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BELONG...ENJOY...SUCCEED... 

We are here!!! 

今月のスペシャルオファー: 
一般英語(フルタイム）・IELTS・ケンブリッジ 共通 
 

★ワーキングホリデー/観光ビザ/学生ビザ共通 

 ５週のお申し込みで+1週プレゼント***（注） 

 10週お申込みで+2週, 14週お申込みで+3週プレゼント 

*すべてのオファーとも1週340ドルでの計算になります。 

★オーストラリアに既にお越しの方へスペシャルオファー 

   オーストラリア国内からのお申し込みに限り、 

 IELTSコースが週180ドル（5週以上のお申し込みが必要です） 

*お申込・ご入金を2011年9月末までに完了された場合のみ 

**9月以降の受講開始日も可能です 

最新国籍ミックス情報: ヨーロッパ：30％ 

南米：42％ 日本：7％. 韓国：14％ 

その他アジア：2％ その他：5％ 

(国籍ミックスは毎週変動します） 
 

現在のクラスとレベル：総生徒数約45名 5クラス、一般英語 

4レベル(Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate,  

Upper-Intermediate & IELTS) -．．．．．．9月5日データ 

サンプルタイムテーブル （一般英語フルタイム）                      

 Mon Tue Wed Thu Fri 

8.45-10.45 授業 授業 授業 授業 授業 

10.45-11.10 ブレイク ブレイク ブレイク ブレイク ブレイク 

11.10-13.10 授業 授業 授業 授業 授業 

13.10-14.00 ランチ ランチ ランチ ランチ ランチ 

14.00-15.00 フリーレッスン 自習 

*監督付 

会話クラブ フリーレッスン 自習 

*監督付 

Director of Studies より 
Spring is in the air! With tempera-
tures in the low 20s students and 
teachers alike are getting to the 
beach more often for surf lessons 
(our fantastic surfer Satoshi from Japan is teaching 
Denis from Germany), whale watching – all those lucky 
students in homestays near the beach at Freshie, Curl 
Curl & Dee Why have had plenty of ‘up-close’ whale-
watching experiences recently, and beach BBQs!  At 
the end of August we look forward to joining Sultan & 
Khaled celebrate Eid (the end of the month-long fast for 
Muslims) with a big feast/picnic 

Greetings from manly!-先週末卒業された4名の

生徒さん全員より、素敵なコメントをいただきました！ 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
Aaron: Very nice teachers and very good classmates! 
Carolina: I’m very sad to leave school! SEA was very good. 
Matheus: I’m happy for my progress and anxious to come   
                  back soon. 
Satoshi: It’s great!! I’m lucky I chose this school. Can I come  
               again?      皆さん卒業、おめでとうございます！ 

最近行なわれたアクティビティ 
 

★Northhead to Manly    

   Walk, Beach Volleyball,  
   Beach Barbeque, Movie, 
   Ten-Pin Bowling, etc..  

    アクティビティは週2回です 
 

最近行なわれたフリーレッスン 
★Aboriginal Culture  

★Preposition 

★Pronunciation 

★Business English  

   -Verifying -Innovation 

今月のStudent of the month 

Jeffrey (中国)より一言！ 
英語上達のコツは？ .Don’t be shy. Hang 

out and chat with friends or classmates. 

You can have a good improvement. 

Participate in school activiteis                                                                

SEAについて一言！ -.I think SEA is like my second home. 

Teachers and students are like my family so I am very 

happy here. 


