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Welcome 
ようこそ私達の学校、そしてとてもユニークな場所バイロンベイへ！新しい国へ旅し、そ
の文化に触れることは、誰にとっても一番刺激的な事の一つでしょう。大変な事もあるで
しょうが、みなさんが新しい環境に順応できるよう手助けをします。それが私達の仕事で
す。バイロンベイでの英語学習を通し、オーストラリア、そして世界中からの友達ができ
るでしょう。またあなたの一生の宝物となる新しい知識、そして経験を分かち合うことが

できるでしょう。　　　　　　
                                   Michael O’Grady - ディレクター

移動手段
バイロンベイでは多くの生徒が自転車を利用しています。学校にて
レンタル可能です。また町にはバスも走っています。学校まで徒歩
で通う生徒もいます。

国籍
どの国の生徒もバイロンベイで英語を学ぶことができます。多くの
生徒がヨーロッパ（フランス、チェコスロバキア、スイス、イタリ
ア、ドイツ、スペイン）、スカンジナビア、アジア（日本、台湾、
韓国）そして南米（ブラジル、チリ、アルゼンチン）から来ていま
す。国際色豊かな学習環境を整えるため、できる限り多くの国から

学生を受け入れるよう努めています

私達の使命
•	 英語力の向上

•	 新たな人生経験　

ロケーション 
私達の学校はバイロンベイの街中に位置します。バス停ま
で１００ｍ、ビーチへは徒歩８分で行くことができます。
また郵便局、スーパーマーケット、カフェ、ベーカリー、

銀行なども近くにあります。

バイロンベイでの経験が私の人生を変えました。前よりもずっと
自立できています。また世界中に友達ができました。バイロンベ

イ、ありがとう！	Marci – Spain

新体験新体験



コースの種類:
•オープンウォーターダイビング資格
•ダイブマスター
•インストラクターコース

 
ダイビングコースは、経験豊富で認可

を受けた、無事故の実績を持つオペレ

ーターにより行われます。

ユニークな場所

バイロンベイはオーストラリア有数の観光地です。ブリスベンから南へ178km、車で

約2時間の場所に位置します。オーストラリアの最東端にあり、そのユニークな海岸

線の形が有名です。みずみずしい熱帯雨林の広がりが、湾に面した北沿の美しいビ

ーチにて太平洋と融合しています。またイルカ、エイ、海亀、鯨達が切り立った崖

の傍を回遊します。海好きの人々は美しい砂浜、温かく透き通った海、そしてサー

フィンには最高の波を楽しむことができます。

バイロンベイの有名な特徴

美しい砂浜・フレンドリーな人々・楽しい買い物・温暖な気候・最高の波・鯨・イルカ・ゆったりとした国際

色のある雰囲気・信号のない環境・汚染のない環境・山・熱帯雨林・レストラン・カフェ・美容と癒し・ナイ

トライフ・治安の良さ

気候

気候は亜熱帯です。夏は温暖ですがすがしく、冬は穏

やかで乾燥しており、世界で最も快適な気候の一つで

す。バイロンベイは一年を通して楽園です。　　　　

平均気温　夏28度　冬21度

<Climate chart>  

ナイトライフ

夜のバイロンベイはナイトライフを楽しむ人々で賑わいます。

 
•	 一年を通してライブミュージックが楽しめる3つのホテル・		

	 パブ

•	 40のカフェ・レストラン

•	 4つのナイトクラブ

•	 2つの映画館

•	 定期的に開催される音楽、映画、芸術祭。また東海岸国際	 	

	 ブルース＆ルーツフェスティバルも開催されます。

•	 地元の大道芸人、ストリートパフォーマー達が夜遅くまで	 	

	 通りを賑わせます。

私はバイロンベイに12週間滞在しました。今ではもうここを離れ
ることができません！海の傍にある天国！そんな所です。　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　										Yuki – Japan

バイロンベイにはいつもどこかにあなたの気持ちをよくする場所があります！

アクティビティー

ダイビング

バイロンベイバイロンベイ

•ゴルフ
•テニス	
•Warning山への登山
•釣り
•マウンテンバイキング
•ハングライディング
•料理
•お祭り



施設

•	町の中心に位置　

•	快適な冷暖房完備の教室

•	OSKAカフェでのランチ、コーヒー

•	学生キッチン

•	広いバルコニー、屋外スペース

•	最新のマルティメディア教材-DVD

•	生徒用パソコン、ワイヤレスインターネット完備

クオリティー

バイロンベイ英語学校はNEAS(National	ELT	

Accreditation	Scheme)認定の語学学校です。また

ACPET	(Australian	Council	of	Private	Education	

and	Training)	の会員でもあります。私達はクオリ

ティーの高い英語教授の提供を目的としています。

バイロンベイ英語学校はバイロンベイで
初めての、そして唯一の英語学校で
す。1998年の設立以来、今までに40カ国
以上から生徒達を受け入れ、彼らの英語
力向上の手助けをしてきました。

教師陣－プロフェッショナルな英語教師

•	学士、TESOL (Teachers of English to Speakers of   
 Other languages) の有資格者

•	英語を母語としない生徒への教授経験

•	フレンドリーなクラス

•	外国語のスキル	

•	教師としての情熱

CRICOS details
Provider-Byron Bay English Language School Pty Ltd
Provider Number 02219J

学校初日

温かくフレンドリーな歓迎の後、あなたの英語力をテストしま

す。簡単な面接と筆記テストによりスタートレベルを決定しま

す。またオリエンテーションを行い、学校、バイロンベイにつ

いて案内をします。

レベル

初級	→	中級下	→	中級	→	中級上	→	上級

 
評価
英語上達度は継続しモニターされます。各レベルにおいて十分

な英語力を養い、次のレベルへと進んでいきます。一般英語コ

ースは5週間に１度テストを行います。

卒業証書

コースの終了後、学校が発行する卒業証書を受け取ります。こ

れには達成した英語能力レベルと学習期間が記されています。

学校学校



当校では集中英語コースを、外国の生徒、旅行者に開講
しています。当校の有資格講師があなたの英語力（リス
ニング、スピーキング、ライティング、リーディング）
をバランスよく高める手助けをします。

一般英語

授業は、実際に役立つコミュニケーションに重点を置いていま

す。ロールプレイ、文法練習問題、歌、ゲームによって英語力

を養っていきます。クラスでは最新のテキスト、オーディオ機

器、DVD、また新聞、雑誌などを使用します。またホームワー

クも与えられます。

 
ケンブリッジ検定準備コース（FCE・CAE）

ケンブリッジ大学検定協会は、国際的に認められている英語力

検定証を合格者に発行しています。受講生は毎年3月、6月、12

月に行われるFCE・CAEのテストに向け準備をします。スピーキ

ング、リスニング、リーディング、ライティングを中心に学び

ます。また模擬テストも行われます。

IELTS検定準備コース

IELTSは国際的に認められた英語力検定試験です。英語圏への

大学進学や、進学以外の様々な目的のための英語力を養うこと

ができます。このフルタイムコースでは4つの検定要素である

リスニング、リーディング、ライティング、スピーキングに重

点を置き学習します。

英語＋プラグラム

英語＋プログラムをすることで、バイロンベイでの様々なアク

ティビィーを体験することができます。サーフィン、ダイビン

グ、ライフセービング資格、音楽コースなどがあります。

スタディーグループ

短期のスタディーグループの受け入れも行っています。プラグ

ラムは英語の授業にアクティビティー、現地ツアーなどを含め

たものです。参加グループのニーズにあったプログラムを準備

することができます。プログラムのサンプルをご利用の方はお

気軽にご連絡下さい。

時間割サンプル	－	一般英語中級クラス

一般英語選択科目		文法、発音、オーストラリア学習、シネマ研究、サービス業英語、観光＆ビジネス英語、ボキャブラリー＆スピーキング

 

ティーンプログラム－英語＋アクティビティー

毎週午前中にパートタイムで英語を学び、午後はアクティビテ

ィーに参加します。アクティビティーへの参加により、バイロ

ンベイの地域社会において、自分の英語力を活かし鍛えること

ができます。またバイロンベイならではのすばらしい体験をす

ることができます。　

インターンシップ

地元ビジネスでのワークエクスペリエンスにより、就労訓練を

受けることもできます。就労分野は、サービス業、WEBデザイ

ン、マーケティング、その他。参加するには実務で十分に使え

る英語力を必要とします。

ケンブリッジコースは自分にとってすごいチャレンジだった。勉強は
大変だったけど、多くを学ぶことができたよ。テストの結果はきっと

大丈夫。絶対合格さ  Stephan – Switzerland

  9.00am -10.30am

 11.00am -12.30pm

 1.30pm -3. 00pm

 

Monday 
会話	

-ペアーワーク

-グループワーク

言語テーマ
-好き嫌いについて
-調査
-質問・グループディス

カッション

オーストラリア学習

-オーストラリアの文化

について

Tuesday
文法　

-質問形

-付加疑問

リスニング

-テープ・ビデオ

-書き取り

-ディスカッション

ビジネス英語

-レジメ

-就職申込み

Wednesday
コミュニケーション

-情報交換

-質問形練習

リーディング

-世界の都市について

-語彙学習

課外学習

-地域・環境学習
 

Thursday
文法

-動詞活用

-過去形	

ライティング

-形容詞

-関係代名詞

ネット英語

-チャットルーム

-リサーチ

Friday
コミュニケーション

-ロールプレー・ショッ

ピング

1週間の復習

ゲーム学習

-単語連想ゲーム

休憩

お昼休み

英語コース英語コース

3.00pm - 4.30pm          	 	 	 	 	 				ホームワーク･自習                  



午前中は英語の授業、そして午後は有資格インストラクターによるサ

ーフィン・ボディーボードクラス。オーストラリアの東海岸が生み出

す最高の波で、サーフィン・ボディーボードを習うことができます。

サーフボード・ボディーボード、ウエットスーツ、ラッシュベストそ

してビーチへの移動など全て含まれます。笑顔だけをお持ち下さい！

これはバイロンベイで最も人気のあるアクティビティーの一つです。

Learn to surf courses は、経験豊富で無事故の実績を持つ、地元公認のオペ

レーターにより行われます。全インストラクターがオーストラリアサーフィン

協会に認可されています。

その他のアクティビティー

•シュノーケリング
•スカイダイビング	
•ブッシュウォーキング
•ホエールウォッチング
•マーケット
•ドルフィンカヤック
•カイトサーフィン
•キャンプ
•ヨガ
•乗馬
•ディジュリドゥーレッスン
•内陸地散策（熱帯雨林、滝）
•ナチュラルセラピー美容とマッサージ

外での楽しみ

トランプゲームナイト
バーベキューパーティー
サッカー
バレーボール　
その他盛り沢山　　　　

オーストラリアで10本の指に入るダイビングスポット、
ジュリアンロック海洋保護区。バイロンベイのビーチよ
り2.5kmの沖合に位置します。亀、マンタ、イルカ、そ
の他400種類以上もの海の生き物達とダイビングをする
ことができます。このコースは国際的に認められている
SSI、PADI取得のコースとなります。まさに5つ星のダイ

ビングコースです。

コースの種類:
•オープンウォーターダイビング資格
•ダイブマスター
•インストラクターコース

 
ダイビングコースは、経験豊富で認可

を受けた、無事故の実績を持つオペレ

ーターにより行われます。

アクティビティーアクティビティー

サ ー フ ィ ンサーフィン

ダイビングダイビング

•ゴルフ
•テニス	
•Warning山への登山
•釣り
•マウンテンバイキング
•ハングライディング
•料理
•お祭り



アコモデーション

私達の専門アコモデーションスタッフが、バイロンベイでのあな

たに合うアコモデーションを紹介します。	

ホームステイ

生徒の皆さんには、地元オーストラリア人家族との生活を強くお

勧めします。オーストラリア人の本当の暖かさに触れ、日常生活

の中で英語力を伸ばすには最高の方法です。またホームステイ家

族は、当校が入念に審査し選択しています。

ホームステイに含まれるもの：

•	一人部屋、勉強机

•	食事：平日2食(朝・夕)、週末3食（朝・昼・夕）

•	フレンドリーで面倒見のよい雰囲気、あなたのもう一つの家！

ホームステイ先の多くが、学校と町から徒歩または自転車圏内に

位置します。

ステューデントハウス

他生徒との共同生活！シングル・ツイン・ダブルルームがありキ

ッチンとトイレはシェアとなります。ベッドシーツ、その他全て

の必需品が含まれます。学校と町へも自転車で10分圏内です。当

校の生徒のみ滞在可能です。

バックパッカーズ

バイロンベイには良質なホステルが数多くあります。部屋とキ

ッチンは共用で、多くが学校と町に近い便利な場所に位置しま

す。プール付のものもあり、国際色豊かで楽しい環境の中滞在

することができます。プライベートルームやゲストハウスもあ

ります。

空港送迎

当校ドライバーが出迎えをしバイロンベイの滞在先まで案内し

ます。長旅の後には一番よい移動方法かもしれません。

出迎え空港：

ブリスベン

クーランガッタ（ゴールドコースト）

バリナ（バイロンベイより車で約30分）　　　　

その他バイロンベイまでの移動手段に関しては、当校スタッフ

にご相談下さい。

アカデミックカウンセリング
オーストラリアでの進学に関する幅広い情報提供、相談も行っ

ています。

旅のアドバイス

スタッフの多くがオーストラリアに精通しており、また豊富な

旅行経験を持っています。多くの楽しい旅行先について、滞在

先の予約、仕事のチャンス、また目的地への行き方などを含め

ご相談いただけます。

ファームステイ

北海岸にある農場暮らしの体

験もできます。バイロンベイ

の奥地には緑の丘、美しい山

々が広がっています。

サービスサービス
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