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使える英語を 
指導する学習方針

学生の進学合格率92%
2018年9月教育・学習報告書 

English Australiaの 
創設メンバー

Cambridge、IELTS、OET、PTE-A、 
TOEFLの公式試験センター

オーストラリアで 
最高の英語学校

1981年に設立され、オーストラリア政府の認可
を受けているNavitas Englishは、オーストラリア
で最大規模の語学学校群の１つで、質の高い教
育を提供している世界有数の教育機関である
Navitasグループの英語学校です。

1981年以来 
20万人以上 
の学生数

100カ国以上 
学生の国籍

70校以上 
ダイレクト 
エントリー 
できる進路
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キャンパス
複数のキャンパスから選択することができ、出会える経験、
チャンスや冒険はキャンパスごとに違います。Navitas English
とともに踏み出す旅は、世界中から目指せる“オーストラリア
ンドリーム”の出発点です。

本校から、皆さんの夢、目標、チャレンジが始まります。

ブリスベン
素晴らしいアウト
ドアライフが楽し
める太陽の光あふ
れるサンシャイン・
ステート

パース
美しいビーチ 
がある物価が 
リーズナブル 

な都市
シドニーハイド 
パーク
仕事がたくさんあり、 
素晴らしいライフ 
スタイルを満喫でき 
る港に隣接した魅力 
あふれる街

キャンパス転校時の無料フライトプレゼント
本校のAirlinkプログラムを使えば、Navitas Englishのキャンパス
を転校の際いずれかの2校間で無料フライトを提供できるの
で、留学中に、この美しい国をもっと楽しむことができます。

オーストラリアにあるNavitas Englishの2校を転校する際の無
料の片道航空便を利用するためには、当校で少なくとも17週、
最初のキャンパスで4週勉強する必要があります。

ブリスベン
クイーンズランド州
ブリスベンの中心部にあり、ブリスベン川とセントラル駅から
徒歩5分、レストランやショッピング街、フォーティテュード・ヴ
ァリーへも徒歩圏内です。 

収容人数400  |  教室数15  |  1クラス平均学生数15

コンピューターラボ  |  学生ラウンジ  |  屋外テラス  | 
カフェ  |  Navitas English試験センター

キャンパス 
ツアー

ブリスベン 
データシート

パース
西オーストラリア州

多彩な文化が集まるノースブリッジにキャンパスを置き、
都心および中心駅から徒歩でわずか10分、近く 

からパースの無料バスも利用可能

収容人数442  |  教室数13  |  1クラス平均学生数14

メディアルーム  |  学生ラウンジ  |  コンピューターラボ  |   
礼拝室  |  屋外テラス  |  Navitas English試験センター

キャンパス
ツアー

パース
データシート

シドニーハイドパーク
ニューサウスウェールズ州
シドニー中心部にあるハイドパークの正面に位置し、各種 
ショップやレストランに近く、市庁舎、美術館、駅から徒歩5分。
ナビタスのグループ校のオーストラリアン・カレッジ・オブ・ 
アプライド・サイコロジーと、ラトローブ大学およびウェスタン
シドニー大学の両大学もここにキャンパスを置いています。

収容人数600  |  教室数17  |  1クラス平均学生数14

図書館  |  資料センター  |  学生ラウンジ  |  コンピューターラボ  |
キッチン  |  卓球室  |  Navitas English試験センター

シドニー
データシート

QRコードをスキャンまたはクリックしてください 
Airlinkの利用条件 キャンパス

ツアー
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http://www.navitasenglish.edu.au/assets/pdf/Factsheet-Brisbane-Japanese.pdf
http://www.navitasenglish.edu.au/assets/pdf/Factsheet-Perth-Japanese.pdf
http://www.navitasenglish.edu.au/assets/pdf/Factsheet-Sydney-Japanese.pdf
http://www.navitasenglish.edu.au/services/student-benefits/airlink/
https://youtu.be/Levb3c4lTBI
https://youtu.be/-6zBUjfDxzc
https://youtu.be/VDmxWrszgSk


myStudy  
選択 

オプション

myStudy  
選択 

オプション

myStudy  
選択 

オプション

myStudy  
選択 

オプション

     一般英語
 
日常生活で使用できる英語力を身につけて自信をつける様にサポートしま
す。進学や就職をうまく前進させるためのスキルや、英語を話す人たちと接
する実生活や仕事で使う英語のスキルが身に付くので、英語が話される
環境で苦労せずに暮らせる自信がつきます。

レベル - 初級から上級。第1日目のクラス分け試験により、毎週月曜から 
開始。

        IELTS 
          対策

世界的に認められているIELTS試験を受験して大学入学やキャリアアップ、
移住を実現するために、IELTSでベストスコアを取るのに必要なスキルと技
術を磨きます。構成力や自信を身に付け、自分の考えを明確にと効果的に

表現することに重点を置いています。

レベル - 中級から上級、毎週月曜から開始。

入学試験 - Navitas English IELTS予備試験またはIELTS。

     アカデミック
     英語
本コースは、オーストラリアの大学やTAFEに効率よく、自信をもって入学する
ために必要な英語力を身に付けるのに役立ちます。課題の立案や作成の仕
方、レポートの組み立て方、プレゼンテーションで明確に自分の考えを表現す
る方法などが学べます。各種の大学やTAFEに直接入学できる他、アカデミック 
英語コースでは、オーストラリアの高等教育機関で求められることなどについ 
て実際に学べます。

レベル - 中級から上級。年間を通じて定期的に学生を受け入れています。

入学試験 - Navitas English試験、IELTS、TOEFL、Versant、PTE-A、HKDSE。

    ケンブリッジ英検 
         .対策
リーディング、ライティング、リスニング、スピーキング力を急速に伸ばし、 

文法の正確さと語彙の両方で強固な基礎を作ります。試験の練習と教師の
個別サポートによる特別な試験対策を行うため、一生使える学習スキルが身 

につき、ケンブリッジ英検で高得点を獲得できる可能性が高まります。

レベル - B1 Preliminary (PET)、B2 First (FCE)、C1 Advanced (CAE)、C2 Proficiency 
(CPE) 年間を通じて生徒を受け入れています。

入学試験 - Navitas Englishケンブリッジ英検予備試験、IELTS、ケンブリッジ英検。 

CRICOSコースコード: (一般英語 - 0101937) (アカデミック英語 1 - 077031A、アカデミック英語 2 - 077032M、アカデミック英語 3 - 077033K) (ケンブリッジ英検対
策 B1 Preliminary (PET) - 030816M、 ケンブリッジ英検対策 B2 First (FCE) - 030815A, ケンブリッジ英検対策 C1 Advanced (CAE) - 030817K、ケンブリッジ英検対策 
C2 Proficiency (CPE) - 030818J) (IELTS対策 - 093053F)。免責事項－時間割、コース、オプションはキャンパスによって異なることがあり、変更されることがあり
ます。全てのコースが学生、ワーキングホリデー利用者、観光ビザ保有者にご利用いただけます。

コース+選択肢
本校では、皆さんの自分発見と自己啓発に役立つ主要なコースを4つご 
用意しています。いずれのコースも、英語習得を目指している学生をサ
ポートしてその意欲を引き出し、チャレンジ精神を養うことによって
仕事やキャリアを成功に導きます。

コース検索、学習成果、 
レッスンプラン

コースカレンダー

進歩と成功が鍵となります。教師が毎週個別面談を行って学習の  
進捗状況を把握し、学生の持つ能力を最大限に引き出します。

ブリスベン、パース、シドニー

ブリスベン、パース、シドニー

ブリスベン、シドニー
ブリスベン、シドニー

ブリスベン、パース、シドニー
ブリスベン、パース、シドニー

ブリスベン、パース、シドニー
ブリスベン、パース、シドニー

シドニー

ブリスベン、パース、シドニー
ブリスベン、パース、シドニー

パースパース
ブリスベン、
シドニー

パース

ブリスベン、シドニー

学習に関する
アドバイスを求める

可-学習訓練
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http://www.navitasenglish.edu.au/assets/pdf/Factsheet-General-English-Japanese.pdf
http://www.navitasenglish.edu.au/assets/pdf/Factsheet-IELTS-Preparation-Japanese.pdf
http://www.navitasenglish.edu.au/assets/pdf/Factsheet-Academic-English-Japanese.pdf
http://www.navitasenglish.edu.au/assets/pdf/Factsheet-Cambridge-Preparation-Japanese.pdf
https://youtu.be/IwUy7dA8yfE
https://youtu.be/glIQPTQ9RMU
https://youtu.be/vpl_mquBuJA
https://youtu.be/B4iJhskFsdY
http://www.navitasenglish.edu.au/courses/
http://www.navitasenglish.edu.au/courses/course-calendar/


学生サービス

学生割引 -  
スポーツジム & 旅行

就職支援

空港での出迎え 
希望者のみ

24時間体制の緊急 
サポート

宿泊設備 - ホーム
ステイと一人暮らし

ブーメラン・アクテ
ィビティークラブ

18歳未満の方への
保護者サービス

Navitas English 
サービス

コース+myStudy 選択科目
myStudyは、フルタイムの生徒向けの選択科目プログラムで、学生が実力をつけ、将来成
長できるように学習を支援し、特定の言語スキルや個人的に重点を置く分野に集中する
ように作られています。myStudyは、1日に1時間、演習やグループワークをさらに追加す
ることができる選択科目です。

myStudyは、授業で学習した内容をサポートし、Navitas Englishで学ぶ際に幅広い話題に
対して関心を持てるように作られています。本校での初日に、myStudyという選択科目に
ついて、また、myStudyがどのように学習に役立つかについて説明を受けます。教師は授
業中にmyStudyのスケジュール表を配布し、あなたの授業の進み具合に応じた最適な選
択肢を薦めてくれます。

エッセンシャル
リーディング&
ライティング

エッセンシャル
スピーキング・ 

リスニング

エッセンシャル
発音

試験 
スキル

ビジネス 
コミュニケーション 

+ 文化

マスタークラス 
アカデミック 

英語

マスタークラス 
ケンブリッジ 

英検対策

マスター 
クラス 

IELTS対策

ポップ 
アップ 

レッスン

進歩と 
上達 

myStudyオプション
概要

選択科目は変更されることがあります。全日制の学生は全て、時間割が許容する限度でmyStudyを利用することができます。
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進学および本校から 
進学できる提携校
Navitas Englishは、オーストラリア国内の70校を超える大学、カレッジ、TAFEと直接進学
協定を結んでおり、サーティフィケート、ディプロマ、学士号、修士号を取得する途を開い
ています。進路は学生ごとに全て異なるため、専門の進路相談チームが、それぞれの学
習目標を達成し、夢を叶えるのに最適な学習プランを助言してくれます。

出願   IELTSのスコアをお持ちでない方は、自国で本校の入学試験を受験できます。 

学習  アカデミック英語コースを終了することが、提携校が求める英語力の条件をクリ
アするための最短の早道です。

選択  英語と進学に関する学習プランを自由に作成しましょう。アカデミック英語の結
果は、オーストラリア国内の70を超える教育機関への進学時に使用することがで
きます。

進学  アカデミック英語2または3を終了した後、進学提携校に進学できます。
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���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

��

��

��

��

��

��

���

����

�����

�����

�����

����� 上級 ����へ

中級上 ����へ

中級 ����へ

準中級 ����へ

初級

初心者

詳しい詳細が
必要な方は
お問合せ
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一般英語 ケンブリッジ英検対策 �� �対策 アカデミック英語�� � ����
オンライン
クイズの
スコア

アカデミック
英語�

���達成

���達成

アカデミック
英語� ���達成

���達成アカデミック
英語�

修士号

学士号、準学士号または
アドバンスドディプロマ

アカデミック英語 オーストラリアの高等
教育機関に通じる道

サーティフィケート���������、
ファンデーション、ディプロマ

進学提携校を全て掲載した 
リストを見る

アカデミック英語コース
から進学提携教育機関
のコースに進む

一般英語、ケンブリッジ対策、IELTS対策
からアカデミック英語コースに進む

参照用。進学提携校の入学条件は変更されることがあります 1110 #goBEYONDenglish #goBEYONDenglish 
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一般英語
•   最低条件の要求はありません
•   初級者（CEFR A1より下）の方には、勉強についての 

アドバイスをいたしますので、当校にご連絡ください。

アカデミック英語 1 (IELTS 4.5 - 5.0)
•   Navitasアカデミック英語入学試験: 合格
•   IELTS Academic: 総合4.5（ライティング4.5、その他の 

バンド4.0）
•   Pearson PTE Academic: 30（ライティング30、その他の 

スキル24）
•   TOEFL iBT: 34（ライティング12）
•   Versant: 38（ライティング38、その他のスキル34）
•   HKDSEレベル2

アカデミック英語 2 (IELTS 5.0 - 5.5)
•   アカデミック英語1を終了
•   IELTS Academic:総合5.0（ライティング5.0、その他の 

バンド4.5）
•   Pearson PTE Academic: 36（ライティン36、その他の 

スキル30）
•   TOEFL iBT: 40（ライティング14）
•   Versant: 46（ライティング46、その他のスキル42）
•   HKDSEレベル3

アカデミック英語 3 (IELTS 5.5 - 7.5)
•   アカデミック英語2を終了
•   IELTS Academic 5.5（ライティング5.5、その他のバンド5.0）
•   Pearson PTE Academic 42（ライティング42、その他の 

スキル36）
•   TOEFL iBT: 55（ライティング16）
•   Versant: 50（ライティング50、その他のスキル46）
•   HKDSEレベル4

IELTS対策
•   Navitas IELTS入学試験に合格
•   IELTS 5.0

ケンブリッジ英検対策 
B1 Preliminary (PET)
•   Navitasケンブリッジ入学試験に合格
•   IELTS 4.0またはケンブリッジ英検スケール130

ケンブリッジ英検対策 
B2 First (FCE)
•   Navitasケンブリッジ入学試験に合格
•   IELTS 5.0またはケンブリッジ英検スケール150

ケンブリッジ英検対策
C1 Advanced (CAE)
•   Navitasケンブリッジ入学試験に合格
•   IELTS 6.0またはケンブリッジ英検スケール170

ケンブリッジ英検対策
C2 Proficiency (CPE)
•   Navitasケンブリッジ入学試験に合格
•  IELTS 7.0またはケンブリッジ英検スケール190

入学条件
自分の英語力に合ったクラスかどうかを確認するために、Navitas English 
で初日にクラス分けをする前に英語テストを実施します。一部のコースで
は、入学に最低限の英語力が要求されます。

さらに詳しく知りたい方は 
こちら
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http://www.navitasenglish.edu.au/courses/english-levels/


navitasenglish.edu.au

本社
Level 4, 255 Elizabeth Street
Sydney NSW 2000 Australia
電話 +61 2 8246 6800
Eメール english@navitas.com

ブリスベン
Ground Floor – East Tower
410 Ann Street
Brisbane QLD 4000 Australia
電話 +61 7 3031 0500

パース
211 Newcastle Street
Northbridge WA 6003 Australia
電話 +61 8 6330 1600

シドニーハイドパーク
Level 3, 255 Elizabeth Street
Sydney NSW 2000 Australia
電話 +61 2 8246 6800

コースは、Navitas English Services Pty Ltd (ACN 002 069 730), CRICOS Provide Code 00289Mによって
提供されます。本冊子に含まれている情報は、刊行時に正しいものですが、Navitas Englishは、
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