
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2011年、2012年と2年連続で世界一住みやすい都市に選ばれた都市、メルボルン*。 
留学生はもちろん世界中から人が集まる、刺激的で活気に溢れた魅力的な都市です。 
 

メルボルンは「ガーデンシティ」の別名を持ち、たくさんの公園や庭園に囲まれ、緑が多い
美しい街です。また、一足伸ばせば、公共交通機関でセントキルダやポートメルボルン、ブ
ライトンなどの有名なビーチに行くこともでき、都会にいることを忘れてしまいます。 
 
またメルボルンはオーストラリアの中で芸術の都として知られ、多くの芸術家が活動してい
ます。毎日のようにストリートライブが行われ、マーケットでは一点もののアクセサリーが
見つかるかも。豊かな食文化でも有名なメルボルンはレストランやカフェで溢れ、自分のお
気に入りのカフェを見つける楽しみもあります。さらに世界的に有名なイベントも多く、飽
きることなく留学生活を送れること間違いありません！ 
 
ディスカバーイングリッシュでは、そんなメルボルンの魅力をみなさんに少しでも早く知っ
てもらうため、初日のオリエンテーションのあとにスタッフ同行のシティツアーを行ってお
ります。長年メルボルンに住んでいるスタッフに色々質問できる良い機会ですよ！ 
 

*www.abc.net.au/news/2011-08-30/melbourne-wins-world27s-most-liveable-city/2862628 

全豪オープンテニス（1月） 
▶ www.australianopen.com 

オーストラリアン国際エアショー（2月） 
▶ www.airshow.com.au 

ロレアル・ファッション・ウィーク（3月） 
▶ www.lmff.com.au  

Ｆ１グランプリ（3月） 
▶www.grandprix.com.au 

グッドビアウィーク（5月） 
▶goodbeerweek.com 

メルボルン国際映画祭（8月） 
▶miff.com.au    

モーターサイクルグランプリ（10月） 
▶www.motogp.com.au 

メルボルンカップ（11月） 
▶www.melbournecup.com 

メルボルンシティと近郊 
ライゴンストリート 
セントキルダ 
サウスヤラ/プラーン 
フィッツロイ 
リッチモンド 
 
ビクトリア州 
グレートオーシャンロード 
ヤラバレーとダンデノン丘陵 
モーニントン半島 
グランピアンズ 
フィリップ島 

メルボルン観光公式サイト 
▶japanese.visitmelbourne.com   

 

スタディメルボルン 
▶ www.studymelbourne.or.jp 

 

メルボルンスタイル 
▶ www3.jtb-

p.co.jp/actibook/mel/melbourne_style/ 
 

公共交通機関 
▶ ptv.vic.gov.au 

 

ザ・エイジ新聞 
▶ theage.com.au  

年間を通してイベントが多い街 おすすめスポット メルボルン便利サイト 

エレノア（イタリア） 
 
My experience in 
Melbourne has been 
very nice. I can say 
that Melbourne is 
very peaceful 
compared with 
what is Milan. I have 
met people from so 
many different  
countries, that 
is amazing. It has 
enriched my 
experience so much. 
Melbourne is full of 
events and festivals, 
there is always 
something to do 
here. 

There is no city quite like Melbourne 
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最高な環境で最良な経験を 
 

ディスカバーイングリッシュは世界中で経験を積んだ５人の教
師陣によって２０１０年に設立され、教室や図書館に最新設備
をそろえております。また、経歴や個性が違う一人一人の生徒
がより効率よく英語力を伸ばせるようEnglish Only Policy (英
語オンリー環境)を採用し、コースカリキュラムやタイムテーブ
ル、エクストラクラスや週７日のアクティビティ、カウンセリ
ングなど生徒目線で考え、Academic とFunを取り入れ学習で
きる環境を提供しております。 

ディスカバー・イングリッシュが選ばれる 

 理 由  
 

▶ 生徒第一（Students Come First）主義 
▶ 毎週のアセスメントとレベルアップ 
▶ Discover moreエクストラクラス 
▶ 週7日のアクティビティ 
▶ 英語オンリーキャンパス 
▶ 無料で入会できる国際学生証 
▶ 柔軟な時間割 
▶ 多数のTAFEや大学へのパスウェイ 
▶ 多彩なコース編成 
▶ 豊かな国籍比率 
▶ 質の高い教師陣 
▶ フレンドリーなスタッフ 
▶ 仕事探しを手助けするジョブクラブ 
▶ シティの中心に位置するキャンパス 
▶ TOEIC公式テストセンター 

 設 備  
 
 

▶ 最新設備の整った教室 
▶ 図書館 
▶ 学生ラウンジ 
▶ コンピューター（日本語可） 
▶ 屋上デッキ 
▶ インフォメーション掲示板 
▶ 各階にソファ設置 
▶ 自社ビル 
▶ 無料のWifiインターネット 
 

ハンス（コロンビア） 
Studying English at Discover English I have learned not just 
English, I have also learned about other cultures, their food 
and language. I have had teachers from different nationalities, 
therefore different accents such as British, Irish, American and 
of course Australian accent, which also has helped me to 
improve my listening skills. 

各生徒が自分のレベル・目的に
合ったクラスで受講できる様、
ディスカバーイングリッシュで
はレベルやコースが自分に合っ
ているかどうか、先生やスタッ
フに相談することができます。
不安な場合は、その授業を体験
することもでき、納得して自分
の進路を決める事ができます。 
 

また、進路相談やコースイン
フォメーションなど、いつでも
先生やスタッフにご相談頂けま
す。 

生徒中心の考え方 ディスカバーイングリッシュでは 

ディスカバーイングリッシュでは各
生徒が効率よく英語力を伸ばせるよ
う、メインの授業に追加して合計１
０時間の教育環境を用意しておりま
す。 
毎日２時間ライブラリーセッション
とエクストラクラスを無料で受講す
ることができます。 
また、勉強だけでなく楽しみながら
英語を使えるよう毎日多彩なアク
ティビティを用意しております！ 
毎週、授業内で、テストや課題の評
価があり、先生からのフィードバッ
クがもらえる時間があります。 



英語の各技能の向上とコミュニケー
ション力の自信と上達を目的としま
す。日常生活で必要な英会話能力や
海外では大切な意見を伝える自信、
上級レベルでは時事問題などもカ
バーします。クラスはとても国際色
豊かで一つの国籍に偏らないよう配
慮しているため自然と英語を使う環
境が整っております。また、初級か
ら上級までの６レベルがあるため、
自身に合ったクラスの受講が可能で
す。日常会話を上達させたい方にお
すすめです。 
 

ディスカバーイングリッシュ
のコースはすべてフルタイム
制。週20時間の授業構成で、
レベル次第でフレキシブルに
レベルアップやコース変更が
できるのも人気です。また、
教師陣はオーストラリア政府
の認定制度（NEAS）に沿って
採用され、すべての教師が学
士号、及び英語を第二言語と
して教える資格を保持してお
ります。さらに、多くは海外
で英語を教えた経験があり、
海外に住む大変さを先生も理
解しております。 

イギリスにあるケンブリッジ大学が
作成、実施している世界的に認めら
れている資格取得を目指すコースで
す。1年に限られた回数しかない受験
日に合わせ、10週間から12週間のカ
リキュラムが組まれており、限られ
た時間に集中して資格取得を目指し
たい方や総合的に英語力を高めたい
方におすすめです。毎週模擬試験な
どがあり、延びや弱点を確認するこ
とができます。また、放課後、集中
して勉強できる環境を提供していま
す。テキストは教科書に加え小説も
含まれております。リーディングや
ライティングの教材として重宝しま
す。 

大学や専門学校への進学に向けたアカ
デミックな英語技能を学ぶコースです。
レポートの書き方、プレゼンテーショ
ンの仕方やアカデミック用単語などを
勉強します。また、このコースを終了
すると希望者は本校提携の大学や
TAFEへ入学する事が出来ます。オー
ストラリアはもちろん、アメリカ・カ
ナダやイギリスなど英語圏への進学を
検討されている方や日本の大学で卒業
論文や英語での論文作成を考えている
方にもおすすめです。最短5週間から
最大30週間までの受講が可能です。 

 
ビジネス英語コースは、社会人の方
や将来英語が必要な職場にて就職を
考えている方におすすめです。幅広
いビジネスシーンにおいて必要な語
彙力やコミュニケーション能力、英
語圏の企業環境や実践的な知識を学
びます。授業では、プレゼンテー
ションやミーティングの持ち方、交
渉の仕方、電話での会話、ネット
ワーク作り、正式レター、Email、
レポートなどの書き方、問題解決方
法、異文化場面においての意思疎通
などのスキルを学びます。さらに
TOEIC対策も含まれておりますので、
受験を検討されている方も受講され
ます。 

IELTSは、オーストラリアやイギリスの
大学・専門学校入学、またビジネスビ
ザ・永住権申請の際に必要な資格です。
IELTSで高得点を短期集中で狙う方や進
学を考えている方、または試験対策の
勉強をしたい方におすすめです。本試
験（ジェネラル・アカデミック）で用
いられるあらゆるジャンルを通して、
それぞれのテストを受ける生徒に合わ
せ、テクニックの習得、模擬テストな
どによる対策を行います。講師は経験
豊かな現役ＩＥＬＴＳ試験管が担当。
リーディング、ライティング、リスニ
ング、スピーキング、それぞれの内容
で必要とされるテクニックや題材に慣
れるための対策および過去問題を利用
し毎週小テストを行います。 

 
ネイティブレベルの英語環境で通用す
るコミュニケーション能力を養うコー
スです。このコースはアドバンス以上
のレベルのため、長期の方やすでに高
い英語力を持っている方でもモチベー
ションを維持して英語学習ができます。
時事問題や世界情勢、文学、オースト
ラリアの文化や言葉など多彩なトピッ
クを取り上げ、プレゼンテーションや
エッセイ、レポート作成などの課題中
心のカリキュラムとなっております。
成績は毎週のテストに加え、これらの
課題からも評価され、英語のすべての
技能をより高いレベルに磨き上げるこ
とができます。このコースは大学院を
目指す方にもおすすめです。 

一般英語 
General English 
• ６レベル（初級～上級） 
• 毎週月曜日入学可能 
• 入学基準 なし 

ケンブリッジ試験対策コース

Cambridge Exam Preparation 
• ２レベル（FCE & CAE） 
• 指定入学日あり 
• 入学基準 FCE – IELTS 5.5, CAE – IELTS 6.0 

進学英語 

English for Academic Purposes 
• ３レベル（中級～上級） 
• 指定入学日あり 
• 入学基準 IELTS 5.0 

ビジネス英語 

Business English 

• ２レベル（中級～中上級） 
• 毎週月曜日入学可能 
• 入学基準 IELTS 5.0 

IELTS試験対策 

IELTS Preparation 
• ２レベル（中級～上級） 
• 毎週月曜日入学可能 
• 入学基準 IELTS 5.0 

エクセル 

English Excel 
• １レベル（上級＋） 
• 毎週月曜日入学可能 
• 入学基準 IELTS 6.5  



毎日日替わりで参加できるアクティビティを通してたく
さんの友達を作る事ができ、メルボルンの新しい発見が
できます。 
・平日：動物園、水族館、展望台、シティウォーク、セ
ントキルダ、マーケット散策、サッカークラブなど 
・週末：グレートオーシャンロード、ヤラバレー、ペン
ギンパレードなど 

アクティビティ 

すべてのコースに共通して、毎週アセスメントがありま
す。アセスメントは毎週行われるテスト、レポート作成、
プレゼンテーション、宿題、授業への参加姿勢などが含
まれます。先生からのフィードバックで自分の状態を確
認することもできます。また、レベルアップが可能か判
断されます。 

アセスメント（評価）とレベルアップ制度 

毎日、日替わりの無料エクストラクラスに参加すること
ができます。「発音」、「TOEIC対策」、「進学英語」、
「単語力強化」、「会話」など自分の強化したい授業を
選べます。また、毎週の「ジョブクラブ」では履歴書の
書き方から仕事の探し方、面接の練習などを行います。 

エクストラ クラス 

毎日、図書館に先生が常駐しており授業以外のことでも
質問することができます。図書館にはレベル別の小説、
ドラマや映画のDVDを無料で借りることができます。ま
た、図書館のコンピューターを使って自己学習ができる
プログラムを利用することもできます。 

ライブラリーセッション 

生徒さん発信型のアクティビティで特技や趣味などを披
露・共有することができます。今までにはクッキング教
室（イタリアン、タイ）、ダンスレッスン、生け花教室
等が行われました。もちろん全て英語でプレゼンテー
ションをするので自分の勉強にもなります。 

ディスカバリークラブ 

英語＋ホスピタリティプログラム、プライベートレッス
ン、企業研修、環境保護ボランティア、日本語教師ボラ
ンティアの手配が可能です。 

その他のプログラム 

アイススケート！ 

ビール工場見学♪ 

クリスマスパーティー＠パーク 



           コース 
 レベル 

一般英語 ビジネス英語 進学英語 
ケンブリッジ試験対策 

FCE 
ケンブリッジ試験対策 

CAE 
IELTS試験対策 エクセル 

上級 
                                          

                                          

中上級 
                                          

                                          

中級 
                                          

                                          

初中級 
                                          

                                          

初級 
                                          

                                          

ビギナー 
                                          

                                          

コース別レベル早見表 

パスウェイプログラム 
 

ディスカバーイングリッシュでは多くの専門学校や大学と提携を結び、IELTS受験免除で進学が可能です。 
一部の提携先は下記の通りです。詳細はお問い合わせください。 

午前タイムテーブル ： 一般英語（初級～上級）、ケンブリッジ試験対策コース 

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 

8.30am – 10.30am セッション １ セッション １ セッション １ セッション １ セッション １ 

10.30am – 11.00am 休  憩 

11.00am – 1.00pm セッション ２ セッション ２ セッション ２ セッション ２ セッション ２ 

ライブラリーセッションとエクストラクラス 

1.00pm – 2.00pm ラ イ ブ ラ リ ー   セ ッ シ ョ ン  

2.00pm – 3.00pm  発音 ＴＯＥＩＣ対策 リスニング 単語力強化 会話 

午後タイムテーブル ： 一般英語（中級・中上級）、ビジネス英語、進学英語、IELTS試験対策、エクセル 

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 

1.30 pm– 3.30pm セッション １ セッション １ セッション １ セッション １ セッション １ 

3.30pm – 3.45pm 休  憩 

3.45pm – 5.45pm セッション ２ セッション ２ セッション ２ セッション ２ セッション ２ 

ライブラリーセッションとエクストラクラス 

11.00am – 12.00pm ラ イ ブ ラ リ ー   セ ッ シ ョ ン  

12.00pm – 1.00pm  Everyday English 文法 ライティング リスニング 会話 



一般的な生活費(すべてAU＄) 

 

▶ シェアハウス：約週$140～$200 
▶ 頭金：家賃４週間分 
▶ 公共交通機関：週$32.80/月$112.56 
    (Zone 1) 
▶ 携帯電話：約$29／月 (プリペード） 
▶ コーヒー：約$3.50 
▶ ランチ：約$6～$10 
▶ 国内通話：50￠ 
▶ ワイヤレスブロードバンド：約$29／月 

ディスカバーイングリッシュのホームステイ先はスタッフが直接すべての家庭
を細かく視察し、公認したファミリーなので安心して頂けます。すべてシング
ルルーム、ベッド、机などが完備されてます。また、公共交通機関を利用して
Zone 1内となっております。食事あり・なしの滞在オプションが選べます。最
短滞在４週間（就学が４週間未満の場合は、滞在期間は２週間から） 

ホームステイ 

滞在方法はホームステイと学生アパートの選択 
 

ディスカバーイングリッシュでは滞在先の大切さを理解しております。オーストラリアでの生活をより
身近に感じる事ができるホームステイや学生アパートの滞在方法をご用意しております。 

セレナ （台湾） 
I am so happy with my homestay family, I feel like I am at 
home. They look after me and they treat me like I am part of 
their family. If I have any problems or questions they always 
help me. Since I have been living with them my English has 
improved a lot, I believe I am having a real Australian 
experience. 

ホームステイ以外の滞在方法として、ディスカバーイングリッシュでは複数の
学生アパートの滞在を手配しております。スタジオタイプのお部屋にはベッド、
机、バス・トイレが完備されており、キッチンは他の学生とシェアになります。
ベッドリネンやキッチン用品等はご自身で用意する必要がありますが、自立し
た生活がしたい方におすすめです。費用は滞在先、期間等で異なるため、詳細
はお問い合わせください。最短滞在５～６週間。 

学生アパート 



1. なぜDiscover Englishを選びましたか？  
エージェントに、規模が小さめの学校で先生もスタッフも一人ひとりに目が届く、先生が素晴らしいとい
うことで進められました。実際に学校に来てみて、それが本当だったのでよかったです。  
2. なぜ Melbourneを選びましたか?  
もともとは、旦那の勉強のためにメルボルンに来たのですが、メルボルンでよかったなと思います。みん
なとってもフレンドリーだし、いろいろな国籍の人がいます。  
3. Discover Englishのどんなところが良かったですか?  
先生は教え方が上手でとてもプロフェッショナルな雰囲気でした。また、Extraという無料のクラスを受け
ることもできたし、アクティビティも充実していました。月に1回ある学校でのBBQは景色もきれいだし、
とっても良かったです。また、各国の文化や食べ物を紹介するInternational Dayも楽しかったです。  

体 験 談 

4. あなたが勉強したコースについてもう少し詳しく教えて下さい。 
Discover Englishではbusiness Englishを勉強しました。このクラスではビジネスシーンで使える語彙を増やし、どうやって、
敬語を英語で使うのか、また毎週パワーポイントを使ってのプレゼンテーションがありました。私にとって一番役立ったのはラ
ジオのニュースを聞く練習でした. 始めのうちは何を言っているのか、どこに重点を置いてきいたらいいかわからなかったので
すが、だんだん分かるようになってきました。またTOEICの練習も含まれていたので良かったです。 
すごくやりがいのあるクラスでしたがだからこそ毎日一生懸命学校に来て、あっという間に時間がたった気がします。 

Hatsuki 一般英語（中上級レベル） と ビジネス英語 

Yuka 一般英語（中級レベル） 

1. なぜDiscover Englishを選びましたか？  
エージェントにアクティビティが充実している（毎日）と聞いたからです。  
2. なぜ Melbourneを選びましたか?  
メルボルンはオーストラリアで2番目に大きくて、とても住みやすい街だと聞いたからです。  
勉強が終わった後に仕事がしたかったので、沢山仕事がありそうな街を選びました。かわいいカフェが沢
山あるのが魅力的でした。すでに仕事が見つかって働いています。  
3. Melbourneではお休みの日は何をしてすごしましたか?  
Phillip Island とGreat Ocean Roadのツアーに参加しました。Great Ocean Road には絶対もう一度行き
たいです。  
4. Melbourneで勉強しようと思っている人にどんなアドバイスをしますか?  
まず、何も心配しないでって言いたいです。メルボルンは国際色豊かな街なのでもし英語が完璧じゃなく
ても、みんな理解してくれようとします。  

5. Discover Englishのどんなところが良かったですか?  
先生がとってもよかったです。クラスも少人数だったのでクラスメイトとも、先生とも沢山話すことができました。アクティビ
ティも毎日あってよかったです。バルコニーでのBBQは最高でした。  
6. これからの予定は?  
あと半年はメルボルンで仕事をしながらすごす予定です。その後ゆっくり時間をかけてオーストラリアを旅行したいと思っていま
す。日本に帰ったら子供に英語を教える仕事に就きたいと思っています。  

Yusuke 一般英語（中級レベル）と ビジネス英語 

3. Melbourneで勉強しようと思っている人にどんなアドバイスをしますか?  
学校初日はすごく緊張しました。でも、英語に慣れたかったから休憩時間などなるべく多くの人に話すようにしました。アドバ
イスできるとしたら、受け身にならず自分から積極的に話しに行くことです！みんなすごくフレンドリーだし、僕もたくさん友
達を作ることができました。 
4. Discover Englishのどんなところが良かったですか? 
まず、クラスがとても楽しかったこと！自己紹介ゲームやグループになって授業を進めてくれるなど先生たちに助けられてたく
さん友達を作ることができました。また、すごく驚いたことですが、ここに来る前は頭の中で英語を日本語に訳していましたが、
今は英語で考えることができるようになったと思います！今は午前中に一般英語、午後にビジネス英語を受けてます。すごく忙
しいですが、充実しています。 
5. これからの予定は?  
日本でアメリカに本社がある企業に就職が決まってます。アメリカでのトレーニングがあるかもしれないので、英語の勉強は続
けていくつもりです。またディスカバーイングリッシュに戻ってきたいです！ 

1. なぜDiscover Englishを選びましたか？  
もともと通ってた友達にすすめられて。友達がまた戻るということで一緒に入学しました。  
2. Melbourneではお休みの日は何をしてすごしましたか?  
学校で知り合った友達と飲みに行ったり、人生はじめてのクラブにいきました！ 
クリスマスはホームステイで過ごしました。オーストラリア人の家族と真夏のクリスマスを体験する
ことができて、大切な思い出になりすごく感謝しています。 


