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ようこそ SCE へ
シドニー・カレッジ・オブ・イングリッシュ
（SCE）は、
これまで約 30 年に渡り、質の高い
私立英語学校として国際的に高い評価を得てきました。

NEAS (National ELT Accreditation Scheme）や English Australia のメンバーと

して、常に学生が楽しみながら最大限かつ効率的に学習できる学校を目指しています。
当校では NEAS 認定の様々なコースを提供しており、初級から上級まで学生の英語力に
応じて、
レベル分けをしております。

アダルトプログラム

・一般英語
・進学準備

・IELTS 準備

ジュニアプログラム

・高校進学準備

・ヤングラーナ―ズ

語学研修

・ジュニアホリデー
・スタディツアー

・ケンブリッジ検定準備
・医療英語

・OET 試験準備
また多くの大学、専門学校、TAFE NSWと提携を結んでいるため、当校で英語を習得した後で進学することも
できます。当校で学ぶことにより、将来の目標を達成することができるのです。

大変便利なダーリングハーバーという観光名所のすぐ裏手にあり、パワーハウス博物館の向かいに位置し、50

ヶ国以上からの学生達で活気に溢れています。

SCE では授業だけではなく、学生生活が快適で刺激に満ちたものになるよう、最善のサポートしています。空港
の出迎えサービスをはじめ、
アクティビティ、品質の高いホームステイや学生寮を提供しています。

当校のスタッフは、
学生サービスに非常に力を入れており、
学生がいつでも気軽に相談できる環境を作っています。

シドニーでお会いできることを楽しみにしております。

Sarah Wilkinson,
College Director
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The SCE Campus at Harris Street, Ultimo – close to Sydney’s Darling Harbour and the University District

ABOUT
SCE について

US

1987 年の創立以来、
シドニー・カレッジ・オブ・イングリッシュは学生、留学代理店はもちろん、国際的に高い評価を受けて

きました。当校は NEAS にオーストラリア国内で一番初めに認可されました。
また English Australia の設立メンバーで

もあります。

キャンパスはシドニー中心地やセントラル駅から徒歩圏内にあります。周辺にはシドニー大学、TAFE NSW などがある学

生街に位置しており、
日中は多くの学生で賑わっています。近くには、
ダーリングハーバー、中華街、博物館、
スイミングプー
ル、図書館、
カフェ、
スーパーマーケットなどがあり、学生生活を送るには最適な環境です。

シドニーに滞在している間、学生には英語を学ぶだけではなく、たくさんの新しい挑戦をして、素晴らしい経験を積んでもら

いたいと私たちは考えています。
できる限り英語を使うための一つの方法として、ホームステイ滞在で生活をしてみるという
手段があります。ホームステイでは、素敵な人々と出会う機会に恵まれることはもちろん、オーストラリアの生活様式を理解

することにも繋がります。当校のホストファミリーは、当校の審査を事前にクリアしてから、ホストファミリーとして登録されま
す。
また、校内外で開催されるアクティビティやイベントに参加することにより、楽しんで英語を学習することができます。

SCE の講師陣は、資格と経験、そして熱意によって選ばれています。オフィスには、
フレンドリーでプロフェッショナルなスタ

ッフが揃っています。学生がオーストラリアで快適な生活ができるよう精一杯のお手伝いをさせていただきます。
また日本語
を話すスタッフが常駐していますので、お困りの際は日本語でのサポートをしています。
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The friendly and professional SCE Faculty

STUDY
アダルトコース

Spoken
English

Written
English

Reading
Comprehension

GENERAL

Listening
Comprehension

一般英語
一般英語コースは、すべての国籍の学生に最も人気のあるコースです。
このコースは、学生が必要としているスキルであるリ
スニング、
スピーキング、発音、流暢さ、文法、語彙力、
リーディング、
ライティングを上達できるように構成されています。将来的
に国際的な職場で働く準備をしたい方、キャリアチェンジをしたい方、昇進のための英語力を身につけたい方、大学や専門
学校に入るための準備をしたい方、ただ単に英語力を伸ばしたい方やオーストラリアで生活がしてみたい方など、多様な目
的に適しています。
一般英語コースでは、役に立つ単語や言い回しも学習をすることができ、
日々の生活、職場、観光などの環境で、流暢で自然
に会話ができるように練習をします。当校の一般英語の講師陣は、
コミュニケーションを取ることを重要と考え、情熱を持って
取り組んでいます。学生たちがシドニーに滞在している間、少しでも英語力を上達させることが出来るよう、楽しみながら学習
ができるように、
アクティビティを実施したり、学生達のやる気を向上させる環境を作っています。

コースの特徴
入学日：毎週月曜日

レベル：初級から上級

クラス平均：12 名（最大 18 名）

校外で実践的に英語を使う方
法を学ぶ

強いコミュニケーション力を
習得する

４週間に一度のレベルチェック、
講師による個別カウンセリング

卒業生の声
「夢があれば、何かを始めるのに遅すぎることはないです。私の夢は英語を習得することでした。そして、
シドニー・カレッジ・オブ・イ
ングリッシュを選びました。
この学校はシドニーで英語を勉強するには最適の選択だと思います。学習を進めていくにあたり、先生や
スタッフから手厚いサポートを受けることができました。先生たちは、
ダイナミックで楽しい授業を展開してくれて、素早くハッピーに学
ぶことができました。オフィスのスタッフたちは私の疑問や不安に全て答えてくれ、
クラスでは世界各国からの人たちとともに学ぶこ
とができました。そして、SCE は素晴らしいホームステイもアレンジしてくれました。私は 62 歳ですが、SCE では若かった学生時代に
戻った気がしました。」
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アレハンドラ コスタリカ出身 一般英語

準中級レベル

ENGLISH
一般英語 スーパーインテンシブ
・時間：23 時間 / 週 ( プラス 5 時間のセルフアクセス ( 講師監督付きの自習時間 ))
・レベル：初級から上級
・入学日：毎週月曜日
・対象：英語力を上達されたい方、将来的に、進学英語、医療英語、ケンブリッジ準備、IELTS 準備コースでの就学をお考えの方
・午前 (5 技能総合習得 )：スピーキング、
リスニング、文法、
リーディング、
ライティング
・午後 ( 専門スキル上達 )：2 週間ごとに異なる科目を履修
選択科目は幅広いテーマに及び、
スピーキング、
リスニング、会話、
ライティング、
リーディング、発音、語彙、
ディスカッション、文法な
ど、実生活でネイティブ・スピーカーが使う英語を集中的に学ぶことができます。

サンプルタイムテーブル

1時間目

休憩

8:30 - 10:00

2時間目

昼休み

10:15 - 11:45

3時間目

休憩

4時間目

(月曜日〜木曜日)

(月曜日〜木曜日)

12:45 - 13:45

13:50 - 14:50

一般英語 インテンシブ
・時間：20 時間 / 週

・レベル：初級から上級
・入学日：毎週月曜日

・対象：英語力を上達されたい方

・午前 (5 技能総合習得 )：スピーキング、
リスニング、文法、
リーディング、
ライティング
・午後 ( 専門スキル上達 )：2 週間ごとに異なる科目を履修

1時間目
8:30 - 10:00

休憩

2時間目
10:15 - 11:45

昼休み

3時間目

休憩

４時間目

(月曜日〜木曜日)

(月曜日のみ)

12:45 - 13:45

13:50 - 14:50
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TEST
ケンブリッジ検定対策
ケンブリッジ検定資格は世界中の20,000以上の大学、雇用主、政府より認定されています。CAEの証書は高い教育、昇進
など教育と仕事の両面で活かされます。

コース・オプション

こんな方にお勧め

• PET 準備 (Cambridge: Preliminary English Test)
• FCE 準備 (Cambridge: First Certificate in English)
• CAE 準備 (Cambridge: Advanced English)
• CPE 準備 (Cambridge: Proficiency English)

•

オーストラリア又は英語圏の国で大学進学を検討さ
れている方

•

英語を流暢に使いこなせるようにマスターしたい方

•

ビジネス英語のスキルをキャリアアップの為に伸ば
したい方

コースの特徴
期間：10 週間もしくは 12 週間
（期間の途中からの入学はできません。）
入学日：年 4 回（1 月、3 月、6 月、9 月）
時間 : 23 時間 / 週 ( プラス 5 時間のセル
フアクセス ( 講師監督付きの自習時間 )
入学レベル：
PET: 一般英語 中級
FCE: 一般英語 上中級
CAE: 一般英語 上級
CPE: 一般英語 強上級

ケンブリッジ検定公式テストセンター
ケンブリッジ検定準備コース受講者への特典
•

ケンブリッジ検定準備コース修了後、すぐに受験可能

•

早期予約

•
•
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通い慣れた校舎での受験

CAE 追加日程での特別受験

定期的な練習テスト

ケンブリッジの1つ1つの項目に
おいての解き方解説

本番さながらの模擬テスト
（2 回）
模擬テストの後は講師による個別
カウンセリング

ケンブリッジのスペシャリストであ
る講師が教えるしっかりと構成さ
れた対策コース

Cheng-Yi Chang, General English + IELTSTM Test Prep package student, pictured on her graduation

day at Sydney’s famous Macquarie University. Cheng-Yi today works a financial analyst at KPMG in
Sydney

PREPARATION
IELTS テスト対策
TM

IELTS は、世界的に認められている英語検定試験です。英語力をつけて結果を残したい方や、英語レベルを履歴書に
書きたい方、
また、当校と提携がないオーストラリアの大学や専門学校への進学を希望しているために IELTS のスコ
アが必要な方などにおすすめです。

コースの特徴
入学日：毎週月曜日

期間：4 週間から 24 週間

IELTSの1つ1つの項目に
おいての解き方解説

入学レベル：一般英語 中級もしく
はそれ以上

日々の練習問題や練習テスト

月1回の模擬テストと講師との
個別カウンセリング

サンプルタイムテーブル

1時間目
8:30 - 10:00

休憩

2時間目
10:15 - 11:45

昼休み

3時間目

休憩

４時間目

(月曜日〜木曜日)

(月曜日〜木曜日)

12:45 - 13:45

13:50 - 14:50

卒業生の声
「私はケンブリッジ検定 CAE 準備コースを受講する学校を決めるために、
シドニーにある 5 校から 6 校の英語学校を見学に行きまし
た。私は以前に他の英語学校にも通ったことがあるため、学校選びには慎重になっていました。私は SCE を見学して、入学を決めました。
そして学校初日には、私の不安はすべて吹き飛びました。先生のプロフェッショナリズムと情熱にはとても感心しました。SCE の CAE 準
備コースで私は自信をつけ、ケンブリッジ検定にも合格することができました。」

イリナ ロシア出身 ケンブリッジ検定 CAE 準備コース
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MEDICAL

医療英語のシニア講師として、私は生徒がそれぞれの特定のフィールドで医療英語を活かせるように教えて
きました。
それに加えて医療英語の概念、対策、
スキルを把握する事でオーストラリアで医療従事者登録を可

English for Health

能にするOETテストに臨む自信がつきます。
クラウディア・へレーナ / シニア講師 / 医療英語コース

医療英語 (23 時間 / 週 プラス 5 時間の講師監修付き自習室)
医療英語コースは医療の現場で用いられる専門的な英語に興味のある方を対象にしたコースです。全ての医療従事者を歓
迎致します。多くの生徒はナースや医師ですが医療英語コースは医大生、看護学生、翻訳・通訳士を目指す方にも適していま
す。
またオーストラリアで医療従事者として勤務されたい方、OETの合格を目指す方の最初のステップとしても効果的です。

OET 試験準備 (20 時間 / 週)
OETコースは国際的な英語テストで英語圏の国で医療従事者として登録をするために必要なテストです。
こちらのテストは
英語圏の医療業界での勤務後、実践で活用出来るリスニング・リーディング・ライティング・スピーキングの4つのスキルを査
定される為、就職後も役に立ちます。
OET は以下の 12 種類の専門分野に分かれています。
•

看護学

•

足病学

•

作業療法

•

獣医学

•

栄養学

•

歯科学

•

言語病理学

•

検眼学

•

医学

•

診療放射線学

•

理学療法

•

薬学

卒業生の声
「私は 3 つのコースを受講しました。
まずケンブリッジ検定 CAE 準備コースを受講しました。上級レベルの英語とビジネス英語を伸ば
すことができました。そして、OET 試験準備コースを受講し、IELTS 準備コースを受講しました。それらのコースはイギリスで看護師とし
ての仕事を探すのに、
とても役に立ちました。SCE のスタッフはとても温かく、親切でした。先生たちもとてもすばらしく、
どんな状況に
おいても私を助けてくれました。SCE は学習だけではなく、世界各国の多くの友達を作ることにも適しています。あと、放課後のアクティ
ビティや、
スポーツ、バーベキューなど豊富なイベントも楽しみました。私は現在イタリアに戻り、再度オーストラリアに渡る準備をしてい
ます。」
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フェデリコ イタリア出身 OET 試験準備、ケンブリッジ検定準備、IELTS 準備

EN G L I S H
Professionals (EHP)
強準中級〜中級

中級〜上中級

強上中級〜上級

医療英語１

医療英語２

OET試験準備

12週間

12週間

8週間＋4週間

コースの特徴
入学日：毎週月曜日
期間：1 週間から

クラス平均：12 名（最大 18 名）
修了証：コース修了時に授与

医療英語のスペシャリストである講師
から実践的な医療英語を学べます

医療のプロと患者との会話を使って
リスニングを強化

病院見学（3 月、9 月）費用別途要。
日程はお問い合わせください。

オーストラリアで医療従事者として働
くためには OET 合格が必要

GE + 医療英語 : 28時間 / 週
（5時間の講師監修付
セルフアクセスを含む）
OET準備：２０時間/週
医療現場でよく使われる
医療英語の表現や特別
な用語が学べます

サンプルタイムテーブル

G+ E
E H
P
O
E
T

１時間目: GE

（月曜日〜金曜日）

休憩

8:30 - 10:00

１時間目

（月曜日〜木曜日）

２時間目: GE

（月曜日〜金曜日）

昼休み

10:15 - 11:45

休憩

8:30 - 10:00

２時間目

（月曜日〜木曜日）

10:15 - 11:45

3時間目 : EHP
（月曜日〜木曜日）

休憩

4時間目 : EHP
（月曜日〜木曜日）

12:45 - 13:45

昼休み

３時間目

（月曜日〜木曜日）

13:50 - 14:50

休憩

４時間目

（月曜日〜木曜日）

12:45 - 13:45

13:50 - 14:50

卒業生の声
「私は、SCE で進学準備コースと医療英語コースを勉強しました。その後、進学をした TAFE のアシスタントナースのコースでは、医療英語コースで学ん
だ英語がとても役に立ちました。現在私は、オーストラリアの正看護師の資格を取り、公立病院であるプリンス・オブ・ウェールズ病院で正看護師として働
いています。」

のぞみ 日本出身 医療英語、進学英語
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Spoken
English

Written
English

Reading
Comprehension

Academic
Listening Skills

ENGLISH FOR

進学準備
進学準備 (EAP) コースは、オーストラリアの大学や専門学校などへの進学を目指す学生のために作られたコースです。
こ
のコースはオーストラリアの教育機関で学ぶために必要なスキルを習得することを目的としたカリキュラムとなっています。
学生ひとりひとりが将来のキャリアに向けた正しい決断ができるよう、EAP コーディネーターとのカウンセリングも組まれ
ています。

コースの特徴
時間：23 時間 / 週 ( プラス
5時間のセルフアクセス
(講師監督付きの自習時間)

レベル：強上中級〜上級
はそれ以上

期間：各レベル12週間 (EAP1、2、3)
合計36週間
曜日：月曜日～金曜日

4週間ごとのテストと個別カ
ウンセリング

レベル：
EAP1 入学時 : 準中級

修了証：コース修了時に授与
修了後はオーストラリア国内の提携
が ある大学、専門学校などにダイレ
クト入学が可能。

コース修了時 : IELTS 5.0 相当

EAP2 入学時 : 中級

入学日：4 週間ごとに設定

クラス平均: 12名(最大18名)

EAP3 入学時 : 上中級〜上級

コース修了時 : IELTS 6.0 〜 6.5 相当

コース修了時 : IELTS 5.5 相当

サンプルタイムテーブル
1時間目

休憩

8:30 - 10:00

2時間目
10:15 - 11:45

昼休み

3時間目
12:45 - 14:20

卒業生の声
「SCE は英語を学習するにはとてもよい学校だと思います。
まず世界各国から来た人たちと友達になったり、他の国の文化を知る機
会があります。そして、先生たちのことも SCE で学習する魅力の一つです。先生たちはとても親切に教えてくれて、教室はとても居心
地がよく、楽しめる環境です。SCE で勉強をすることで、英語を話すことに自信をつけることができ、他の国の人とも英語で会話ができ
るようになりました。」
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ガブリエラ コロンビア出身 進学準備 3

ACADEMIC PURPOSES
講師からのひとこと
「進学英語コースは、生徒が大学などに進学をするためのすばらし
いコースです。
このコースでは、様々なスキルを学びます。例えば、
自分
の意見の表現の仕方や、
アイデアを明確にしたり、本や授業でのノート
の取り方、様々なタイプのエッセイの書き方、
リサーチの仕方、
ディスカ
ッションの仕方、
プレゼンテーションの方法などを学びます。」
リリィ 進学準備コース講師

卒業生の声
「私はオーストラリアでの進学のため、SCE で 3 か月学習しました。
私は現在、
ウーロンゴン大学に通っています。SCE の進学英語の授業
はとても実用的で、エネルギーにあふれ、楽しいものでした。時には難
しく大変でしたが、先生、
クラスメイト、
スタッフの助けがあり、
コースを
修了することができました。SCE で学習した期間は、
とても良い思い
出の一つです。」
さつき 日本出身 進学準備

提携大学の声
「ウエスタン・シドニー大学は、
シドニー・カレッジ・オブ・イングリッシュの提携大学として、
とてもよい関係を保っています。
シド
ニー・カレッジ・オブ・イングリッシュの進学英語コースの卒業生が、パスウェイを利用し、IELTS のスコア免除で、
ウエスタン・
シドニー大学のバチェラーコースや、マスターディグリーに入学をしています。」

ギャレス・ルイス ウエスタン・シドニー大学

地域マネージャー
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PATHWAY
INSTITUTIONS
パスウェイ 提携校一覧
SCE では進学英語 (EAP) コースを規定の成績で修了すると、提携している大学や専門学校などへ IELTS や
TOEFL のスコアなしで入学ができる
「ダイレクト・エントリー（直接入学）制度」を提供しています。
（以下は、一例です。）

経理

ビジネス

デザイン

エンジニア

健康

ホスピタリティ

ホテル、観光

法律

音楽、
メディア、映像

看護、高齢者ケア
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S
T
U
D
Y

ジュニアコース

Knox Immersion Program students pictured with the Knox Grammar School
Headmaster, the SCE and Knox faculties

HIGH SCHOOL
高校進学準備
高校進学準備 (HSP) コースは、オーストラリアの高校にて、地元の学生たちと共に学習していくための英語力をつけ
るコースです。
また、オーストラリアの社会、文化、マナーなど現地で生活していく上で欠かすことのできない
学習スキルを身につけることもできます。上級クラスでは、英語を使って、数学、科学、歴史、地理も学習します。

コースの特徴

入学日：毎週月曜日

期間：1 週間から受講可能
時間：25 時間 / 週
曜日：月曜日〜金曜日時間：9:00 〜15:00

レベル：5 レベル（初級〜上級）

1か月に一度のテスト

月2 回の課外活動
金曜日の午後はスポーツ

4週間ごとに個別に学習進度評価の配信
AEAS 公式テストセンター

年齢：13 歳〜18 歳

卒業生の声
「セント・オウガスティンズ高校に進学してから、SCE の先生たちやクラスメイトに会いたくなることはありますが、
もう後ろを振
り返ってはいられません。高校進学準備コースは、高校に入学するには効果的で、
アカデミックな英語だけではなく、エッセイの
書き方やプレゼンテーションの仕方、オーストラリアのハイスクールのシステムや環境など、様々なことを学びました。SCE の先
生方にはとてもお世話になりました。おかげで高校では” スチューデント・オブ・イヤー” という賞を受賞することができました。」

リヴィオ 中国出身 高校進学準備
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PREPARATION
学生と保護者の方には、校内や各家庭で以下の決まりを守っていただきます。

行動規範
•

言葉使い

•

周囲への配慮

•

パソコンや携帯電話の使用

•

時間厳守

•

いじめ対策

•

時間の制限

•

宿題の提出

•

禁煙、禁酒

•

英語のみを使用

•

文化の尊厳

•

早寝早起き

•

校内での制服の着用

ノックス・イマージョン・プログラム
SCE は、オーストラリアのニューサウスウェールズ州の多数のハイスクールと提携をしております。提携校の一つで
あるノックス・グラマー・スクールとは、
「ノックス・イマージョン・プログラム」
と称して、特別な取り組みを行っておりま
す。SCE の高校進学準備コースで上級クラスを受講し、
ノックス・グラマー・スクールに認められた学生は、
ノックス・
グラマー・スクールに入学するまでの期間、週 2 日は SCE で学習し、週 3 日はノックス・グラマー・スクールで授業
を受けたり、課外活動やイベントに参加をするという特別なプログラムに参加ができます。
このことにより、学生は早
くハイスクールでの生活に慣れることができます。

提携校の声
「シドニー・カレッジ・オブ・イングリッシュとセント・ポールズ・グラマー・スクールは、長年に渡り非常に良い関係を築いています。SCE はハイス
クール進学までの英語力を上達させるにはとても効果的な学校です。SCE では学生に常に様々な情報が提供され、講師が個々の英語力の進
捗を把握し、適切な手助けを行っています。私は自信をもって、SCE をおすすめできます。」

イアン・ウェイク セント・ポールズ・グラマー・スクール校長
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St Augustine’s College – Sydney Executive Officer of International Program, Vivian Cao, pictured on
campus with 2016-7 HSP graduates, celebrating the Chinese New Year holiday season

HIGH SCHOOL
PARTNERS
ハイスクール提携校
学生に人気のある進学先の一例となります。
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YLP
YOUNG LEARNERS PROGRAM

WHAT IS YLP?
ヤングラーナーズプログラム
小さなお子様をお持ちの多くの親御様からのご要望を受け、SCEではヤングラーナーズプログラムを開講しております。12歳以
上が対象の高校進学準備コースで定評のある当校では、
そのスキル、能力、施設を生かし、
ヤングラーナーズプログラムでもキメ
の細やかな講師のサポート、質の高い授業をご提供しております。
このプログラムは、生徒たちがオーストラリアの小学校で学習を開始できる英語力を身に付けられるように構成されておりま
す。授業内容は、英語の基本的な学習はもちろん、英語を使って、オーストラリアの文化・作法、オーストラリアの先住民であるア
ボリジニの文化、オーストラリアの歴史、環境問題、算数、科学なども学習します。毎月、違ったテーマに沿って学びます。
熟練した講師が個々のレベルにあったサポートをする為、学校初日にレベルチェックテストを行います。授業はヤングラーナー
ズ向けの教科書を使って行いますが、補助教材としてその他のテキストやオンライン教材も使用します。当校の講師は、適切な
トレーニングを受け、常に情熱を持って生徒たちに接しています。生徒たちは教室での学習の他に、屋外でのアクティビティや
月に2回開催される遠足などに参加することにより、飽きることなく学習を続けることができます。

コースの特徴
入学資格：
年齢：8歳から12歳
英語レベル：入門から
時間割

コース開始日：
毎週月曜日から開始可能（ただし、
クリスマス、年末年始の休暇期間を除く）
期間：1週間から
月曜日

火曜日

木曜日

金曜日

9:00 - 10:00

宿題の確認、
フォニックスと
スペル

宿題の確認、
英語の綴りと発音

宿題の確認、音読

宿題の確認、
英語の綴りと発音

宿題の確認、
英語の綴りと発音

10:00 - 10:30

教科書での学習
プレゼンテーション

教科書での学習
文法と単語

教科書での学習
読み取りと書き取り

教科書での学習
聞き取り

教科書での学習
文法と単語

休憩

10:30 - 10:45
10:45 - 11:40

英語を使って科学

英語を使って算数

演劇、物語、作文

英語を使って技術

英語を使って算数

11:40 - 12:15

作文

作文

作文

英語を使って科学

演劇、物語

昼休み

12:15 - 1:00

18

水曜日

1:00 - 1:30

基礎英語

基礎英語

1:30 - 2 :00

基礎英語

基礎英語

2:00 - 2:45

美術、音楽

美術、音楽

2:45 - 3:00

片付け・掃除

片付け・掃除

基礎英語

校外活動

基礎英語

体育

美術、音楽

片付け・掃除

片付け・掃除

片付け・掃除

STUDY
VACATION
ジュニア・ホリデー・プログラム
中高生を対象とした春・夏・冬休みを利用した語学研修プログラムです。
日本の英語教育とは異なった授業スタイルのもと、
午前中は英語レッスンを受講し、午後はアクティビティとして、講師やプログラム参加者たちと共にシドニーの観光名所など
を巡ります。
ホームステイ滞在を通してオーストラリアの生活を体験し、学校では他の国から来た学生たちに出会い、異文化に触れるこ
とができます。

スタディ・ツアー
10名から50名の団体のスタディ・ツアーも承ることができます。
フルタイム、
もしくはパートタイムの英語の授業と、
シドニ
ー市内のアクティビティ、ホームステイを組み合わせるなど、
フレキシブルで、幅の広い選択肢をご用意しております。
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HOU
ホームステイ・プログラム
SCE 在籍中にできる限り英語を使うための一つの方法として、ホームステイ・フ
ァミリーとともに生活をするという手段があります。ホームステイでは、素敵な人
々と出会う機会に恵まれることはもちろん、オーストラリアの生活様式を理解す
ることにもつながります。

L I V E

卒業生の声

SCE では、独自にホームステイ・ファミリーを管理しており、常に学生やホームス
テイ・ファミリーと近い関係を築いています。ホームステイ先はすべて、当校の厳
しい審査を事前にクリアしてから、ホストファミリーとして登録されます。
ホストファミリーは、心地よい部屋と設備を提供し、学生をフレンドリーに歓迎し
てくれます。
学校初日には、
オリエンテーションの際にホームステイ・コーディネーターよりホ
ームステイ滞在中の注意点が説明されます。ホームステイ・コーディネーターは
学校に常駐しておりますので、困ったことや質問などがあれば、いつでも相談に
乗ることができます。SCE のホームステイ・プログラムは、学生たちが効率よく学
び、新しい環境下でもくつろぎを感じられるよう、サポートします。

「SCE のホームステイは、
とてもすばらしかった
です。
まず、ホストファミリーは私の食べたい物を
選ばせてくれました。いつもおいしい食事を提供
してくれました。
さらに、
もし中華料理が恋しくなっ
たら、買いに行ってあげるからいつでも言ってねと
も言ってくれました。ホストマザーは、いつも英語
の練習相手になってくれて、オーストラリアの文化
や他のこともたくさん教えてくれました。部屋は綺
麗で整頓されていて、居心地がよかったです。ホー
ムステイ滞在中は、本当の私の家のようにくつろ
ぐことができました。」

アンジェリーナ 中国出身 高校進学準備

ホストファミリーの声「私たちは、学生たちの手助けをすることをとても楽しんでいます。
オーストラリアの文化や習慣を説明したり、学生たちが自信を持って英語を使うお手伝いをしてい
ます。特に、2 名から 3 名の出身国の違う学生たちを受け入れるときは非常に楽しいです。住んでいる国も言葉も違う学生たちと私たちが食卓を囲んで英語で会話をすることはすばら
しい経験です。ほとんどの学生たちとは、彼らが帰国した後でも連絡を取り合っています。学生たちに安全で、幸せで、
フレンドリーな滞在環境を提供できることは、私たちの喜びです。」
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サラ＆ディビッド ホストファミリー

SING

ホームステイ・
コーディネータ

•

恥ずかしがらずに、ホストファミリーと話をしてください。
で
きるだけ部屋にこもらず、家のリビングなど共通のエリア
で過ごすようにしてください。
そうすれば家族と交流ができ
て、出来事を共有したり、お互いのことについて学んだり、
一緒に心地よく過ごすことができます。

•

食事は、
もしかしたらあなたの慣れている食事と違うかも
しれませんが、恐れずに新しいものにチャレンジしてみてく
ださい。好きな食べ物や嫌いな食べ物について、
ファミリー
に話すのもよいでしょう。

•

出来る限りたくさんのアクティビティに参加してください。
ホストファミリーに、週末は何をするのかを尋ねてみてくだ
さい。そして、私も参加していいですかと聞いてみてくださ
い。
もしファミリーにビーチや散歩、買い物に行こうと誘わ
れたら、YES！と言ってください。新しい場所を見たり、オー
ストラリアの習慣やルールについて学べたり、ホストファミ
リーとの距離も近くなります。

•

ぜひホストファミリーに英語の勉強を手伝ってもらってくだ
さい。ホストファミリーと話すときは、間違いを恐れないで
ください。

•

家の中でも責任があるということは覚えておいてください。
あなたは、ただホテルに滞在するのではなく、家族の一員
になります。だから礼儀正しく、
フレンドリーであることが重
要です。汚した後は、
きちんと後始末をしてください。特に部
屋を綺麗に保って、ベッドメイキングをして、お手洗いやキッ
チンを使用した後は片づけてください。

ー より
ひとこと

•

通学の準備をしておいてください。
シドニーいるほとん
どの人は郊外に住んでいて、公共交通機関を使ってシ
ドニー中心地に移動をしています。だから、本を読んだ
り宿題をしたり、
この通学の時間を有意義に使ってく
ださい。

•

シドニーでのホストファミリーとの連絡手段を準備して
おいてください。ホストファミリーと常に連絡が取れる
状態にしておいてください。
ファミリーの名前や、電話
番号、住所などもいつも持ち歩いてください。

•

何か質問や問題があったら、気軽にファミリーに話を
してください。
もし寒かったら毛布やヒーターを準備し
てもらうようお願いをしたり、お腹がすいていたらもっ
と食べ物を頼んだり、食事の機会を逃してしまったの
なら、何か作ってもらうよう頼んでみてください。悲しい
出来事があったり、ホームシックになったら、遠慮なく
ホストファミリーにそのことを伝えてください。
卒業生の声
「SCE のホームステイの期間、
ファミリーはフレンドリーで、毎日朝
食や夕食を用意してくれたり、家族全員でゲームをしたり、運動など
に誘ってくれました。そのため、共通の話題が増えたり、以前学んだ
たくさんの日常表現などを使って、英語の練習をする機会がありまし
た。
自分の英文法の表現が合っているとか、間違っているとか、
どの言
葉を使えばよいのかなど心配する必要もありませんでした。全て自
然と言葉が出てきました。私が出掛ける時に、誰かが家にいて、私が
安全に目的地までたどり着けるか心配してくれる人がいるということ
が、普通のシドニーの観光客とは違う点だと感じました。それがホー
ムステイの魅力でもあると私は思います。」

キャロライン 中国出身 一般英語
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OUR P E
アガタ・スミス
学長

シドニーで英語を学習することをお考えですか。SCEは
長い歴史の中で、多くの生徒たちを受け入れてきまし
た。
当校は常に生徒優先という文化が根付いています。
経験豊富な講師達はみんな海外に住んでいたことがあ
るため、異文化に理解があり、海外での教務経験も豊
富です。
もちろん、生徒たちのニーズに対しても敏感で
す。私たちは”Open Door”という方針のもと、
フレンド
リーかつ効果的な方法で、生徒の関心に迅速に対応
することを心がけています。生徒たちが学習目的を達成
する手助けをし、彼らの人生に変化を与えられることに
よって、私は絶えず刺激を受けています。

ニック・クロンプトン
教務主任

新しい国に初めて来て、母語でない言葉を毎日話すの
は、緊張をしたり、恥ずかしかったり、
ひょっとしたら少
しストレスを感じるかもしれません。
それは新しくSCE
に来る人たちにとって当然のことです。覚えておいてい
ただきたい最も大切なことは、SCEの生徒はみんなあ
る時点では、
あなたと同じ状況にあったということです。
リラックスして、
クラスメイトに話しかけてみてください。
そうすれば、新しい友達もすぐにでき、英語を流暢に話
し、
オーストラリアでのすばらしい学びの冒険を楽しめ
ると思います。

コリン・ミュアヘッド

高校進学準備コース 学長

SCE はオーストラリアで最初に NEAS から認定
された機関であり、
シドニーでも屈指の現地高校
進学準備プログラムおよび進学サポートを提供し
ております。新しくいらっしゃる学生や保護者の方
々にもきっとご安心いただけるでしょう。
この高校
進学準備プログラムは、
シドニーを率いる全ての高
等教育機関から、入学のための準備が整っている
という証としてだけではなく、
オーストラリアの学習
環境における将来性を見込んだ指標としても認識
されています。
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EOPLE
SCE の講師、
スタッフ一同、
皆様のお越しを
お待ちしております。
クラウディア・へレーラ

ガイダンスカウンセラー

私のガイダンスカウンセラーとしての役割は、
故郷
を離れて厳しい時を乗り越えようとしている留学
生たちのサポートを行うことです。母国を離れるこ
とは、時に精神的に苦痛であるかもしれません。
ストレスへの対応の仕方や効果的な会話、
セルフ
ケアスキルなど教えることによって、彼らが自身の
人生を大切に、
そして責任をもって歩んでいける
ようアシストしています。
ジョージア・ハンソン

ホームステイコーディネーター

積極的に参加しましょう！SCE での経験は教
室で学ぶよりもはるかに実りが多いと思いま
す。
できるだけ多くの人と話して、放課後のア
クティビティには全て参加して、週末はぜひ探
検しに行ってください。SCEのホストファミリー
は、
あなたの第二の家族であり、
シドニーのツ
アーガイドであり、毎日英語を練習したり、
コミ
ュニケーション能力を伸ばすうえで最高の機
会を提供してくれます。
ライザ・デ・オリベイラ

スチューデント・サービス

友達作りに力を入れて、学校やシドニーでの時
間を楽しんでください。英語を学ぶことが、苦痛
やストレスである必要はありません。文化や言葉
に対して心をひらき、学校の中でも外でも出来る
限りたくさん友達と交流すれば、
より多くの学び
をえられるでしょう。
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ACTIVITIES
Image supplied by BridgeClimb Sydney

シドニーは勉強するには、素晴らしい場所です！SCE で学習に励み、ぜひ成果を出してください。学習の一方で、
この美しく
魅力的な街を楽しんでください。その際にフレンドリーなシドニーの人々に出会い、英語を練習するのも良い方法です。新し
い友達、
クラスメート、講師たちと、
シドニーの魅力を発見してください。
SCE のアクティビティプログラムには、興味深いアクティビティが豊富に含まれています。例えば、主要な観光スポットの訪
問、
ローカルの人々がおすすめするシドニーの “隠れスポット”を巡ったり、
ミュージカルやスポーツイベントへの参加、
アート
ギャラリー鑑賞、美しい公園やビーチでの散策ツアーなどを実施しています。
以下のシドニーのイベントはとても人気です。

• スカルプチャー・バイ・ザ・シー

• AFL シドニー・スワンズ（オーストラリアン・フットボール）

• ボンダイ ピクニック

• サーフキャンプ

• ミニワールドカップ（フットボール） • レイザータグ（光線銃サバイバルゲーム）
• タロンガ動物園
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• ビッビッド・シドニー（ライトアップの祭典）

CLUBS
放課後のアクティビティでは、以下のスキルを身につけると
ても良い機会です。

• プラスアルファで英語を練習する機会が得られ、流暢さの向上に
繋がる

• 発展的な英語表現や語彙を学べる

• オーストラリアで人気のある文化や著名人、イディオムについて
学べる

• 就職面接の準備や、面接スキルの向上

人気のあるアクティビティ
ビジネス・クラブ

シンギング・クラブ

• シドニーの競争の激しい市場に立ち向かう力

人気のある英語の歌を使い、英語の流暢さや発音を練習

• ビジネス英語（電話対応、会議での会話、オフィス

したり、英単語や英文法を学習します。定番のビートルズ

でのマナー等）
の学習

やローリング・ストーンズからオーストラリアの音楽まで、
様

• 履歴書の向上

々なアーティストの曲を、幅広く扱います。
また、古典的な

• プレゼンテーション・スキル

民謡を通じて、
オーストラリアの開拓者から伝わる歴史や

• 社内での駆け引きをうまく乗り越え、
出世する方法

ストーリーなども学びます。

IELTS ワークショップ
IELTS 試験に役立つ戦略やスキルやなどを学び

映画クラブ
映画観賞は、
リスニング力を伸ばしたり、長い１日のあとで

ます。
また、実践する機会も設けられています。参加

リラックスするのにとっておきの方法です。英語字幕をつけ

には中級レベル以上の英語力が推奨されます。

て上映しますので、
内容の理解に役立つでしょう。
たっぷり
とポップコーンも用意され、
それも楽しみながらご観賞い
ただけます。

25

コースの 選 択
アダルトコース
シドニー・カレッジ・オブ・イングリッシュの学生の多くは、高いレベルの英語力を身につけるために、24 週間、36 週
間、48 週間などの長期間の学習をしています。2 つ以上のコースをセットで受講し、長期に渡り学習をすることにより、
より高くの英語力を習得することができます。そして、将来的にオーストラリアの大学や専門学校への進学を選択したり、
英語の資格取得に挑戦をすることができます。

一般英語

進学英語

進学先
大学 / 専門学校
バチェラー、
マスターディグリーコース

上級レベル
GE Level 6

進学準備
EAP レベル 3

大学 / 専門学校
アドバンスド・ディプロマ、
バチェラーコース

上中級レベル
GE Level 5

進学準備
EAP レベル 2
中級レベル
GE Level 4

進学準備
EAP レベル 1 (午後)

+

準中級レベル
GE Level 3

初級レベル
GE Level 2
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一般英語 (午前)

専門学校
サティフィケート・ディプロマ、
アドバンスド・ディプロマ

ケンブリッジ準備
ケンブリッジ
準備
CPE

IELTS 準備

ケンブリッジ
準備

医療英語

OET 試験準備

CAE

ケンブリッジ
準備
FCE

ケンブリッジ準備
PET (午後)
+
一般英語 (午前)

発音矯正
IELTS 準備
医療英語 2 (午後)
+
一般英語 (午前)

医療英語 1 (午後)
+
一般英語 (午前)

発音矯正
発音矯正（午後）
+
一般英語 ( 午前 )
４週間
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シドニー。
カレッジ。オフ 。
イングリッシュ
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St Paul’s Grammar School Penrith Principal, Mr Ian Wake, pictured on the beautiful St
Paul’s campus with SCE High School Preparation graduates, March 2018.
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