CRICOS (Cairns): 02748F
CRICOS (Brisbane): 01351B

SPC group

キャンパス／コース

学校案内
CRICOS Provider Number: 02748F

CRICOS Provider Number: 03600G

ブリスベンキャンパス
ケアンズキャンパス

ケアンズキャンパス

グレートバリアリーフの水平線と、熱帯雨林の山々を見渡せる美しいエリアに位置しています。
3エーカー（東京ドームの1/4）の広い学校施設となっており、キャンパス内は熱帯植物であふれています。

サンパシフィックカレッジの特長
徹底されたEnglish only policy
三食付の学内学生寮

インテンシブクラス

スポーツ施設が充実

楽しみながら多くの友人を作れるアクティビティ
徒歩圏内のビーチ

学生寮の生徒には無料の夜間クラス

日本人常勤で緊急時24時間対応サポート
徒歩圏内のビーチ

英語プログラム

一般英語とオプショナルクラス

ケンブリッジ英検(FCE)対策コース

ケンブリッジ英検(CAE)対策コース
ジュニアプログラム
スポーツアクティビティ

ライフスタイル

観光地として有名なケアンズですが、たくさんの世界遺産に囲まれ、地元の人にも
愛される街となっています。学校が位置するケワラビーチは、閑静な高級住宅エリア
であり、世界最古の熱帯雨林と、世界最大の珊瑚礁という二つの世界遺産に挟まれる
楽園的場所です。

人口

160,000 人

公共機関

バス
タクシー
ウーバー

気候

冬期: 25 度
夏期：32度

主な見どころ

グレートバリアリーフ
熱帯雨林
ビーチエリア

ライフスタイル

閑静な住宅エリア
地元オーストラリア人が多く
住むエリア

25mプール

キャンパスの立地

ビーチまで徒歩圏内
閑静な住宅街
トロピカルな街

学内学生寮

CRICOS (Cairns): 02748F

CRICOS (Brisbane): 03600G

ブリスベンキャンパス

ICQA

クイーンズランド州の州都であり、オーストラリア第三の都市、
ブリスベン。市内は美しい川に囲まれており
都会と自然の美しさを両方堪能できる街です。

サンパシフィックカレッジの特長

補助教材を使った学習サポート
（SPCジャーナル、
リーダー）

多文化なスタッフによるケア

学校所有のキャンパス

正確なクラス分けのために定期的に行われるテスト
教師やスタッフによる個人相談
パスウェイ制度

快適なラウンジエリア

厳しい英語環境

C
B
B
英語プログラム

C

便利な立地（バス停まで1分）

一般英語と無料のオプショナルクラス
IELTS 試験対策コース

英語＋ボランティアプログラム
ホテルインターンシップ手配
アクティビティー

ライフスタイル

クイーンズランド州の州都であるブリスベンは、活気あふれる国際的な街です。市内
には高層ビルが建ち並び、市外に行くとクイーンズランダーの家を見ることができ
ます。都会でありながら公園や川、人口ビーチなど様々な風景を見ることができる
のも特徴です。
ブリスベンでは、
セーリングやカイトサーフィン、
ロッククライミング、
熱気球などのアクティビティに参加することができ、
ブリスベンのストーリーブリッジ
では、
クライミングアクティビティを楽しむことができます。

人口

遠足

200万人

公共機関

バス
電車
タクシー フェリー
ウーバー 自転車

様々な国籍の人々

CRICOS (Cairns): 02748F

CRICOS (Brisbane): 03600G

気候
冬平均；16度
夏平均；26度

主な見どころ

ブリスベン川
博物館や展示会
山々

ライフスタイル
国際的
文化的

キャンパスの立地
クイーンストリートモール

市内中心街

トロピカルな美しいエリア

アコモデーション
学内寮

*ケアンズのみ

24時間英語オンリーポリシー
他国籍の生徒とルームシェア
週21食（朝／昼／夜）付き
無料夜間クラス
週末アクティビティあり
日本人スタッフ住み込み常勤
安全なエリア
SPC生徒のみの学生寮
9時までPCルームやスポーツ施設が利用可能

ホームステイ

オーストラリアの文化や生活に触れる
オーストラリアの家族と過ごす
一人部屋と三食付き
ローカルの体験ができる
オーストラリアの英語に触れる

スタッフによるサポート

すべてのホストファミリーは
SPCスタッフによる査定済み

T. +0012 345

info@yourweb

www.yourweb
キャンパスでのアクティビティ
充実した学生生活

SPCケアンズ校では、無料のスポーツアクティビティーや
勉強アクティビティーを安全な環境で提供しています。
アクティビティーカレンダーは、毎月発行されています。

水球

ヨガ

アイアンマンレース

会話クラス

ストレッチクラス

SPC授賞式

履歴書作り

クロスフィット

ズンバレッスン
スポーツトーナメント
釣り
BBQ

CRICOS (Cairns): 02748F

CRICOS (Brisbane): 03600G

ショッピングアクティビティー
（シャトルバス使用）

ムービーナイト

コース

SPCグループでは、英語を母国語としない国に住んだ経験のある教師や、様々な文化のバックグラウンドを持った
経験豊富な教師より、信頼できる授業を受けることができます。そんな教員だからこそ、英語を第二言語として勉強
するチャレンジ精神を理解してくれます。

一般英語

20時間／週

20時間／週＋オプショナルクラス

ElementaryからAdvancedクラス

毎週月曜日スタート
一学期は12週間
16歳以上

ティーチングメソッド

ケンブリッジ試験対策コース

IELTS試験対策コース

20-25時間／週

協力し合う学習環境
10-12 週
グループ遠足
24時間英語オンリー
質の高いカリキュラム

Pre-IntermediateからAdvancedクラス
ビザ申請または進学目的

厳しく効率的なコース
審査官でもある教員

＊グループ学習
＊マルチメディアリソース
＊ライティング 確認・復習
＊プレゼンテーション
＊セミナー／ディベート

ティーチングメソッド

O U R

＊模擬テスト
＊経過報告
＊個別アドバイス、カウンセリング
＊マルチフォーカス

SPCの勉強サポート

A|
B|

FCE

S Intermediate〜Upper-Intermediate
E R V I C Eの生徒S
CRICOS (Cairns): 079085D

CAE

Upper-Intermediate〜Advancedの生徒
CRICOS (Cairns): 079589B

C|
D|

CREATIVITY

LOREM IPSUM
母国を離れ、海を越え、英語のみの環境にいくことはとても
DOLOR
大変なことです。時には困難なこともあるでしょう。
私たちは、あらゆる面から生徒さんの滞在をお手伝いします。
リーディングによる補助教材の使用
本を読むことは、新しい単語を覚えるのに最適な方法
です。SPCでは、宿題の一部として生徒のレベルにあった
本を毎週一冊読み終えるように指導しています。

PLANNING
LOREM IPSUM
DOLOR

時間割

SPC ジャーナルの使用
8:30am - 10am
SPÇでは、毎日1ページのジャーナルを宿題として書き、
担任教師が毎日チェックしています。生徒のモチベーション
10am - 10:15am
と自己意識を調査した結果、毎日のジャーナルとチェックが
10:15am - 11:45am
効果的だとわかりました。

IDEA

LOREM
DOLOR

SOLU

LOREM
DOLOR

月曜日- 木曜日

金曜日

授業 1

授業1
休憩

Lo re m i p s u m d o l o r s i t a m e t , co n s
tur adipiscing elit, sed do eiusm
放課後の相談
宿題やクラスの内容に関する質問がある場合は、
te m p放課後に
o r i n c i d i d u n t u t l a b o re e t d
先生に質問できる時間が設けられています。
m a gn a a l i q u a .
夜間無料クラス
（ケアンズキャンパスのみ）
授業 2

授業 2

休憩

11:45am - 12pm

12pm - 1pm

1pm - 2pm
2pm - 3pm

SPCの寮に滞在する生徒は、無料の夜間クラスに参加する
ことができます。
月曜日から木曜日まで他のクラスの生徒
と一緒に受講できます。

CRICOS (Cairns): 02748F

CRICOS (Brisbane): 03600G

授業 3

授業 3

お昼休憩

アカデミックワークショプ

3:10pm - 4pm

スタディヘルプ

5pm - 6pm

無料アクティビティ

7pm - 8:30pm

無料夜間クラス

卒業式

テスト

無料アクティビティ

他のプログラム
ホリデージュニアプログラム

*ケアンズのみ

グループ英語レッスンと半日アクティビティーと1日遠足を組み合
わせたコース
対象年齢: 12-17 歳

期間: 2週間

このプログラムは海外で英語を勉強し、更にグレートバリアリーフ
や熱帯雨林などのケアンズでの観光も楽しみ方にピッタリのプロ
グラムです。

親子留学

お子様対象年齢: 6-12 歳

*ケアンズのみ

期間：2 週間

スタディーツアー
特別なニーズに合わせたオーダーメイド式のツアーです。
滞在方法は、ホームステイまたは寮から選ぶことができます。
三食付きで、
プログラムは1週間からコーディネートできます。

現地校体験入学

対象年齢: 12-17歳

このプログラムは文化の違うところで、親子一緒に忘れられない
思い出を作りたい家族に最適です。

期間: 2 週間

このプログラムは、母国とは違う教育を受けてみたい、オーストラリ
アの生徒と一緒に学習したいという生徒さんにお勧めです。長期
での留学を考えている生徒さんには、理想的なプログラムです。

英語＋ダイビング

英語＋ボランティア

対象年齢: 18 歳以上

*ケアンズのみ

*ケアンズのみ

一般英語コースに合わせて、世界遺産であるグレートバリアリーフ
英語の勉強だけで十分ですか？ボランティアプログラムでは、英語 でダイビングコースを受講できるプログラムです。数週間の英語
を使って仕事を経験する良い機会です。
ここで得た経験は履歴書 学習の後にオープンウォーターライセンスコースに参加することに
に書くことができ、今後に活かせるものとなります。
よって、
より理解を深めることができます。
オプション：チャイルドケア、老人ホーム、障がい者施設、
アニマル
ケア、ローカルスクールでの日本語アシスタント

卒業生の声
Lupe GARCIA

ペルー出身女性

キャンパス :SPC ブリスベン校
コース : 一般英語インテンシブコース

SPCブリスベン校での生活は、私の人生の中で一番美しく充実した経験でした。学校に到着してすぐ
家にいるかのようでした。優しく根気のある熱心なSPCのスタッフ、友達に感謝しきれません。

Christopher YUEN

香港出身男性

キャンパス : SPC ケアンズ校
コース : 一般英語インテンシブコース

私は、
ここで会ったばかりの友達にどのように心を開くか、
どのように英語を使って話すかを学びま
した。SPCでは知識だけでなく、良い友達関係の築き方や、様々なことを経験できました。SPCで過
ごした日々はとても楽しかったです！

ケアンズキャンパス

ブリスベンキャンパス

55-65 Poolwood Road - Kewarra Beach
4879 QLD Australia
電話: +61 07 4057 2100
CRICOS Provider Number: 02748F

Level 5, 138 Albert Street - Brisbane
4000 QLD Australia
電話: +61 07 3211 4488
CRICOS Provider Number: 03600G

www.spcgroup.me
wecare@spcgroup.me

/sun.pacific.college
/spcbrisbaneau
/sunpacificcollege

