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AU S T R A L I A

開講コース
• 一般英語コース
• エクストリーム英語コース
• バリスタ/カフェ英語コース
• IELTS/進学英語対策コース
• ビジネス英語コース
• ケンブリッジ検定対策コース
(FCE＆CAE)
⺟国語禁⽌制度
英語を効果的に上達させるために、
いつでもどこでも英語で考え、英語
を話すことができる環境を提供して
います。生徒は、
この学習環境を活か
して、楽しみながら、真剣に英語を学
習しています。

• 世界各国からの生徒たちで
賑わうキャンパス
• 経験豊かな教師とスタッフ
による熱心な生徒ケア
• 即戦力を付けるための実践
的なプログラム
• 目的とレベルに合わせて選べ
る幅広いコース
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* 英語レベルの上達具合は、個人によって異なります 。
上記の各レベルにおける受講期間は目安としてご参照
ください。
インパクトでは 、単元テストや授業における
学習態度や積極性なども考慮した上で、総合的な英語
レベルを判断しています。

BUSINESS ENGLISH
FCE
CAE

コース情報
⼀般英語

IELTS/進学英語対策程

•
•
•
•

レベル：Elementary to Advanced
受講期間：2~50週間
目安となる1レベルの終了期間：10週間
日常生活で使うための実践英語を習得

•
•
•
•

レベル：Intermediate to Advanced
受講期間：5~30週間
目安となる1レベルの終了期間：10週間
IELTS試験や進学準備のための英語を習得

•
•
•
•

英語レベル：Pre-Intermediate to Upper-Intermediate
受講期間：10~20週間
目安となる1レベルの終了期間：10週間
日常生活で使うための実践英語を集中的に習得

•
•
•
•

レベル：Upper-Intermediate to Advanced
受講期間：5~30週間
目安となる1レベルの終了期間：10週間
ビジネスで使うための実践英語を習得
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• カフェ英語とバリスタの技術を習得
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• メルボルンのカフェでインターンシップを体験

2

ビジネス英語

ケンブリッジ検定対策 (FCE & CAE)
• FCEレベル：Upper-Intermediate
• CAEレベル：Advanced
• 受講期間：1月
10週間
3 & 9月
12週間
6月
11週間
• 生涯有効な国際英語検定資格を取得する
ための対策準備コース。
日常生活や仕事で
使う英語の読み書きと実践英会話を高める
ためのスキルを習得

最低申込み期間

学校時間&年齢制限

クラス時間

•
•
•
•
•
•

• 月〜金曜日：8:15am〜6:00pm
• クラス授業時間：週20時間
• 年齢：18歳以上より入学可能

• 一般英語コース
(Pre-intermediateからAdvanced
レベル): 8:50am〜1:15pm
• 一般英語コース(Elementaryレベル)
& そのほかの各種英語コース:
1:20〜5:45pm

一般英語コース：2週間
エクストリーム英語コース：10週間
バリスタ/カフェ英語コース：5週間
IELTS/進学英語対策コース：5週間
ビジネス英語コース：5週間
ケンブリッジ FCE＆CAE：10~12週間

⽬的と英語レベルに合わせてコース変更が可能です。⼊学後にスタッフまでお気軽にご相談ください。

Impactivities, Location & English Only
インパクティビティー
TUESDAY

2:00-3:00

11:30-12:30

MONDAY

• 会話クラス
実践英会話の強化

WEDNESDAY

THURSDAY

FRIDAY

• エレメンタリーエクストラ
基礎英語の強化
• 発音クラス

• 会話クラス
• 文法クラス
文法の正しい使い方と • スタディヘルプ
理解力の強化

• シングリッシュ( 歌 )
• TOEIC 練習
• スタディヘルプ

• 発音クラス
英語発音の強化

• エクスプローラークラブ
(課外アクティビティー)
2:00〜4:00pm
メルボルンの博物館や
ギャラリー、
スポーツ
センターなどに出掛け
ます。

• スタディヘルプ
教師の監督のもと自主
学習ができる時間です。

• シングリッシュ
英語の歌を聞いたり、
唄ったりする練習です。
英語上達には最適の
学習方法です。
• スタディヘルプ

* アクティビティーのスケジュールや内容は変更される場合があります。

エクストラクラス：
無料クラスと楽しい課外アクティビティー
を午前と午後に行っています。
大半のアク
ティビティーは、
専属の教師が担当してい
ます 。
そのほか週末には、
ビクトリア周辺
の各種ツアーもご用意しています(有料)。

年間学校イベント：
年間を通して学校全体で行う イベントが
開催されます。
ダンスやハロウィンパーテ
ィー、
ピクニック、
スポーツ観戦など、
その
ほか、
メルボルンの各種世界的なイベン
トにも参加することもできます。

ジョブパック：
仕事探しのための
「Job Pack」
冊子を配布
しています。
英文履歴書やカバーレターの
サンプルや面接時の心構えや注意事項な
どの情報が含まれています。

生徒さんの声 (ソフィー＆ティト)
インパクトは、学生用の設備が整っていま
す。勉強はもちろん、友達づくりには最高
の環境です。
また、校内のカフェでは、
インパクトのバリスタカフェ
英語コースの生徒さん
が美味しいコーヒー
を作ってくれるので、
毎朝、利用して
います! 図書室
には、
さまざま
な種類の本や
雑誌が揃って
います。PCや
Wifiも自由に
使えます。

ENGLISH

ONLY
ZONE

このルールに反した場合は、その場で1日
停学となります。放課後に英語以外の
言語を話した場合は、
翌日の授業は
参加できません。教室内だけでなく、
階段やトイレ、携帯電話に出る時も英語
以外の言語は使用が禁止されています。

このルールは 、英語力上達のために設けられています。
万が一、留学中にトラブルや悩みがある時は、多言語カウン
セリングルームにて常勤の日本人スタッフにご相談ください。

www.impactenglish.com.au

english college

キャンパス内は、いつでもどこでも
英語環境です! 英語以外の⾔語
は禁⽌されています。
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Pathways, Exam Centre & Facilities
キャンパス内の施設

Remy, France:

Impact is
the place to
be!!

Ayako, Japan:

I love the
barista
course!
パスウェイ＆試験センター
インパクトでは、
メルボルンの多くの
学校と提携しており、英語コース終了
後に、直接入学できる方法があります。
年間、多くの生徒が提携校にパスウェ
イを利用して進学しています。

CRICOS: 00184J
www.carrickeducation.edu.au

www.impactenglish.com.au

CRICOS: 01590J
www.mibt.vic.edu.au

CRICOS: 01534F
www.endeavour.edu.au

CRICOS: 00724G
www.nmit.edu.au

各学校が定めている特定の英語コース
をきちんと終了することで、英語試験の
スコアを心配することなく進学準備に
取り組めます。
インパクトから提携先の
専門学校やTAFE、大学への進学が可能
となります。

CRICOS: 02047B
www.qantm.com.au

インパクト試験センター
インパクト試験センターでは、公式の
ケンブリッジ英語検定試験とTOEIC
試験を受験することができます。
各試験のお申込み方法につきまして
は、お気軽にお問い合わせください。

www.impactenglish.com.au/
cambridgeexamcentre

exam centre

進学先の⼊学英語基準
をクリアする
進学先で充実した留学
⽣活をお送りください!

CRICOS: 02386E
www.jmcacademy.edu.au

CRICOS: 00012G
www.holmesglen.edu.au

CRICOS: 00723J
www.pivot-point.edu.au

インパクトで英語を習得

CRICOS: 01218G
www.kangan.edu.au

CRICOS: 02047B
www.sae.edu

CRICOS: 02887F
www.kbs.edu.au

CRICOS: 01505M
www.angliss.edu.au

Impact English College
Level 5/620 Bourke Street
Melbourne VIC 3000
Australia
T. (6 13) 9670 2840
F. (6 13) 9670 2896
E. info@impactenglish.com.au
W. www.impactenglish.com.au
CRICOS Provider Code: 02995B
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