
学校名：Navitas, Sydney
所在地：Wynyard Green Level 1, 11York St. ,

Sydney NSW 2000
開講日：毎週月曜
レベル数： 7（1レッスン50分）

最低受講期間：1週間～
滞在方法： レジデンス・ホームステイ
おすすめコース：

●TESOL トレーニング
●一般英語
●IELTS対策

コース内容
●一般英語（1,2,3）
●ビジネス英語
●アカデミック英語 (1,2,3)

●集中アカデミック英語
●IELTS試験対策
●児童への英語教授EfTC

●中、高校生への英語教授EfTT

●その他資格コース
●夜間コース

Navitas, Sydney

シドニー校は、世界を代表する大都市の中心部にあります。オペラハウスやハーバーブリッジなどの有
名な観光地に徒歩圏内で、最先端の設備を利用しながら英語学習に取り組めます。また、交通の便も
良くショッピングをするにも便利な環境です。

ニューサウスウェールズ州 シドニー

学校特色

Navitas英語シドニーは直接ウィンヤードグリーン鉄道駅

の上に直接シドニーの中央部にあるウィンヤードのバス
停の向かいに位置しています。（右のオペラハウスの近
く）サーキュラーキーフェリーでわずか10分徒歩でもあり

ます。また雄大なシドニー・オペラハウスまで徒歩わず
か15分ですし、すべての予算に合わせて、多くの世界ク

ラスのミュージカルや演劇公演一年中、ならびにより手
頃な価格の文化やコミカルなイベントを保持しています。
ハーバーブリッジ、現代美術館は徒歩わずか10分です。

学業に集中すると同時に、週末にはショッピング、美術
館めぐりなどで、リフレッシュな時間の使い方ができるの
がシドニー校の特徴ではないでしょうか？ビジネス街な
ども一味違った雰囲気があり、散歩をしているだけで観
光スポットを楽しめます。 世界中の大都市の一つでも
あるシドニーで、刺激ある留学生活を送ってみてはいか
がでしょうか？

https://www.google.co.jp/maps/place/Navitas+English/@-33.8638945,151.2063077,14.5z/data=!4m7!1m4!3m3!1s0x2a32bad1b7cceddf:0xac19388383e03545!2sNavitas+English!3b1!3m1!1s0x2a32bad1b7cceddf:0xac19388383e03545
https://www.google.co.jp/maps/place/Navitas+English/@-33.8638945,151.2063077,14.5z/data=!4m7!1m4!3m3!1s0x2a32bad1b7cceddf:0xac19388383e03545!2sNavitas+English!3b1!3m1!1s0x2a32bad1b7cceddf:0xac19388383e03545


Kaplan, Sydney City

シドニーシティー校は、街の中心に位置していることから、放課後は美術館めぐりなどをするなどで、時
間をフル活用できます。歴史のある学校で、安心して勉強に取り組めます。

学校名：Kaplan, Sydney City 
所在地：98-104 Goulburn Street Sydney, NSW 2000
開講日：毎週月曜
レベル数： 6（1レッスン45分）

最低受講期間：2週間～
滞在方法： レジデンス・ホームステイ
おすすめコース：

●バケーション英語
●一般英語
●ビジネス英語

コース内容
●バケーション英語
●インテンシブ英語
●インテンシブビジネス英語
●IELTS試験対策
●ケンブリッジ検定試験対策
●インテンシブアカデミックセメスター（６ヶ月）
●インテンシブアカデミックセメスター（５ヶ月）

学校特色

ダイナミックなナイトライフ美しいビーチ、多様な文化。全
てを兼ね備えたシドニーでなら、ユニークな経験と学習
の機会がたくさんあります。このメトロポリスシティーで、
あなたのすでに知っているアトラクションだけでなく、街を
自由に散策しながら新たな魅力を発見できることでしょう。
シドニーハーバーや、オペラハウスまでも徒歩圏内です。
シドニーの最大な魅力は、ビーチと都市ライフが上手く
融合していることです。 このシティー校は、大都会の中
心に位置していることで、世界中から人々が集っており
生活をしています。 多国籍の大都市を経験する事で、
自分の視野を広げ、将来の成長につながっていきます。

ニューサウスウェールズ州 シドニー

https://www.google.co.jp/maps/place/Kaplan+-+Sydney/@-33.8783679,151.2099241,17z/data=!4m7!1m4!3m3!1s0x6b12ae3d598fa7c9:0x69a8cb3a4fa3f4!2sKaplan+-+Sydney!3b1!3m1!1s0x6b12ae3d598fa7c9:0x69a8cb3a4fa3f4


学校名：Navitas English at Central
所在地：Ground Floor- East Tower 410

Ann Street Brisbane QLD 4000
開講日：毎週月曜
レベル数：７（１レッスン50分）
最低受講期間：１週間～
滞在方法：レジデンス・ホームステイ
おすすめコース：

●一般英語
●夜間コース
●ケンブリッジ試験対策

Navitas, Brisbane 

明るい日差しと豊かな自然に恵まれた国際都市ブリスベン。安全で物価も安く、勉強に適した場所です。
市内中心部にあるブリスベン校は、新しい校舎で最新の設備を備え、眺めも最高の土地です。週末には
ゴールドコーストの国立公園やビーチ、テーマパークなどを満喫できます。

クイーンズランド州 ブリスベン

学校特色
ブリスベンキャンパスでは年間2,000人が、またグループ全
体では年間1万人近くの学生が学ぶ、オーストラリア最大級
の英語学校。学生の出身国は45カ国以上に及び、アジア

だけでなくヨーロッパや南米からの学生も多いのが特徴で
す。
一般的な英語学習だけではなく、IELTS、ケンブリッジ英語

検定試験対策、資格取得コースを開講しているほか、高
校・大学・TAFE・専門学校と提携し、IELTSやTOEFLの英

語スコアを提出することなしに入学できる多数の高等教育
機関の紹介を行っています。そのほか、児童英語教師養成
コースなど多彩なプログラムを提供しています。また、教師
教育は、英語教師養成部門Australian TESOL Training 

Centre(ATTC) を併設し、優秀な英語の教師育成に力を入

れているのも特徴です。同学校の英語教師は、全員有資
格者で各生徒が目標を達成できるように指導しています。

コース内容
●一般英語（1,2,3）
●ケンブリッジ英語検定対策コース
（中級レベル、上級レベル）
●ビジネス英語
●夜間コース
●アカデミック英語 (2,3)

●IELTS試験対策
●児童への英語教授EfTC

●中、高校生への英語教授EfTT

●その他資格コース

https://www.google.co.jp/maps/place/Navitas+English+Brisbane/@-27.4628074,153.0304191,17.08z/data=!4m7!1m4!3m3!1s0x6b9159f64927840b:0x9c951a4a4ac0913!2sNavitas+English+Brisbane!3b1!3m1!1s0x6b9159f64927840b:0x9c951a4a4ac0913
https://www.google.co.jp/maps/place/Navitas+English+Brisbane/@-27.4628074,153.0304191,17.08z/data=!4m7!1m4!3m3!1s0x6b9159f64927840b:0x9c951a4a4ac0913!2sNavitas+English+Brisbane!3b1!3m1!1s0x6b9159f64927840b:0x9c951a4a4ac0913
http://www.australia.com/en/places/great-barrier-reef.html
http://www.australia.com/en/places/great-barrier-reef.html


学校名：Kaplan Intermational , Brisbane
所在地：Level 3 252 St Pauls Terrace Spring Hill

Brisbane, QLD 4000
開講日：毎週月曜
レベル数：6（１レッスン45分）
最低受講期間：2週間～
滞在方法：ゲストハウス・ホームステイ
おすすめコース：

●バケーション英語
●一般英語
●ビジネス英語

Kaplan, Brisbane 
クイーンズランド州 ブリスベン

学校特色

美しい自然とモダンさを兼ね備えたインターナショナルな
街、ブリスベン。一年を通しての温暖な気候の中でのゆっ
たりとした生活をおくれます。

学校は街の中心に位置し、近くにはカフェ、映画館、レスト
ランがあります。空調設備の整った明るい教室、無料のワ
イヤレスインターネットアクセス、学生ラウンジ、図書館な
どを完備しており、英語学習と進学準備に適した環境です。

ブリスベンの亜熱帯気候ならではのレジャーアクティビ
ティ、ゴールドコーストやサンシャインコースへの便利なア

クセスを満喫してください。

コース内容
●バケーション英語
●インテンシブ英語
●IELTS試験対策
●ビジネス英語
●アカデミック英語
●インテンシブアカデミックセメスター（６ヶ月）
●インテンシブアカデミックセメスター（５ヶ月）
●OPUS English 6

クイーンズランドの州都であるブリスベンは、オーストラリアの中でも発展の著しい都市です。

リラックスできるオーストラリアで一緒に学習しませんか？

https://www.google.co.jp/maps/place/Kaplan+-+Brisbane/@-27.4569954,153.0302997,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x6b915a1da31391dd:0x9dc147827fd8ea7c
https://www.google.co.jp/maps/place/Kaplan+-+Brisbane/@-27.4569954,153.0302997,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x6b915a1da31391dd:0x9dc147827fd8ea7c


学校名：Shafston International College, Brisbane
所在地：46 Thorn Street, Kangaroo Point

Brisbane Queensland  4169 Australia
開講日：毎週月曜
レベル数：6（１レッスン45分）
最低受講期間：1週間～
滞在方法：ホームステイ・レジデンス
おすすめコース：

●一般英語
●ビジネス英語
●試験対策コース

Shafston, Brisbane 
クイーンズランド州 ブリスベン

学校特色

1996年に設立され、ブリスベーンとゴールドコー
ストの２校を運営している、規模が大きい語学学
校です。これまでに世界中から60,000人もの学
生がここで学び、学生の満足度が高い評判で有
名です。

魅力は何といっても、設備が整っている学生ア
パートです。 無料でジムを使用でき、運動でき
ます。 バルコニーからの眺めは街全体を見渡
せ、最高です。また、キッチンとトイレシャワーも
各部屋に備えられており、落ち着いた環境で勉
強もはかどります。

IELTSやTOEIC試験対策のコースでは、95％

以上の学生が目標の点数に達しているという調
査結果もでています。

コース内容
●インテンシブ一般英語
●IELTS試験対策
●TOEIC 英語
●プライベートレッスン
●ケンブリッジ試験対策

学生寮、学校施設の質がすばらしく、 学生同士の触れ合いが盛んな学校。

学生の満足度が高い、暮らしやすい環境で英語の向上につながります。

https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89%E5%A4%A7%E5%AD%A6+-+%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%95%E3%83%88%E3%82%BD%E3%83%B3/@-27.4729271,153.037084,14z/data=!4m7!1m4!3m3!1s0x6b915a22ec66d98d:0x48a41f2271278b97!2zNDYgVGhvcm4gU3QsIEthbmdhcm9vIFBvaW50IFFMRCA0MTY5IOOCquODvOOCueODiOODqeODquOCog!3b1!3m1!1s0x0000000000000000:0xf53ad740cec68e21
http://www.education.net.au/logo/[2996]SHAFSTON-2.gif
http://www.education.net.au/logo/[2996]SHAFSTON-2.gif


学校名：Shafston International College, Gold Coast
所在地：11 &13 Nerang Street, Southport,
Gold Coast, Queensland 4215, Australia
開講日：毎週月曜
レベル数：6（１レッスン45分）

最低受講期間：1週間～
滞在方法： ホームステイ・レジデンス
おすすめコース：

●一般英語
●ビジネス英語
●試験対策コース

Shafston, Gold Coast
クイーンズランド州 ゴールドコースト

学校特色

1996年に設立され、ブリスベーンとゴールドコー
ストの２校を運営している、規模が大きい語学学
校です。これまでに世界中から60,000人もの学
生がここで学び、学生の満足度が高い評判で有
名です。

このゴールドコースト校は、サウスポートの中心
に位置し、サーファー達のパラダイスビーチへ数
分で行けます。 ハイテクノロジースタイル式の
クラスルームなので、講師も内容の濃い授業が
でき、学生共々充実した時間を提供できます。

世界を代表とするビーチが近くにあり、放課後
の過ごし方も、魅力の一つがこの校舎です。

コース内容
●インテンシブ一般英語
●IELTS試験対策
●TOEIC 英語
●プライベートレッスン
●ケンブリッジ試験対策

オーストラリア6番目に大きい都市で、なんといってもビーチへ数分で行ける学校です。 勉強の
後は、エメラルド色の海で毎日散歩をし、心も体もリフレッシュできます。

https://www.google.co.jp/maps/place/Shafston+International+College/@-27.9667551,153.4148361,18z/data=!4m7!1m4!3m3!1s0x6b910fed48dba765:0x5f71d9b537084191!2sShafston+International+College!3b1!3m1!1s0x6b910fed48dba765:0x5f71d9b537084191
https://www.google.co.jp/maps/place/Shafston+International+College/@-27.9667551,153.4148361,18z/data=!4m7!1m4!3m3!1s0x6b910fed48dba765:0x5f71d9b537084191!2sShafston+International+College!3b1!3m1!1s0x6b910fed48dba765:0x5f71d9b537084191


学校名：Kaplan Intermational , Cairns
所在地：130 Mcleod Street PO box 7368

Cairns, QLD 4870
開講日：毎週月曜
レベル数：6（１レッスン45分）
最低受講期間：2週間～
滞在方法：ホームステイ・レジデンス
おすすめコース：

●英語＋ダイビング
●一般英語
●IELTS試験対策英語

Kaplan, Cairns 

美しい自然とモダンさを兼ね備えたインターナショナルな街、ブリスベン。一年を通しての温暖な気候の
中でのゆったりとした生活をおくれます。

クイーンズランド州 ケアンズ

学校特色

グレートバリアリーフで有名な街ケアンズはマリーンライフ
を楽しみたい方や落ち着いて学習したい方には最適なロ
ケーションです。

学校は街の中心部に位置し、主要なショッピング施設等に
簡単に徒歩でアクセスが可能なロケーションです。外のバ
ルコニーに直結する空調の整った教室がならぶ素敵な建
物です。

コンピュータールームでは、無料のインターネットアクセスを
提供しています。太陽の光が降り注ぐ屋外カフェは、午後
の休憩に適しており生徒の交流の場となっています。

コース内容
●バケーション英語
●インテンシブ英語
●IELTS試験対策
●英語＋ダイビング
●子供向け英語
●ケンブリッジ試験対策
●インテンシブアカデミックセメスター（６ヶ月）
●インテンシブアカデミックセメスター（５ヶ月）

https://www.google.co.jp/maps/place/Kaplan+International+English+-+Cairns/@-16.9136225,145.7785297,13z/data=!4m5!1m2!2m1!1skaplan+cairns!3m1!1s0x0000000000000000:0x9ef0f361eee092a8
https://www.google.co.jp/maps/place/Kaplan+International+English+-+Cairns/@-16.9136225,145.7785297,13z/data=!4m5!1m2!2m1!1skaplan+cairns!3m1!1s0x0000000000000000:0x9ef0f361eee092a8


Kaplan, Melbourne

スポーツが盛んなコスモポリタンのメルボルン。美しい波止場周辺に位置する環境豊かな学校で、
オーストラリアの最も歴史溢れる街での英語研修が魅力です。

学校名：Kaplan, Melbourne
所在地：Level 5, 370 Dockland Drive Docklands,

VIC 3008
開講日：毎週月曜
レベル数： 6（1レッスン45分）

最低受講期間：2週間～
滞在方法： ホームステイ・レジデンス
おすすめコース：

●バケーション英語
●一般英語
●ビジネス英語

コース内容
●バケーション英語
●インテンシブ英語
●インテンシブビジネス英語
●IELTS試験対策
●ケンブリッジ検定試験対策
●インテンシブアカデミックセメスター（６ヶ月）
●インテンシブアカデミックセメスター（５ヶ月）

学校特色

ダイナミックなナイトライフ美しいビーチ、多様な文化。全
てを兼ね備えたシドニーでなら、ユニークな経験と学習
の機会がたくさんあります。このメトロポリスシティーで、
あなたのすでに知っているアトラクションだけでなく、街を
自由に散策しながら新たな魅力を発見できることでしょう。
シドニーハーバーや、オペラハウスまでも徒歩圏内です。
シドニーの最大な魅力は、ビーチと都市ライフが上手く
融合していることです。 このシティー校は、大都会の中
心に位置していることで、世界中から人々が集って生活
をしています。 多国籍の街に滞在する事で、自分の視
野が自然と広がり、自分の成長につながることでしょう。

Kaplanはシドニーに２校持っており、この校舎の他に
ビーチに位置しているマンリー校もお勧めの学校です。

ビクトリア州 メルボルン

https://www.google.co.jp/maps/place/370+Docklands+Dr,+Docklands+VIC+3008+%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%AA%E3%82%A2/@-37.8120876,144.9395192,14.5z/data=!4m2!3m1!1s0x6ad65d4302941f4b:0xd6222b379324e8ec
https://www.google.co.jp/maps/place/370+Docklands+Dr,+Docklands+VIC+3008+%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%AA%E3%82%A2/@-37.8120876,144.9395192,14.5z/data=!4m2!3m1!1s0x6ad65d4302941f4b:0xd6222b379324e8ec


学校名：Navitas English at Central
所在地：25 Aberdeen Street Northbridge, WA 6003
開講日：毎週月曜
レベル数：７(1レッスン50分）
最低受講期間：１週間～
滞在方法：レジデンス・ホームステイ
おすすめコース：

●一般英語
●夜間コース
●ケンブリッジ試験対策

Navitas,Perth

ワイナリーと白砂のビーチが周囲にあふれる自然豊かなパースは、オーストラリアで最も経済発展が進
んでおり、高額所得者が一番多い都市です。広々とした近代的なキャンパスのパース校は、都市中心
部からわずか10分の徒歩圏内で、学生で賑わう地区に位置します。

ウェストオーストラリア州 パース

学校特色

当センターは、活気のあるキャンパスは25と30アバディー
ンストリートに位置する2つの主要な建物で、特に教育訓練

用に設計された近代的な建物のシリーズのノースブリッジ
の文化エリアの中心に位置しています。また市内には無料
送迎バスが走っている為、移動が簡単にできます。

ノースブリッジは、国際的な料理を提供するレストラン街も
あり、賑やかで活気のあるエリアです。ノースブリッジ広場
で無料野外映画を見たり、パースの素晴らしい地中海気候
を楽しみながら過ごせます。パース文化センターでは、無
料のプログラムやイベントの豊富な範囲を提供し、州立図
書館、西オーストラリア博物館、西オーストラリア美術館な
ども徒歩圏内にあります。

世界一住みやすい都市とも言われているくらい、オーストラ
リアを代表する、魅力溢れる都市がパースです。

コース内容
●一般英語（1,2,3）
●ケンブリッジ英語検定対策コース
（中級レベル、上級レベル）
●ビジネス英語
●夜間コース
●アカデミック英語 (2,3)

●IELTS試験対策
●English for TESOL

●児童への英語教授EfTC

●中、高校生への英語教授EfTT

●その他資格コース

https://www.google.co.jp/maps/place/Navitas+English+at+Central/@-31.946865,115.8578002,15z/data=!4m6!1m3!3m2!1s0x2a32bad0e2883855:0xda1607d0e398cbca!2sNavitas+English+at+Central!3m1!1s0x2a32bad0e2883855:0xda1607d0e398cbca


Kaplan, Adelaide

サウスオーストラリア沿岸の温暖な気候と、小規模で穏やかな街並みのアデレード。コロニアル風の漂
うこの街は、教育の中心地とよばれ、英語学習には抜群のロケーションです。

学校名：Kaplan, Adelaide
所在地： Level 2, 132 Grenfell ST Adelaide, SA 5000
開講日：毎週月曜
レベル数： 6（1レッスン45分）

最低受講期間：2週間～
滞在方法： ホームステイ・レジデンス
おすすめコース：

●バケーション英語
●一般英語
●IELTS試験対策英語

コース内容
●バケーション英語
●インテンシブ英語
●IELTS試験対策
●アカデミック英語
●インテンシブアカデミックセメスター（６ヶ月）
●インテンシブアカデミックセメスター（５ヶ月）

学校特色

オーストラリアの教育の中心地といわれるアデレードは、
緑地に囲まれた、オープンな都市構造をしています。美
しい海岸線やビーチに近いこの街は、Lonely Planet社
の“Best in Travel 2014” でトップ10にランクインしてい

ます。市内の半分近くを占める緑溢れる公園は、アデ
レードの人々にとってなくてはならないリラックスの場とし
て愛されています。

様々なレストランが並んだ通りや、オシャレな夜を楽しめ
る通りがあったりと、道一本に特徴がある街でも知られ
ています。

フルリオ半島（Fleurieu Peninsula)の日帰り旅行も可能

で、広大なワイナリーを見学したり、真っ白なビーチで遊
んだり、また野生動物の観察も楽しめます。 また、アン
ティークなかわいいお店もありショッピングするのもよい
でしょう。

南オーストラリア州 アデレード

https://www.google.co.jp/maps/place/132+Grenfell+St,+Adelaide+SA+5000+%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%AA%E3%82%A2/@-34.9237717,138.6043192,18z/data=!4m7!1m4!3m3!1s0x6ab0ced3e2f9b5ad:0x9b478b9daef5fabf!2zMTMyIEdyZW5mZWxsIFN0LCBBZGVsYWlkZSBTQSA1MDAwIOOCquODvOOCueODiOODqeODquOCog!3b1!3m1!1s0x6ab0ced3e2f9b5ad:0x9b478b9daef5fabf

