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WELCOME TO ELSIS 

SYDNEY | シドニー校

シティ中心部の便利なロケーション。ダーリングハーバーやハイド
パークも徒歩圏内です。公共交通機関で行ける美しいビーチもたく
さんあり、シティライフとビーチライフ両方楽しみたい方におすす
めです。

MELBOURNE | メルボルン校

市内中心部をはしる無料トラムの停車駅からすぐの便利なロケー
ション。メルボルンは世界の住みやすい都市ランキングでも上位
にランクインしており、カフェ巡りやアート巡りが好きな方にも
おすすめの都市です。

BRISBANE | ブリスベン校 

市内中心部の綺麗で近代的なキャンパス。有名なボタニックガーデ
ンやサウスバンクへも徒歩圏内。ブリスベンは年間を通じて温暖
で、比較的生活費も安く過ごしやすいのが学生さんに人気です。

*クラス人数・国籍バランスは年間平均で記載しております。時期により異なる場合があります。開講コースは、受講者数により変動する場合があります。アクティビティは無料・有料のものがあり、ともに自由参加で
す。有料のものは、2019年度の料金を目安として記載しております。学生割引のツアーや映画などスチューデントサービスにて情報提供しております。お気軽にお尋ねください。

設立： 1991年

学生数： 平均350名 (中規模）

一般英語レベル数：6段階

クラス人数：平均15名 (最大18名）

日本人スタッフ：在中

開講コース： 一般英語、ケンブリッジ検定準備 
(PET・FCE・CAE), IELTS, EAP (進学英語）

国籍バランス：日本6％、南米65%、ヨーロッ
パ15%、タイ6%、韓国3%、その他アジア5%

学校主催アクティビティ：平均2回/月

学外アクティビティ：毎日

アクティビティの例：ビーチでのBBQ、カッ
プケーキデー、ロイヤルボタニックガーデン
へ遠足、ムービー・デイ、ヴィヴィッドシドニ
ーフェスティバル、屋外アイススケート、ポ
ートスティーブンスツアー（$99）、ハンター
バレーツアー（$99）、ジャービス・ベイツア
ー ($99）、ウィークエンド・サーフキャンプ        
(料金は日数により異なる）

設立：2016年

学生数：平均135名 (小規模）

一般英語レベル数：6段階

クラス人数：平均13名 (最大18名）

日本人スタッフ：LINEや電話で日本語サポート可

開講コース：一般英語、ケンブリッジ検定準備
(FCE・CAE)、IELTS

国籍バランス：日本9%、南米68%、ヨーロッパ
13%、タイ4%、韓国3%、その他アジア4%

学校主催アクティビティ：平均2回/月　

学外アクティビティ： 毎日

アクティビティの例： ブリスベンシティホールツ
アー、イート・ストリート・マーケット散策、パ
ーラメントハウスツアー、ピザ・ランチ、オージ
ーBBQ、サッカーゲーム、ロイヤルボタニックガ
ーデンでピクニック、美術館見学、夜景観賞、バ
ウンス・インドア・トランポリン($12)ローンパイ
ン・コアラサンクチュアリー・ツアー ($22) など

1
ELSISが選ばれる理由

日本人が少なく、国籍バランスがよい。
英語環境でしっかり学べる

2 リーズナブルな料金で、質の高い授業と
無料で参加できる放課後ワークショップ 

3 高い合格率を誇るケンブリッジ検定や
IELTSの資格試験対策コースも充実

4 オーストラリアの専門学校・TAFE・大
学・大学院へのパスウェイが豊富な進学校 

5 ローカル企業インターンシップ
で英語＋αの経験ができる 

設立：2014年

学生数： 平均150名 (小規模）

一般英語レベル数：6段階

クラス人数：平均15名 (最大18名）

日本人スタッフ：LINEや電話で日本語サポー
ト可

開講コース：一般英語、ケンブリッジ検定準備
(FCE・CAE), IELTS, EAP (進学英語)

国籍バランス： 日本7%、南米62%、ヨーロッ
パ16%、タイ10%、その他アジア 5%

学校主催アクティビティ：平均2回/月　

学外アクティビティ： 毎日

アクティビティの例：オージーBBQ、サッカ
ーマッチ、ナイトマーケットツアー、ムービ
ーデイ、ワイルドライフパーク・カンガルーツ
アー($65)、グレートオーシャンロードツアー
($49)、メルボルン水族館($18)、チューリップ
フェスティバルツアー($69)、ヤラバレーツア
ー($59)など

ELSISは留学生に人気の
3都市で開講、キャンパ
ス間の転校もOK!

各キャンパスともにアッ
トホームな雰囲気で、初
めての留学も安心です。

www.elsis.edu.au
http://www.elsis.edu.au
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GENERAL INTENSIVE ENGLISH | 一般英語コース
CRICOS Course Code: 054514E

期間 2週間から84週間

レベル ビギナーから上級まで            
6レベル

クラスサイズ 平均15名 (最大18名）

対象年齢 18歳以上

入学英語レベル 全てのレベル

入学日 毎週月曜日

Key Facts

CAMBRIDGE EXAM PREPARATION | ケンブリッジ試験対策コース
CRICOS Course Code: 096284M

This is an authorised Test Venue

IELTS |  IELTS試験対策コース
CRICOS Course Code: 062241C

EAP | 進学英語コース
CRICOS Course Code: 058166K

Key Facts

英語初心者や学習にブランクのある方におすすめの、総合的
に英語力を伸ばすコース。入学時のテストで初級から上級
まで6段階のクラス分けを行い、自分にあったレベルで、読
み・書き・スピーキング・リスニングをバランスよく学べま
す。経験のある講師が丁寧に指導しますので初心者でも安
心。クラスは少人数制でフレンドリーな雰囲気なので、発言
や質問もしやすいです。教科書は日常生活でよく使う単語や
表現のほか、オーストラリアの文化や最新のニュースなど興
味深いトピックを網羅しており楽しく勉強できます。6週間
毎のテストで学習進度を診断・フィードバックし、成績に応
じてより上級レベルのクラスやコースへ進めます。

COURSES | コース概要　
個々の目標やプランによって選べる4つのコース。途中コース変更も可能。　

進学や移住のために、IELTS試験でハイスコア獲得を目指す
方のための試験対策コース。ジェネラルとアカデミック両方
のモジュールに対応しています。IELTSを知り尽くした講師
が、試験のコツやテクニックを交えながら、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技能を指導。
教材は過去問題や、よく出題されるテーマに沿った内容で、
語彙力を強化しながら出題形式に慣れることができます。     
3週間毎に本試験に則った模擬テストが行われ、講師からの
フィードバックを受け取ることができます。苦手分野を明確
化して計画的に強化していくことで、各セクションの底上げ
と総合得点アップを目指します。

期間 2週間から24週間

レベル 中級～上級

クラスサイズ 平均12名 (最大18名）

対象年齢 18歳以上

入学英語レベル Intermediate (中級レベル)
以上

入学日 毎週月曜日

Key Facts

期間
10週間または12週間 (入学日
を参照) 
クローズドクラス

レベル
B1 (PET)
B2 (FCE)
C1 (CAE)

クラスサイズ 平均12名 (最大18名)

対象年齢 18歳以上

入学英語レベル Intermediate (中級レベル) 
以上

入学日
2020年
1月6日 (10 週) 、3月30日 (12 
週) 、6月22日 (10 週) 、9月
14日 (12週)   

Key Facts

ケンブリッジ英検は、英語を母国語としない受験者の英語
力の証明として、英国ケンブリッジ大学より提供されてい
る試験で、大学進学や就職、移住の際に語学力の証明とし
て多くの国で利用されています。日本でも大学入試等で導
入され始めており、今後ますます注目の資格です。

ELSISのケンブリッジコースは、クローズドクラス（共通
のクラスメイトとコース期間を通じて一緒に受講する）の
ため、クラスの一体感も強く、教室では質問が飛び交い、
より真剣な雰囲気です。経験豊富な講師が、テストの傾向
やテクニックはもちろん、文法や語彙などの要点も抑え
て指導します。模擬テストを定期的に実施しカウンセリン
グしますので、日本人の苦手とするスピーキング力の強化
にもつながります。ケンブリッジコースを受けたことで英
語力に自信がついたという学生さんも多数。ELSISのケン
ブリッジコース終了者の検定合格率は90%以上と高く、
何か資格をとって帰国されたい方にもおすすめのコースで
す。ELSISシドニー校とメルボルン校は公式センターで、
学内での本試験受験が可能です。

EAP(進学英語）コースは、オーストラリアで進学を目指す
方のための、より高度な内容のリーディングやライティン
グ力、リサーチ力やプレゼンテーション力を強化すること
を目標としたコースです。進学英語コースで規定の成績を
収めると、ELSIS提携の大学や大学院、専門学校へ英語の
試験なしにダイレクトエントリーできます。コースは6週間
毎に異なるモジュールによるアセスメントが行われ、その
結果が進学につながるため、クラスはより真剣で集中した
雰囲気です。経験の豊富な講師陣が、丁寧に指導し定期的
にカウンセリングを行い各生徒の目標レベルまで引き上げ
るサポートをします。進学英語コースで学ぶことで、進学
後に必要とされるエッセイやリポートのライティング、レ
クチャーのノートの取り方などさまざまなアカデミック・
スキルも習得できます。

期間 6週間から24週間

レベル
EAP1- Upper Intermediate 
(中上級)
EAP2- Advanced (上級)

クラスサイズ 平均15名 (最大18名)

対象年齢 18歳以上

入学英語レベル Upper Intermediate (中上
級) 以上

入学日
2020年
1月6日、2月17日、3月30
日、5月18日、6月22日、8
月3日、9月14日、10月26日

初級 初中級 中級 中上級 上級ビギナー

1 2 3 4 5 6

初級 初中級 中級 中上級 上級ビギナー

1 2 3 4 5 6

初級 初中級 中級 中上級 上級ビギナー

1 2 3 4 5 6

B1
(PET)

B2
(FCE)

C1
(CAE)

IELTS

初級 初中級 中級 中上級 上級ビギナー

1 2 3 4 5 6

EAP1 EAP2

自分はどのレベル？

オンライン・レベルテス
トはここから

www.elsis.edu.au
http://www.elsis.edu.au
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HOSPITALITY

PRONUNCIATION

COVER LETTERS 
AND RESUMES

COFFEE  
CONVERSATION

BUSINESS 
ENGLISH

ONE-ON-ONE

対象レベル： 初中級以上

ワインサーブの仕方やテーブルセ
ッティング、英語でのオーダーの
取り方、ホスピタリティ業界で必
須のボキャブラリーなどオースト
ラリアのレストラン・ホテル・カ
フェ等で働くための基本を学べま
す。受講者は、サーティフィケー
ト（コース修了書）も取得でき
ます。

対象レベル： 全レベル

日本人の苦手とする発音を矯正
し、ネイティブのように流暢には
っきりと自信を持って話せるよう
トレーニングします。毎回、新し
い単語が出ますので、正しい発音
で語彙を増やせますし、発音のト
レーニングをすることで、リスニ
ング力も同時に伸ばせます。

対象レベル： 全レベル

ローカルのアルバイトや就職に効
果的なレジュメ（英文履歴書）、
オーストラリアの基準に則ったカ
バーレターの書き方を学べます。
何度でも参加できますので、志望
先の職種ごとに書き換えて先生に
チェックしてもらうこともでき
ます。

対象レベル： 全レベル

学内のコモンエリアや学校周辺の
カフェで、お茶をしながらカジ
ュアルな雰囲気で英会話の練習が
できます。先生も交えた複数人で
話せるため、自然な会話力をつけ
る場になり実践力強化ができます
し、クラス外でも友達を作るいい
機会になります。

対象レベル： 中級以上

国際的なビジネスの場で役立つ英
語でのコミュニケーション力を高
めます。現場で起こりうるリアル
な状況を取り上げ、ロールプレイ
で練習したり、ビジネスメールの
書き方を学びながらビジネスに関
連する語彙力もつけられます。

対象レベル： 全レベル

先生との20分のプライベートレッ
スンが受けられる、一番人気のワ
ークショップ。受け身でなく、自
分で質問したい内容や会話のトピ
ックを用意して臨む必要がありま
すので、自主的に学習する習慣づ
けにもなります。20分の使い方は
自分次第です。

JOB SEARCH
GRAMMAR 
PRACTICE

TED TALKS AND 
DISCUSSIONS

対象レベル： 初中級以上

オーストラリアの代表的仕事探し
サイトの紹介や検索方法、経験・
スキルにあった仕事の見つけ方、
面接でよく聞かれる質問やその答
え方などを幅広く学べるワークシ
ョップです。学内にもさまざまな
アルバイトの求人票が掲示してあ
ります。

対象レベル： 全レベル

文法が苦手、自信がないという方
や、もう一度きちんとおさらいし
たい方におすすめのワークショッ
プ。毎回異なる文法事項を、身近
な例文を用いて学びます。TOEIC
やCambridgeなどの資格試験の
文法問題対策としてもおすすめ。

対象レベル： 中級以上

政治、心理学、経済、科学などの
幅広い分野のエキスパートたちに
よるプレゼンテーションが視聴で
きるTED Talkを教材として使用
し、動画を見たあとはそのテーマ
についてグループディスカッショ
ンを行います。自分の考えを英語
でアウトプットする練習に最適
です。

WORKSHOPS | 無料ワークショップ

MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY

必修語彙
リーディングと
ディスカッション

スピーキング練習 ライティング
ビデオ視聴と
内容解説

リーディングと
ディスカッション

語彙と
ワードビルディング

リーディングと
ディスカッション

文章の構成練習
ビデオ内容の
ディスカッション

スピーキングと発音 文法と練習 語彙と発音 文法と練習
今週のポイント
おさらい

リアル・ライフ リスニング演習 ロールプレイ演習 リスニング演習
先生からの
１対1フィードバック

ランチブレイク

無料ワークショップを毎日開講　

＊タイムテーブルはコース、キャンパス、日程により異なります。詳細はお問合せください。

TIMETABLES | タイムテーブル

ELSISは、仕事やプライベートと両立していただける
よう、モーニング・コースとイブニング・コースを開
講しています。それぞれ、学校以外の午後や午前の時
間を有効に使える時間帯になっています。

モーニング・コース
Times Monday to Friday

8:15 to 10:15 Lesson 1

10:15 to 10:30 Break

10:30 to 12:30 Lesson 2

イブニング・コース
Times Monday to Friday

5:10 to 7:10 Lesson 1

7:10 to 7:30 Break

7:30 to 9:30 Lesson 2

一般英語コースのサンプル・タイムテーブル

発音や英文履歴書、仕事探し、接客英語などの様々な”実践で使える”ワークショップを毎日開講
しており、すべて無料で受講できます。とくに先生と1対1の20分間プライベートレッスンは大人気
です。先生とのプライベートレッスンを何度でも無料でうけられるのは、数あるオーストラリアの
語学学校の中でもELSISだけです。 
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トライアルレッスンを受け、先
生の教え方やクラスの雰囲気が
すごくよかったのでELSISを選
びました。学校スタッフの方も
親切で、親身になってサポート
してくれました！

NATSUMI KANO
日本 | シドニー校

おすすめ

おすすめ 人気No.1

仕事Get!仕事Get!仕事Get!

仕事Get!

授業：週20時間　+　無料ワークショップ（最大週11時間）

※ワークショップのタイムテーブルはキャンパスにより異なり、毎月更新しています。最新情報はお問合せください。

www.elsis.edu.au
http://www.elsis.edu.au
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ELSISで英語を学んだあとは、ローカル企業やホテルでのインターンシップ・プログラムにも挑戦できます。インターンシッ
プとは、学生が就職や転職前に企業で一定期間、就業体験をすること。興味のある職種や業界で、インターン生として実際
に働いてみることで、視野を拡げることができますし、海外のビジネスマナーや現場でのコミュニケーション方法を学ぶこ
とができます。海外で働くことで、日本にない課題や問題に直面することも多いかもしれません。しかし、それを 乗り越え
ることによって培える状況対応力や自信、主体性や実行力は、就職のみならず、人生のさまざまな局面で役立つことでしょ
う。ELSISはグループ内にインターンシップ手配部門をもち、500社を超える提携企業がありますので、よりきめ細かいサポ
ートで個々の能力や要望にあったインターン先をご紹介できることが強みです。受け入れ先企業は、IT・マーケティング・会
計・人事・ホスピタリティなど多岐にわたり幅広いリクエストにお応えしています。

PROFESSIONAL                                                 
INTERNSHIP PROGRAM | インターンシップ・プログラム PATHWAYS FROM ELSIS | ELSISからの進学先

派遣先企業の例:

オーストラリアの専門学校やTAFE、大学でさらに専門的な勉強をしたい方は、ELSISで英語コースを受講し規定の成績を修
めることで、英語試験なしにダイレクト・エントリーできます。提携校で学べる内容は、ビジネス・マーケティング・IT・ス
ポーツ・ビューティー・福祉・チャイルドケア・デザインなど多岐にわたり、ELSISの講師やスタッフが進学までしっかりサ
ポートします。進学先のレベルや専攻により、受講が必要な英語コースや期間が異なりますので、お問合せください。

 CRICOS:  02644C

BRISBANE/MELBOURNE/SYDNEY

BRISBANE/MELBOURNE/SYDNEY

 CRICOS:  03048D

MELBOURNE/SYDNEY

 CRICOS:  02475D

SYDNEY

BRISBANE/MELBOURNE/SYDNEY

SYDNEY

 CRICOS:  001 1 1D

ELSIS – General English, IELTS Exam Preparation, Cambridge Exam Preparation, English for Academic Purposes (EAP)

プロフェッショナル・インターンシップ参加資格
英語レベル：Upper Intermediate (中上級) 以上
学位：大学一年次以上
ビザ：ワーキングホリデー、学生
期間：12週間～
派遣先：現地の各企業

ホテル・インターンシップ参加資格
英語レベル：Intermediate (中級) 以上、職種により異なる
学位：不問
ビザ：ワーキングホリデー
期間：12週間～
派遣先：現地のホテル、リゾートなど

ELSISで語学力強化
(Upper Intermediateレベル)

英文履歴書作成

電話コンサルティン
グ・スキルマッチ

WEB適正テスト・ビ
デオインタビュー

英語面接の準備・練習

派遣先の紹介・面接

インターンシップ

12週間

プロフェッショナル・インターンシップ開始までの流れ

一般英語コース

ケンブリッジ試験対策コース

4～17週間

インターンシップ修了証を発行

Other articulation Pathways:

www.elsis.edu.au
http://www.elsis.edu.au
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STUDENT TESTIMONIALS | 卒業生の声

ワークショップがすごく良かっ
た。毎日違うワークショップを
やっていて、自分の予定があう
ときに参加できるのがいい。特
に発音のワークショップが役に
立ちました。

EDERSON JOELSON
ブラジル | シドニー校

BBQや遠足などアクティビテ
ィが楽しく、たくさんの友達
ができた。ELSISで英語を学
べてよかった！

PARIN 
THANAVATANACHAVOEN
(BLESS)
タイ | メルボルン校

シティ中心部にキャンパスがあるので、すごく便利だっ
た。就職支援ワークショップを活用して仕事も無事ゲッ
トし、オーストラリア生活のスタートがきれました。
 
ANDREA ZARATE
エクアドル | ブリスベン校

ELSISの先生達は皆フレンドリー
で、わかりやすく熱心に教えてく
れるのがすごくよかったです。

MIHELCA GUSTIN
スロベニア | シドニー校

学生も先生もやる気があって、皆
モチベーションが高い！クラスの
雰囲気もよくて、楽しく勉強でき
たし英語以外にもELSISで沢山の
経験ができた。 

DANIEL CIERO SIRVIENTE
スペイン | メルボルン校

ELSISに来る前は人前で英語
を話すのが恥ずかしかったけ
れど、今では長い会話にも慣
れて自信を持って話せるよう
になりました。

BRIGITTE RIVERO
メキシコ | ブリスベン校

SOCIAL ACTIVITIS | アクティビティ

ELSISでは、学生の皆様に楽しく英語を学んでもらうため、毎月様々なアクティビティを企画しております。アクティビティ
を通じて、日常的なコミュニケーションを効果的に学び、各国からの留学生とともに活きた現地体験をすることで、コミュ
ニティに参加し、オーストラリア滞在がより有意義なものになると信じています。

週末には、学生割引のあるサーフ・キャンプや有名な観光地へのバスツアーなどもご紹介していますので、学生課にてお問
合せ・お申込みください。

最新のアクティビティやスケジュールをチェックしたい方
は、ELSISのFacebookにアクセス！

Surf Camp 
Sydney

Bounce 
Melbourne

Outdoor Ice skating 
Sydney

Koala Sanctuary 
Brisbane

Coogee beach 
Sydney

Football match 
Brisbane

www.elsis.edu.au
http://www.elsis.edu.au


Brisbane Campus
Level 1, 126 Margaret St, Brisbane, QLD 4000
Ph: + (61 7) 3210 7474 | info@elsis.edu.au
Melbourne Campus
Level 7, 399 Lonsdale St, Melbourne, VIC 3000
Ph: + (61 3) 9603 5333 | info@elsis.edu.au
Sydney Campus
Level 2, 545 Kent St, Sydney, NSW 2000 
Ph: + (61 2) 8766 3500 | info@elsis.edu.au
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