～オーストラリア個人語学留学（短期･長期）2018～
学校名：ナヴィタス・イングリッシュ（Navitas English）
本部：Level 15，255 Elizabeth Street Sydney , NSW 2000 Australia
Tel：６１－２－８２４６－６８００
場 所：シドニー（シドニーハイドパーク校、マンリービーチ校）
、パース校、ブリスベン校
ダーウィン校、ホーソンメルボルン校
オーストラリア語学学校の特色
オーストラリアの語学学校は、ほとんどが私立の語学学校です。自然環境に恵まれ治安も
よく、アジア、ヨーロッパを中心に様々な国からの受け入れをしており、また入学時期が
柔軟なので、自分のスケジュールに合わせて語学留学できます。さらにオーストラリアの
地方都市へのアクセスも便利で、
語学留学修了後、
各自で個人旅行をすることも可能です。
プログラムの特色：
★アジア・ヨーロッパなどの国から学生が集まり、インターナショナルな環境の中で受講す
ることができます。(日本人 20％)
★個人のレベルに応じたクラスで学ぶことができます。
★一般的な英語コースのほかに児童英語講師養成のコースなどがあります。
★２週間からの短期留学コースから１年間の長期留学コースまで自由に選択できます。
環 境 シドニーハイドパーク校（Sydney Hide Park Campus）
学生定員：600 人
シドニー中心部に位置するモダンなキャンパスで、最先端の教育を受けられます。
オペラハウスとハーバーブリッジまで徒歩圏内、ウインヤード駅直結のビルにあり、
周辺にはショップやレストランが多数あり、シドニーの活気溢れる雰囲気を身近に
感じる事ができます。学校は、交通の便(バス、電車)の良い所にあります。
マンリービーチ校（Manly Campus）
学生定員：150 人
高速フェリーでわずか 15 分のマンリービーチと港が背中合わせにある高級住宅街
にあり、おしゃれなカフェやレストランなどがいたる所に点在するシドニーでも有
数の人気エリアです。波を見下ろしながらで、勉強ができます。
パース校（Perth Campus）
学生定員：442 人
オーストラリアで一番急成長を遂げている、
最もフレンドリーな都市パースにある、
活気溢れるキャンパスです。気候にも恵まれており、素晴らしい景色に囲まれなが
ら安全な環境のもと、ゆったりと英語を勉強できます。
ブリスベン校（Brisbane Campus）
学生定員：250 人
温暖で晴天率の高いブリスベン中心部にあります。ブリスベンは、オーストラリア
のサンシャインステートの州都で、ビーチや国立公園にアクセスしやすく、アウト
ドアを満喫できます。
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ダーウィン校（Darwin Campus）
学生定員：180 人
チャールズ・ダーウィン大学の近代的なキャンパスの中にあるので、学生は、大学
内の最新設備を利用することができます。英語の勉強とアドベンチャー（アボリジ
ニ文化、カカドゥ国立公園など）を一度に楽しみたい方に最高の学校です。
ホーソンーメルボルン校（Hawthorn amelbourune Campus）
学生定員：1,200 人
ホーソン大学の近代的なキャンパスの中にあるので、高い英語力を身につけられま
す。また学生は、大学内の最新設備を利用することができます。

滞在方法（ホームステイ）
：
ホームステイは、そのほとんどが学校近郊に位置しており、ホームステイに適した家庭
であると厳選された家庭ばかりです。学校までは電車やバスを利用し、平均３０～５０
分の通学時間です。日本人は、１家庭１人を原則とします。但し、同校に通う他国の生
徒が滞在している場合もあります。ホームステイ先から学校までは、原則として各自で
通学することになります。通学方法については、学校初日のオリエンテーションで説明
しますので、電車やバスなどの交通機関を利用する場合は、定期券（長期の場合）等を
購入すると便利です。
（各自負担）
日 程（例）
：２週間コース（シドニー・ハイドパーク校を選択した場合）
１日目
成田・関空発
（土曜日発）
２日目
シドニー（キングスフォードスミス空港）着
（日曜日）
係員が出迎え、車にてホストファミリー宅へ
※空港出迎えをご希望の方は、事前にお申し込みください。
（片道 155AUS$）

３日目
（月曜日）

ホストファミリーとマッチング
学校までの経路は、ホストファミリーに確認後、各自で学校まで行きます。
※初日にクラス分けテスト，オリエンテーションとテキスト配布
※２日目からは、各自で学校まで通学します。
※電車、バス等の交通機関を利用する場合は，定期券を事前に購入します。
通学費用は、各自負担となります。
（研修初日の月曜日が祝日の場合は、翌日からとなります）
クラスにて英語研修（一般コース）
週５日間（月～金） ２５時間
週末（土・日）はフリータイム

４日目
（火曜日）
～
１６日目
朝：ホームステイ先より空港へ
（日曜日発） 各自で帰路のフライトチェックイン
朝：シドニー（キングスフォードスミス空港）発
夕方：成田・関空着
＊期間は、希望に応じて２週間から長期まで自由に選べます。
（最大５２週間まで可能）
＊語学留学修了後、個人で自由旅行(ｵｰｽﾄﾗﾘｱ国内)をする場合は、事前にお知らせください。
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★ホームステイ：シドニー（シドニーハイドパーク校 、マンリービーチ校共通）
ブリスベン校、パース校、ダーウィン校
・ホームステイ手配手数料として 285AUS$がかかります。
（全校共通）
・各空港からホームステイ先までの送迎を必要な方には、送迎いたします。
（有料）
送迎費：シドニー空港（片道 155AUS$）
、ブリスベン空港（片道 135AUS$）
パース空港（片道 135AUS$）
、 ダーウィン空港（片道 125AUS$）
・ホームステイ料は、日曜日から土曜日まで滞在を１週間単位（７泊）とし、食事は、朝・
晩の２食が含まれています。
・ホームステイ料金は、ホームステイ中に個人の都合で宿泊、食事をキャンセルした場合や、
事前に宿泊しない場合があってもホームステイ料の返金、減額はありません。
・ホームステイの延泊は、原則として１週間単位となりますが、単泊を希望される場合は、
事前にお問合せください。
クラス分けテスト（主な学力レベル）
：初級，準中級，中級，上中級、準上級、上級、最上級
１．ビギナー(初級)
一般的な挨拶のフレーズや単語を幾つか使う程度。
２．インターミディエイトⅠ(準中級、中級)
日常生活での要求を満たすのに十分な英語を使う程度。
３．インターミディエイトⅡ(上中級、準上級)
日常生活での多くの要求や個人的な会話に十分な英語を使う程度。
４．アドバンス(上級、最上級)
日常生活で自信を持って、幅広い内容の英語を使う事ができる程度。
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受入期間：２０１８年１月～１２月
受講期間：２週間～５２週間（１週間単位で授業を増やすことができます。
）
開始日：月曜日（月曜日午前にレベル分けのテスト、オリエンテーションを実施）
コース：☆ジェネラル・イングリッシュコース
このコースは、様々な状況における総合的な英語力を伸ばしたいと思っている人に最適
のコースです。総合的な英語のスキルを伸ばしながら、あらゆる状況下において英語を
容易に使えるように幅広い英語の活用法を学びます。
入学金：２４５ＡＵＳ＄
教材費：１５AUS＄（各１週間ごとに）
授業料：シドニー（シドニーハイドパーク校、マンリービーチ校 共通）
日数
授業時間
授業料
ホームステイ料
２週間(１４泊)コース

５０時間

７２０ＡＵＳ＄

６００ＡＵＳ＄

３週間(２１泊)コース

７５時間

１０８０ＡＵＳ＄

９００ＡＵＳ＄

４週間(２８泊)コース

１００時間

１４４０ＡＵＳ＄

１２００ＡＵＳ＄

５週間(３５泊)コース

１２５時間

１８００ＡＵＳ＄

１５００ＡＵＳ＄

授業料：パース（パース校）
日数

授業時間

授業料

２週間(１４泊)コース

５０時間

７００ＡＵＳ＄

５４０ＡＵＳ＄

３週間(２１泊)コース

７５時間

１０５０ＡＵＳ＄

８１０ＡＵＳ＄

４週間(２８泊)コース

１００時間

１４００ＡＵＳ＄

１０８０ＡＵＳ＄

５週間(３５泊)コース

１２５時間

１７５０ＡＵＳ＄

１３５０ＡＵＳ＄

授業料：ブリスベン（ブリスベン校）
日数
授業時間

授業料

ホームステイ料

ホームステイ料

２週間(１４泊)コース

５０時間

６７０ＡＵＳ＄

５６０ＡＵＳ＄

３週間(２１泊)コース

７５時間

１００５ＡＵＳ＄

８４０ＡＵＳ＄

４週間(２８泊)コース

１００時間

１３４０ＡＵＳ＄

１１２０ＡＵＳ＄

５週間(３５泊)コース

１２５時間

１６７５ＡＵＳ＄

１４００ＡＵＳ＄

授業料：ダーウィン（ダーウィン校）
日数
授業時間

授業料

ホームステイ料

２週間(１４泊)コース

５０時間

７００ＡＵＳ＄

５８０ＡＵＳ＄

３週間(２１泊)コース

７５時間

１０５０ＡＵＳ＄

８７０ＡＵＳ＄

４週間(２８泊)コース

１００時間

１４００ＡＵＳ＄

１１６０ＡＵＳ＄

５週間(３５泊)コース

１２５時間

１７５０ＡＵＳ＄

１４５０ＡＵＳ＄
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ジェネラルイングリッシュコース 授業割サンプル（例）
Hours

月曜日

火曜日

水曜日

木曜日

金曜日

土曜日

日曜日

ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ

8:20～10:20

ﾎﾞｷｬﾌﾞﾗﾘｰ

英語学習法

ｽﾋﾟｰｷﾝｸﾞ

グラマー

ﾎﾞｷｬﾌﾞﾗﾘｰ
学習ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ

リーディング
グラマー

Power
Australia

復習

10:40～11:40

12:30～14:30

会話クラブ
リスニング
スピーキング

リスニング

センター

センター

ライティング

オリジナル

ホームワーク

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ

エピソードの
下書き

グラマーの
復習

ｽﾀﾃﾞｨﾙｰﾑ
エッセイ
ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ

スピーキング

まとめ

発音

応用

興味のある

今週のｸﾞﾗﾏｰと

新聞記事を

ﾎﾞｷｬﾌﾞﾗﾘｰの

探す

復習

ＤＶＤ

ホストファミリーと

クラブ

過ごす

Power
Presentation

・１週目の月曜日午前は、レベル分けテストとオリエンテーションがあります。
・クラスは、１週間で２５時間の学習＋ホームワーク（３時間）をする事になります。
授業科目 会話，ディスカッション，グラマー，スピーキング，リーディング
リスニング，ライティングなど
・週末には、様々なアクティビティがあり、希望に応じて自由に参加できます。
（有料）
登校初日のオリエンテーションの時に確認してください。
授業料に含まれるもの
・選択したコースのレッスン
・学生ＩＤカード
・無料でインターネット利用
・自習センターの使用
オーストラリア個人留学の費用の計算例：
シドニー ジェネラルイングリッシュコース 2 週間(14 泊)の場合１AUS$＝90 円計算
＊換金レートは、変動しますので、見積もり時に再度ご確認ください。
入学金
２４５AUS$ X９０円 ＝
２２，０５０円
授業料（２週間）
７２０AUS$ X９０円 ＝
６４，８００円
ホームステイ料（２週間） ６００AUS$ X９０円 ＝
５４，０００円
ホームステイ手配手数料
２８５AUS$ X９０円 ＝
２５，６５０円
教材費（２週間）
３０AUS$ X９０円 ＝
２，７００円
出迎え費（空港からの片道） １５５AUS$ X９０円 ＝
１３，９５０円
入学手続代行料
２０，０００円
送金手数料(銀行)
７，０００円
合 計
２１０，１５０円
その他に必要な経費
旅券(パスポート)申請料
国際航空券代
海外留学保険
現地生活費

５年間の旅券
１１，０００円
１０年間の旅券
１６，０００円
＊必要な方には、本会が紹介をします。
＊必要な方には、本会が紹介をします。
個人留学修了後の個人旅行
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～お申込み後の変更・解約等～
１．お申込み後、手配内容に変更が生じた場合は、変更手配料がかかります。
主な変更事項：日程の変更、受講コースの変更、ホームステイから寮などへの変更 等
変更手配料
(イ)お申込み後から出発日の前日から３１日前
１回につき３，０００円
(ロ)出発日の前日から起算しさかのぼって１５日前
１回につき１０，０００円
(ハ)出発日の前日から起算しさかのぼって１４日目以降
原則解約料と同扱い
２．お申込み後の派遣先の変更は、原則として｢解約｣扱いとなりますのでご了承ください。
３．お申込み後、解約される場合、以下の条件により解約料がかかりますので予めご了承く
ださい。尚、いかなる理由による解約の場合でも入学手続代行料は返金いたしません。
(イ)お申込み後から出発日の前日から３１日前
入学手続代行料のみ
(ロ)出発日の前日から起算しさかのぼって３０日目以降～１５日前まで
入学手続代行料とホームステイ料の１週間分と授業料２５％
(ハ)出発日の前日から起算しさかのぼって１４日目以降出発日前日まで
入学手続代行料とホームステイ料の１週間分と授業料４０％
(ニ)出発日以降または無連絡不参加
入学手続代行料とホームステイ料と授業料５０％
＊航空券の解約料については、航空会社によって異なりますので、お申し込みの際にご
確認ください。
４．派遣先にて英語研修を修了前に、途中で放棄した場合、残金の返金はありません。
授業を欠席した場合も、欠席した授業相当分の返金はありません。また、いかなる理由
で欠席した場合でも、
滞在期間(ホームステイなど)を欠席日数分延長することはできませ
んのでご注意ください。
５．英語研修中に，受入校の定める規則に反し、罰則により退学処分を受けた場合、いかな
る差額の払い戻しにも応じませんのでご了承ください。
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