインで
生徒と先生との距離が近く、わから
ないところがあれば質問しやすい環

は、ウェブサイトをご覧ください。

境が整っていました。数週間に一
度、Reading, Listening, Speaking,

アカデミック（進学準備）英語コースからパス

アカデミック（進学準備）英語コースからの

ウェイ利用する場合

IELTS受験の場合

アカデミック（進学準備）英語コースを修了

ELCのアカデミック（進学準備）英語コースで

し、パートナー機関に直接入学するには、最低

は、IELTS試験準備だけでなく、アカデミック

10週間のクラスワークと課題提出、すべての

スキルを向上させることも可能です。こちらの

進捗テストと最終テストを完了する必要があり

コースは、IELTS準備と対策が提供されていま

ます。

す。パスウェイ利用する場合とは違い、課題提
出は必須ではありませんが、課題に取り組むこ

*希望者は、コース開始前にELCプレースメントテスト

ることができました。授業内では基

とをおすすめしています。

Writing の4技能を測るIELTS式のテ
ストがありました。最初の方は量が
多いと感じていたReadingも最後の
方には少しずつ楽に感じるようにな
り、聞き取りづらかった他国の英語
のアクセントも少しずつ理解できる
ようになりました。世界中に友達が
できて、オーストラリアの大学進学
にも自信がついたので、ELCで過ご
して本当に良かったと思います。

詳しい情報はこちらまで www.elc.edu.au

長期留学プログラム（アカデミック
セメスター／イヤーアブロード）
あなたの夢の実現をサポートします！

Patricia & Ana Milena Gongora,
出身国：コロンビア

ELCの長期留学プログラムは、あなたの英語
力を大幅に向上させ、流暢さと正確さを身
につけ、学術的および専門的な目標を達成
するためのプログラムです。ニーズと興味
に合わせてアカデミックセメスターまたは
イヤーアブロードを選択することで、あな
たの留学生活や経験は素晴らしくユニーク
なものとなるでしょう。

ELC Academic Semester /
Year program:
36週間 または 48週間

プログラムは以下を含みます：
>最適なコース組み合わせの提案
>個別の学習計画立案
>必要に応じた専門的アドバイス
>最適なスペシャル・フォーカス・モジ
ュール、アクティビティ、クラブ選び
のお手伝い
>ELC学生大使への挑戦
>アカデミックセメスター／イヤーアブ
ロード修了証

学校外課外活動

ります）、最初に希望期間分、一般英語コ

ELCの専属コーディネーターが個別に相談の

ースをお申し込みいただいて、到着後に長期

上、興味に応じて、あなたが学校外で充実

プランについて一緒にコースを決めていく

した課外活動を行えるようにサポートしま

こともできます。こちらのプログラムでは通

す。地元のスポーツクラブに参加したり、

常、IELSTやケンブリッジ英語検定など、少

会話仲間を見つけたり、ボランティアをし

なくとも1回の国際英語試験に挑戦すること

たり、ご興味のあることはお気軽に相談く

が出来ます。

ださい。

個別の学習計画立案

ELC学生大使への挑戦

こちらのプログラムでは、まず最初の週

アカデミックセメスター／イヤーアブロー

は、あなたに合った選択科目選び、クラス
内・外での英語力向上のためのアドバイス
など多面的なサポートを行います。また、
アカデミックアドバイザーが実施するコー
スオプション・ワークショップに参加で
き、進捗状況や次のコース計画などをサポ
ート致します。

められたのですが、この学校を選ん
で正解だったと思っています。
立地がとても便利で、初日からでも
スタッフの方がとても親切に対応し
てくださり、便利な情報や、とても
快適なサービスを受けることができ
ました。施設は勉強するのにも、リ
ラックスするのにもとても快適で、
どの教室も必要な設備とスペースを
備えています。

も気に入っています。

って適性テストを受けていただく必要があ

を作成します。アカデミックアドバイザー

におすすめの学校としてELCをすす

学べる社会的・文化的な活動もとて

コースの組み合わせが可能です。到着前か

に、アカデミックアドバイザーと学習計画

た時に、シドニーの学校の中でも特

また、先生と生徒がお互いに楽しく

ELCでは個々の目標に合わせて、さまざまな
ら申し込みを行うことも可能ですが（前も

オーストラリアで留学先を探してい

ELCでは、個々のニーズをよく理解
し、スキルアップのためのサポート
をしてくれる、とても優秀な先生方
に出会えます。私は自分の成績につ
いて非常に細かくフィードバックを
受け、クラスや家庭での取り組みに
役立つ情報を教えてもらいました。
授業はとても充実したもので、クラ
スの生徒全員が参加する機会を与え
られました。この半年間の学校での
経験は本当に素晴らしく、とても満
足な経験となりました。

ドの学生は、ELCの学生大使になるチャンス
があります。ELCの学生代表でもある学生大
使は、新しい学生のサポートやアクティビ
ティへの参加、訪問者への学校案内など活
動内容はさまざま。学生大使には、ELCから
アンバサダー証明書が授与されます。これ
らの活動は、就職履歴書にぴったりのアピ
ール材料になり、コミュニケーションスキ
ルを磨く絶好の機会です。興味のある方は
是非参加してみてください。

ELCでお会いできる日を
楽しみにしています！
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