


なぜSEAは選ばれるのか？
美しいビーチサイドのロケーション
学校はマンリーの中心部に位置し、たくさんのカフェ、バー
やお店がわずか数メートル圏内にあります。マンリービーチ
まではわずか２００ｍです。

高い教育水準
私たちの一般英語コースと試験対策コースは、高い評価
を得ています。全生徒を対象に毎月テストを行い、先生が
学生に対しフィードバックを行います。

素晴らしい国籍ミックス
SEAは世界３０か国以上から学生が訪れる国際色豊か
な環境です。ここにはいつでも英語を練習する機会があ
ります。

フレンドリーで家族のような雰囲気
多くのSEAの生徒が学校全体のとても親しみやすい雰
囲気を好評してくれます。 

豊富なソーシャルアクティビティー
毎週火曜日と金曜日のクラスの後に、学生から好評を得
ているバラエティー豊富なソーシャルアクティビティーを
行います。これには必ず教師が同伴します。アクティビテ
ィーに参加すれば、先生やほかの生徒のことをもっと知
ることが出来る上に、英語を学校外で練習することがで
きます。

素晴らしい教師軍
SEAの有能な先生たちは、生徒一人一人に対し熱心で、
活気に満ち溢れています。これによって学生は楽しみな
がら英語力を向上することができます。

本校が手配するローカルのホームステイ
ホームステイ先は、代表がホストファミリーを直接訪問し
た上で選ばれています。あなたのホームステイが素晴らし
い経験になることを保証します。 

スペシャリストコース
航空、物流事業やスキーインストラクターのための各専
門分野に特化した英語コースを開講しました。お気軽に
お問い合わせください。

Sydney English Academy

SEAはオーストラリアで最も長い歴史を持つひとつの、独立法人でアットホームな学校です。マンリービーチとシドニ
ーハーバーをつなぐマンリーのメインストリートに位置しています。学校のキャンパスから美しいマンリービーチまで
は、徒歩わずか２分です。本校は2001年、校長Mick Edwardsと代表Samantha Miltonによって設立以降、世界中
の何千人もの学生の英語力向上に貢献し、学生の専門的かつ多岐にわたる目標達成を支援してきました。
光栄なことに、多くの学生がSEAでの在校期間を延長してくださります。また、多くの在校生、卒業生が家族や友達
にSEAを推薦してくださることを誇りに思います。
SEAの哲学はシンプルです：BELONG ... ENJOY ... SUCCEED ...
私たちは、あなたがSEAでの環境に馴染み、受け入れられ、居心地の良さを感じられることを大切にしていま
す。ここに来れば、世界各国の友達ができ、楽しみ、そして何よりも“自信“を持って英語を話せるようになります。ま
た、SEAは小規模な学校であり、一クラスの学生人数は多くないため、個人のニーズに合ったレベルの高い授業を提
供しています。これにより、著しく学力が向上し目標を効率的に達成することが出来ます。
私たちの学生がSEAを選ぶ理由は、一人一人への行き届いたサポート、親しみやすさと、プロフェッショナルなサービ
スが他校と大きく異なるからです。私たちSEAスタッフは、あなた方一人一人にお会いできることを楽しみにしていま
す。ぜひ私たちが創り出した、居心地よく、かつ活気に満ちた環境をご自身で体験しに来て下さい。
Mick Edwards and Sam Milton, Founders and Directors

シドニー
世界で最もコスモポリタンな都市の1つであるシドニーにはすべてが揃っています。シドニーは清潔、安全で美しく、
世界的に有名な港に位置しています。暖かい夏と穏やかな冬のシドニーは、あなたのオーストラリア冒険を始めるの
に理想的な都市です。 

マンリー
マンリーには、学校からわずか数分で最高のビーチ、サーフィン、スキューバダイビング、美しいブッシュウォーク、スポ
ーツ施設などがあり、英語を勉強しながら一生に一度の休暇を過ごすのに最適な場所です。 また、安全で親しみや
すい雰囲気の中で、様々なフェスティバルやエンターテインメント、素晴らしいナイトライフを経験できます。有名な
シドニーオペラハウス、ハーバーブリッジやシドニーの下町は美しいシドニー港を渡ってわずか15分にあります。

ようこそ

「この学校は親しみやすく、まるで大家族のようです。勉強が全くストレスになりませんでし
た。先生たちは、常にやる気があり忍耐強く、活動的で前向きでした」 Meryll from France

「私はこの学校のアットホームな雰囲気と質の高い授業が大好きでした」 
Angel from Montreux Switzerland

We are 
here!



「SEAのスタッフはとても親切で、常に支えてくれました。また、彼らの豊富な情報と知識
を私たちに沢山教えてくれました」 Tugsuu from Mongolia

「FCEコースのおかげで期待以上に速く成果を出すことができ、またグレードBで合格する
ことが出来ました！」 Radek from The Czech Republic

コース内容と時間割
一般英語：フルタイム
コース期間2 – 50週間 
8.45am – 1.10pm / 2.00pm – 3.00pm 　週2３時間
フルタイムの一般英語コースは週２０時間で構成されています。
クラス授業に加えて、1時間の会話クラスと2時間のMyEnglish(教
師監修の自己学習時間)があります。
このフルタイムコースは英会話、発音、リスニング、文法と語彙力に
重点を置きます。
当プログラムは、これらを通じてあなたの英語の流暢さ、正確さと
自信がつくよう強化していきます。
学生ビザ、観光ビザとワーキングホリデービザの所有者が申し込
み可能です。

ケンブリッジ（FCE）/（CAE）準備コース 
コース期間10 – 12週間 
8.45am – 1.10pm / 2.00pm – 3.00pm 　週2３時間
これらのコースは国際的に認知されているケンブリッジ試験の準
備をするためのコースです。
学生ビザ、観光ビザとワーキングホリデービザの所有者が申し込
み可能です。

一般英語：パートタイム
8.45am – 12.10pm　 週15時間 
フルタイムコースの内容と同様。
観光およびワーキングホリデービザの保有者が申し込み可能です。

一般英語：フルタイム夜間コース
コース期間2 – 50週間     4.15ｐm – 8.30pm    週20時間
フルタイムの夜間一般英語コースは週２０時間で構成されていま
す。
学生ビザ、観光ビザとワーキングホリデービザの所有者が申し込
み可能です。

「卒業する生徒には、
卒業証書が卒業式で

授与されます」

Sample timetable
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

8.45 – 10.45 授業 授業 授業 授業 授業
コーヒーブレイク
11.10 – 1.10 授業 授業 授業 授業 授業
ランチ

2.00 – 3.00
ソーシャルアクティビ
ティー

MyEnglish 英会話クラス MyEnglish ソーシャルアクティビ
ティー

3.00 – 4.30 
(4pm on Friday)

自由時間（学校の施設
を自由に使えます）

イブニングクラス
4.15 – 6.15 授業 授業 授業 授業 授業
コーヒーブレイク
6.30 – 8.30pm 授業 授業 授業 授業 授業

英語＋サーフィン
午前8時45分〜午後12時10分の英語クラス　 
＋週３回の午後のサーフィンレッスン
午前中はSEAで英語を勉強し、午後はマンリーの公認
されたサーフスクールで、サーフィンレッスンに参加します。
サーフィンレッスンはSEAから徒歩数分のマンリービー
チで行われます。 学生にはサーフボードとウェットスーツ
が提供されるため、すぐにサーフィンに臨めます！
観光およびワーキングホリデービザの保有者が申し込
み可能です。

英語＋スキューバダイビング
午前8時45分〜午後１時１０分の英語クラス
月曜日から金曜日まで英語を勉強し、週末には公認され
たダイビングスクールでPADIスキューバダイビングコー
スに参加します。
観光およびワーキングホリデービザの保有者が申し込
み可能です。

スタディツアー
SEAでは各グループに合った様々なスタディツアーを他
校に負けない低価格で手配しています。クライエントの
要望に合った、素晴らしいコースをご用意します。SEAに
直接お問い合わせください。
観光およびワーキングホリデービザの保有者が申し込
み可能です。

進歩チェック 
SEAでは毎月筆記テストとスピーキングテストを行いま
す。テスト後、先生と学生の一対一で行われる面談で、自
身の英語の進歩状況に関して詳細なフィードバックをも
らうことができます。これはSEA独自のシステムです。あ
なたの成果は、卒業まで随時記録されていきます。



宿泊施設 仕事
ホームステイ
SEAの校長とディレクターは、1８年以上にわたり自らすべてのホームス
テイ先を直接訪問し、手配してきました。他校にはない素晴らしいホーム
ステイ経験を提供しています。どのホストファミリーも温かい家庭であり、
安全かつ快適な環境です。またすべてのホームステイ先は、学校から交
通機関を利用して３５分以内の場所に位置し、その多くがビーチに近く美
しいロケーションにあります。 

バックパッカー・ホステル
マンリーにはバックパッカーやホステル、ゲストハウスやホテルなど、あら
ゆる予算に合う幅広い宿泊施設があります。多くの宿泊施設が、学校とビ
ーチまでの徒歩五分圏内にあります。学校の寮はSEAのキャンパスから徒
歩わずか１０分、マンリービーチからは２分の距離にあります。ドミトリー、
ツインとシングルルームがあります。

学生サービス
私たちは、全力であなたをサポートします。
学生が困っていることがあれば、いつでも親身になって支援します。

空港出迎え
あなたの渡豪前に必要な情報をお送りします。
SEAの空港送迎は、事前に集合場所やサービスの詳細をお知らせするた
め、ステイ先への移動に関してご心配は要りません。

初日
当日の朝はディレクターのサムが新入生を出迎え、レベル分けのテストと
インタビューを行います。その後、あなたのレベルに合わせたクラスに入り、
新入生に向けたオリエンテーションが午後に行われます。ここでSEAの
学生証、オリエンテーションガイドライン、A－Zのアクティビティーと地図
が入ったウェルカムパックが手渡されます。オリエンテーションでは最初
の週の主な流れや、マンリーについての説明があります。

カウンセリング
私たちの熱心なスタッフは、個人的な相談や学習オプションについてのア
ドバイスや手助けをいつでも行います。また、予約をすれば教師と個人面
談を行うことができます。

学校でのサポート 
校内に掲示板を設けており、仕事の求人情報や旅行、地元の情報など、様
々な情報を掲示しています。

入学した第一週目、下記について助言、支援します:
• 履歴書の作成
• Tax File numberの申し込み
• 銀行口座開設
• 仕事用語の説明
• 仕事探しに必要な情報
• RSA(アルコールを扱うための資格)のコース予約
このほかに、もし必要であればSEAのスタッフが雇用者に電話をかけるこ
ともできます。

ソーシャルアクティビティー
SEAのソーシャルアクティビティーでは、可能な限り多様性のあるイベント
を行うことを目指しています。
毎週火曜日と金曜日、友達や教師と共に下記のいずれかの楽しいアクティ
ビティに参加することが出来ます：
•シドニーハーバーでのカヤック（学校から徒歩5分）
•ビーチバレーボール（学校から徒歩2分）
•ビーチバーベキュー
•ブッシュウォーク
•ハーバーサイドピクニック
•テニス
•アート/文化的な遠足
•屋内ロッククライミング
•国際料理パーティー
•サッカー

毎回アクティビティーに
は先生が同伴するため、
授業とは違った先生の一
面を知ることができます。
また、あなたの英語を練
習し続ける素晴らしい機

会になります！

「私がお気に入りだったソーシャルアクティビティーは、シェリービーチでのバーベキュー
と動物園でした」 Kjersti from Norway

「私のホームステイのお母さんは最高中の最高でした！私のホームステイ先はとても清潔
で居心地がよく、便利でした」 Tae Woo from Korea

Belong 
Enjoy 

Succeed



CRICOS Provider code 02353C  
ACN 095 476 029 ABN 68 095 476 029

sb
 0

47
4_

11
19

J

SEA
Sydney English Academy

Sydney English Academy
Top floor, La Gallerie 
Suite 19, 74-78 The Corso 
Manly NSW Australia

Tel: 61 2 9976 6988 
Fax: 61 2 9976 6977 
Email: info@sea-english.com

www.sea-english.com

Our representative


