バイロンベイ英語学校
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2017 年コース案内と料金
英語コース

英語

＋

コース

観光又はワーキングホリデービザのみ

一般英語コース - フルタイム
授業は、日常的なコミュニケーションを中心に、読む、書く、話す、
聞く能力を高めるため、最新のテキスト、オーディオ/ビデオテープ、
地方紙、雑誌を使用しバランスよく学習します。毎週月曜日から入学
可能ですが、コースは 4 週間毎に始まります。
授業時間：9-10:30*, 11:00-12:30, 13:30-15:00
1 週間 22.5 時間（21 時間のクラス授業と、1.5 時間の教師付自習）

英語 プラス Learn to Surf コース (サーフィン初心者向け)
午前中パートタイムの授業を受講した後、2 週間、週 4 回（各 2.5 時間）
のサーフレッスンを受けます。プロのサーフスクールが送り迎え、サ
ーフボード/ボディーボード、ウェットスーツ、ラッシュベスト、日焼
け止めなど全て準備します。BBELS 生徒専用の楽しく安全なプログラ
ムです。各月の第一月曜日からのみ開始。
最低実施人数：4 名
期間
2 週間 $1,060

*10 月から 3 月までは、一部のクラスは 8：30 又は 9：30 開始。

料金:
1-4 週間: 週$400, 5-12 週間: 週$390, 13-24 週間: 週$380,
25-36 週間: 週$370 , 37-48 週間: 週$355/ (Japan Special Prices)
レベル：elementary to advanced
コース開始日：1/3*, 1/30, 2/27, 3/27, 4/24, 5/22, 6/19, 7/17, 8/14, 9/11,
10/9, 11/6, 12/4（3 週間） *月曜日祭日のため、火曜日開始。

英語 プラス サーフィンコース 2 (サーフィン初心者向け)
午前中パートタイムの授業を受講した後、週 4 回の初心者向けのサー
フレッスンを受けます。内容は上記と同様ですが、このコースは
BBELS 生徒以外の人も参加します。第一以外の月曜日から開始。
1 週間 $530

一般英語コース - パートタイム
9 - 10:30*, 11:00 - 12:30

英語 プラス ダイビング
英語フルタイムを受講し、２週間の週末（土・日の８時から３時）に
SSI または PADI のオープンウオーターダイブコースに参加します。
原則として Pre-Intermediate レベルの英語力が必要です。
期間 2 週間（2 週末）$1,320 (料金は季節により変わります)

1 週間 15 時間

*10 月から 3 月までは、一部のクラスは 8：30, 9：30 又は 13:00 開始。

1-4 週間: 週$340
5 - 17 週間: 週$330
レベル：elementary to advanced
コース開始日：フルタイムと同じ(但し、毎週月曜日入学可能)
ビザ：学生ビザの生徒は不可。
ケンブリッジ FCE、CAE、CPE 受験準備コース
ケンブリッジ英語検定試験の合格者には、国際的に通用する英語能力
証明書が与えられます。このコースではケンブリッジ英語検定試験
（FCE,CAE,CPE）に備え、会話、読み書き、聞き取りと、試験の条
件に合わせた模擬試験も行います。CPE コースは、午前中 CAE か一
般英語クラスの授業と、午後の個人授業（有料）となります。
クラス人数:
平均 11 人、最高１4 人まで
授業時間：9-10:30＊, 11:00-12:30, 13:30-15:00
1 週間 22.5 時間
*9 月から 3 月までは、一部のクラスは 8：30 又は 9：30 開始。
12 週間: 3 月、9 月開始
$4,980 + 教材費 $180
10 週間: FCE, CAE (1 月開始)
$4,150 + 教材費 $180
10 週間: CPE(1 月開始)
$4,150 + 教材費 $180
+個人授業（有料）
受験料 $350 (FCE,CAE)、$370(,CPE)
開始日：1/3*、3/13、9/4
*月曜日祭日のため、火曜日開始。
筆記試験: CAE -3/11, 6/3, 11/25、FCE -3/10, 6/3, 11/28
CPE -3/11, 11/30
IELTS 受験準備コース
IELTS は英語を母国語としない人を対象に、Listening, Reading,
Writing, Speaking の４つの分野の英語能力を審査するテストです。
大学進学のための Academic Module と、それ以外の目的のための
General Training Module の２種類の試験があります。授業は、会話、
読み書き、聞き取りを中心に行います。
期間：12 週間 (最低 8 週間)
クラス人数：最高１5 人まで
レベル：Intermediate to Advanced
コース開始日：1/3*、3/27、6/19、9/11 *月曜日が休日なので火曜日
料金：12 週間 $4,920 (1 週間＄410) + 教材費$180
受験料：$330 (受験センターによる変更の可能性あり)
個人教授
一般英語コースを補充するために、特別な課題(IELTS,ビジネス、ツー
リズム、IT, アート等)の個人授業を行っています。1 日 2 時間までの
授業をお勧めします。
料金：1 時間＄100、5 時間＄500、10 時間＄900
その他の費用
登録料 ＄230
教材費 ＄70（1－4 週間）
＄200（13－24 週間）

英語 プラス ヨガ
英語フルタイムとバイロンヨガセンターでの週 3 回のヨガレッスン。
毎週月曜日開始。
1 週間 $470
英語 プラス ヨガ講師養成コース
英語フルタイムコース終了後に、バイロンヨガセンターにて、全米ヨ
ガアライアンス認定のレベル 1(20 日間集中コース)又は、レベル 2(7
週間コース-Certificate IV)に参加します。中級以上の英語力が必要で
す。
日程及びに料金は、お問い合わせ下さい。
英語 プラス ミュージック
パートタイム英語と、週に 3 回（50 分）の音楽の個人レッスン。
1 週間 $490、注） 楽器のレンタル料金は含まれていません。
ティーンプログラム－英語 プラス アクティビティ
午前中パートタイムの授業を受講し、午後又は週末にアクティビティ
に参加します。地元での活動を通し、学校で学んだ英語を活用しなが
ら、様々なすばらしい経験をする事が出来ます。
コース開始：7 月、8 月の月曜日
期間: 2 - 4 週間
2 週間 $1,000、4 週間 $2,000
ファームステイ
バイロンベイ近郊の WWOOFA 農場（有機農場）での生活と仕事を体
験できます。学生は 1 日に 4-6 時間働くことにより、無料で農場に寄
宿することができます。但し 2 週間以上のコースを終了することが必
要です。詳しくは wwoof.com.au をご覧ください。紹介料 $250
コンビネーション プログラム
上記のコースを組み合わせてプログラムを選ぶこともできます。
例）2 週間のフルタイム一般英語コース＋2 週間の英語プラス サーフ
ィンコース 2 の 合計 4 週間
スタディー ツアー
短期間のスタディツアーも行っております。英語の授業を含むアクテ
ィビティとツアーを行います。各グループのご希望に副ったプログラ
ムを作成します。旅程のサンプルについては学校にお問い合わせくだ
さい。
Job Club (ジョブクラブ)
メンバーシップ $300

＄140（5－12 週間）
＄240（25 週間以上）

すべての料金はオーストラリアドル（$AUD）にて表示してあります。
予告なしに変更することがあります。
Byron Bay English Language School Pty Ltd ACN-16 101 180 901 CRICOS Provider No. 02219J
5/1 Carlyle Street, Byron Bay NSW 2481 Australia T:61 2 6680 8253 F:61 2 6680 8390

滞在方法
4 種類の滞在方法があります。

バイロンベイ英語学校に登録するには

＊ホームステイ 地元の家庭に滞在します。オージーのおもてなしを
経験し、毎日英語を使うには最高の滞在環境です。チェックインは、
土曜日か日曜日です。ホームステイには以下のものが含まれます。
・勉強机のある 1 人部屋または 2 人部屋
・月曜から金曜までの朝食と夕食
・週末の朝食、昼食、夕食
シングル料金
＄270/週
1 泊追加＄39
プレミアムシングル料金
＄300/週
1 泊追加＄43
シングル料金(朝食のみつき)
＄220/週
1 泊追加＄32
ツイン/ダブル料金(1 人に付き)
＄210/週
1 泊追加＄30
（友人同士又はカップルでの滞在のみ）

紹介料
クリスマス週間追加料金

＄230
＄60/週(12 月 23 日から 30 日)

＊スチューデントハウス BBELS 学生との共同生活です。シングル、
ツイン、ダブルの部屋があり、その他の設備は共用です。スチューデ
ントハウスは、BBELS の学生のみ滞在できます。家具、寝具、WiFi、
光熱費が含まれています。入学お申込み時に$300 のボンド(保証金)と
維持費$50 をお預かりします。
空室確認は入学お申込み後になります。
チェックイン/アウトは、土曜日です。最短滞在 2 週間から。
シングル 1 名
$235/275 # 、 ツインシェア１名
$180
ダブル 1 部屋 $360、
ダブル(専用浴室つき)1 部屋 $380
紹介料
$230（ホームステイと両方の場合は＄285）
デラックスシングル(専用浴室つき) $290/$320# カップル $420
# 9 月から 3 月までのスタート日の場合。

最短２週間のお申し込みから。チェックイン・アウトは土曜日。
＊ホステル 自炊の共同宿泊施設です。BBELS には、ドームスタイル
のホステルがあります。ホームステイやスチューデントハウス開始前
や、コース終了後に、滞在したい BBELS の学生専用です。
ホステル料金 1 週間 $225, 1 泊$32
＊プライベートルーム/アパートメント 季節により滞在先条件が異な
ります。プライベートルームの場合、地元の人と家をシェアします。
（キ
ッチン、洗濯機などを共用します。）
紹介料＄230
1 週間 シングル $190 - $400, ツインルーム 1 人$170 から
＊ガーディアンシップ 学生が 18 歳未満の場合 – 生徒の両親は、生
徒が BBELS に在籍している間の後見人（バイロンベイに居住してい
て、生徒のバイロンベイでの生活に責任を持てる人）を BBELS に登
録していただきます。又は BBELS のガーディアンシップサービスを
利用することもできます。
後見人紹介料 ＄300、 後見人料金 1 週間につき ＄30
空港出迎えサービス
空港までスタッフがお迎えに行き、車でバイロンベイまでお連れしま
す。長いフライトの後ではこの方法が一番良いかもしれません。
ブリスベン国際空港
1 人$250＊, $175 (シェア)
＊午後 10 時から午前６時までの到着/出発の場合は、プラス$50 のサーチャージ。

バリナ空港
1 人$90
ゴールドコースト空港
1 人$130
(4 週間以上のコースお申し込みで、ゴールドコースト空港からの無料
シャトルバス手配 －2017 Japan Special ）
その他の費用
ここに提示してある費用のほかに、特別なテキスト、遠足、交通費、
昼食代、アクティビティーの費用が必要な場合があります。
自転車
学校にてレンタルをしております。始めにボンド(保証金)を＄250 預け
ていただきます。レンタル料金は$15-$30/週となります。料金にはヘ
ルメットと鍵も含まれています。
2017 年 祭日
1 月 2 日、1 月 26 日、4 月 14 日、4 月 17 日、4 月 25 日, 6 月 12 日、
8 月 7 日、10 月 2 日
BBELS は、12 月 22 日午後５時から 2017 年 1 月 1 日までお休みです。
1 月 2 日(火)から授業を再開します。

1.申し込みの条件など- Terms and Conditions of Enrolment
と、申し込みフォームの下の方にある Refund Policy を注意深
くお読みください。
2.申し込みフォームに記入して、郵送、ファックス、または email に
て、学校へお送りください。折り返し、請求書と入学申込み確認書
をお送りいたします。
BBELS, 5/1 Carlyle St., Byron Bay NSW 2481 Australia
Fax: +61 2 6680 8390 info@bbels.com.au
3. 料金を BBELS の銀行口座に振り込んでください。学生ビザを申請
する学生は、そのコースの期間中 OSHC 保険に加入しなくてはなり
ません。保険料は下記をご参照ください。
4 .学生ビザ申請の学生には、全ての料金を受け取った段階で、受領書
と入学許可証（COE）をお送り致します。COE は学生ビザをオース
トラリア大使館に申請する際に、申請用紙とともに必要となります。
ビザを受け取るまでの時間を余裕をみて申し込んでください。
5. ビザを受け取った時点で
・飛行機、到着時間などの詳細をお知らせください。
・全ての料金を送金してください。(学生ビザの場合は前払い。)
全ての料金はコース開始前にお支払いください。
6. 空港への出迎え、またはホームステイ＋空港への出迎えをご希望の
場合には、オーストラリア到着日の２週間前までに、航空会社、到
着の時刻等の詳細をお知らせください。
7 .ホームステイの詳細は到着の２週間前までに、または準備が出来次
第、お知らせいたします。(お支払い終了後になります。)
必要なビザ
12 週間未満のコースには、ツーリストビザを取得してください。30 歳
以下の方は、ワーキングホリデービザ（1７週間まで就学できます）が
申請出来ます。18 週間以上のコースには学生ビザの申請が必要になり
ます。詳細は、immi.gov.au/students を参照してください。
銀行口座
全ての料金は、コースが始まる 4 週間前迄にお支払いください。
送金は下記の口座へお願いします。
口座名: Byron Bay English Language School Pty Ltd
銀行:
Westpac Banking Corporation
支店:
73 Jonson St, Byron Bay, NSW 2481, AUSTRALIA
BSB No: 032-573
口座番号: 116808
Swift Code: WPACAU2S
国際送金手数料 $20 （Paytostudy.com をご利用の場合は$20 の送
金手数料は掛かりません。）
保険
学 生 ビ ザ で オ ー ス ト ラ リ ア に 入 国 す る 学 生 は OSHC （ Overseas
Student Health Cover）に加入する義務があります。
2017 年 OHSC 料金 (2016 年 6 月 1 日現在)
1 ヶ月 $50
3 ヶ月 $150
6 ヶ月 $300
9 ヶ月 $450
12 ヶ月 $600
OHSC 料金は予告なしに変更になることがあります。

他のビザで入国する学生は、オーストラリアに到着する以前にご自身
の旅行保険、健康保険の手配をなさることをお勧め致します。
申 し 込 み フ ォ ー ム の 下 の 方 に あ る Terms and Conditions of
Enrolment をお読みください。BBELS はプログラム、コースの開始
日時、時間割、カリキュラムの内容など、都合により変更する場合が
あります。
お問い合わせ (日本語でのお問い合わせ、お申込みのお手伝いを致し
ます。)
Skype: BBELS - Byron Bay English Language School
Ph: +61 2 6680 8253
Fax: +61 2 6680 8390
email：info@bbels.com.au
www.bbels.com.au
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