
オーストラリア、シドニーで

サッカー＆
語学留学!

学校はココ

日本のJ1,J2に相当するAリーグで将来活
躍を目指すために、まずはプレミアリーグレ
ベル(J3に相当)ある、New South Wales 
State Leagueのとの契約を目標にトライラ
ル練習に参加するプログラム。

参加資格 : プロ・セミプロとしてプレイできる人(関東一部リーグ

の一軍レベル、東京一部リーグレベル、J3に相当するレベル)

プログラム期間 :1年

サッカーシーズン期間 :３月～９月

トライアル、練習参加期間 : 10月～ 4月

語学就学期間 : 8 ～ 17週

ビザ : WH/学生ビザ

参加費用 :
サッカー研修費 語学研修費 合計

8週間の語学 
研修の場合

$2800

$4,340 $7,140

17週間の語学 
研修の場合

$7,660 $10,350

Aリーグ

スーパーリーグ

プレミアリーグ

ディビジョン1

ディビジョン2SCEでは、オーストラリアでプロを目指す、本格
サッカー留学から、サッカーを通じて生きた英語
を習得したい、オージーの友達を作りたいという
目的のエンジョイサッカー留学まで、個人の目的
に合わせた様々なサッカー留学プログラムを準備
しています。

プロを目指す本格サッカー留学1
日本のJ1,J2に相当するAリーグで将来活躍を目指すために

お申し込み手順

1.  アセスメントフォームに 
サッカー歴を記入、提出

2.  プログラム担当スタッフから 
プログラムの参加可、不可、 

大まかなテストを受けられる 
チーム (レベル ) を連絡

3.  契約書を読み、 
問題が無ければ 

お申込み、お支払い

自然豊かで広大なここオーストラリアでは、スポーツ大国と
言ってもいいほど様々なスポーツが盛んに行われています。

＜サインプルタイムテーブル＞

月 火 水 木 金 土 日

8:30-11:45 一般英語 一般英語 一般英語 一般英語 一般英語

土日のどちらかは試合、どちらか
はオフの日となります。

11:45-12:45 ランチ ランチ ランチ ランチ ランチ

12:45-14:50 選択授業 選択授業 選択授業 選択授業
(Self-Acces!
13:45まで)

15:00-16:00 Self-Access Self-Access Self-Access Self-Access 自由時間

16:00-18:30 フリーター 自由時間 自由時間 自由時間 自由時間

自由時間

18：30以降 練習 練習 練習

☆サッカー費用に含まれているもの☆

o�オーストラリアへ到着時の空港へのお出

迎え(１回）

o�１シーズンにつき最低２チームを保障(こ

のプログラムに参加することが必ずしも

NSW State Leagueに所属するクラブ

との契約自体を保障するものではない。）

o�１チームのつき、合計３回のトライアル、

練習同行

o�チームとの契約時の補助(選手登録、海

外移籍証明書の手続き補助、給料の交渉

等）

o�シーズン中、最低１回の試合の写真撮影、

ブログへのアップ(選手が希望する場合）

o  Aリーグのクラブと契約を目標に FIFA

エージェントとの契約サポート(本人の実

力、パフォーマンスによる）

o�オーストラリア滞在中の緊急連絡先とし

て問題が生じた場合の対処

o�ビザ申請のアドバイス(ワーキングホリ

デービザ、学生ビザ、観光ビザ）

o�ホームステイ終了後の滞在先の紹介、滞

在先の見つけるためのアドバイス(選手

寮、ホームステイの手配）

o  24時間緊急サービス(病院、警察、そ

の他、関連機関への付き添い、通訳)

o 郵便物、荷物の一時預かり　など 

※詳しい内容は契約書をご参照下さいませ。

＊入学金

＊プレイスメント

＊８週もしくは１７週間の授業料

＊教材費

＊ホームステイ４週間

＊平日の無料ワークショップ

＊校内での無料Wifi

年齢: 18 ～ 30歳

条件: 保険加入

☆語学研修費用に含まれているもの☆

オーストラリアのサッカーチームのレベルは大きく分けると５つ
あります。日本のJリーグにあたる、Aリーグと呼ばれるプロ集団
を筆頭にセミプロ集団と呼ばれる各州ごとに上からプレミアリー
グ、スーパーリーグ、ディビジョン１、ディビジョン２からオーストラ
リアンサッカーは構成されています。小野伸二選手が所属していた、
Western Sydney Wanderers FCはAリーグチーム。数多くの
日本人選手が現在プレミアムリーグで活躍しております。

※ なお、このコースは必ずしもプロ選手としての契約を保証するも

のではありません。



宮下忠士 （みやしたただし）
オーストラリア滞在11年

オーストラリアサッカーマネージメント歴7年

 2014ACL 川崎フロンターレ対ウェスタンシドニーワンダラーズ　現地通訳

 ACL  サンフレッチェ広島対ウェスタンシドニーワンダラーズ　 

現地渉外担当責任者

7年間で総勢70人以上の日本人選手のオーストラリアでのサッカーマネージメントを担当

☆ 芝のグランドでプレーできる。

☆ 日本でのサッカーのプロの実績がなくても、実力次第で

給料をもらいながらセミプロとしてプレーができる。

☆ サッカーを通じて、生きた生活英語、サッカー英語を習

得できる。

☆ オーストラリアの中でも一番サッカーが盛んで、レベルが高

いと言われているNSW州のサッカーリーグ所属のチーム

のテストを受ける、もしくはプレーすることができる。

☆ オーストラリアリーグでのプレー経験があるサッカープログ

ラム専門アドバイザーが、直接サポートします。

エンジョイサッカー留学 !2 ジュニアサッカープログラム3

週１～３日平日夕方から地元のシドニーのアマチュアサッカーチームに
所属するクラブチームにで練習、また土日のどちらかは試合に参加。
99%の確率で地元のクラブチームに所属することを保証致します。

参加資格 : サッカー経験がある方

期間 :１年

サッカーシーズン期間 : 4月～ 10月

トライアル、練習参加期間 : 11月～ 4月

語学就学期間 :８～１７週

ビザ : WH/学生ビザ

☆サッカー費用に含まれているもの☆
o�オーストラリアへ到着時の空港へのお出

迎え(１回）

o�地元のサッカーチームをご紹介

o�初日のサッカーチームへ同行

o�オーストラリア滞在中の緊急連絡先とし

て問題が生じた場合の対処

o�ビザ申請のアドバイス(ワーキングホリ

デービザ、学生ビザ、観光ビザ）

o�ホームステイ終了後の滞在先の紹介、滞

在先の見つけるためのアドバイス(選手寮、

ホームステイの手配）

o�24時間緊急サービス(病院、警察、その

他、関連機関への付き添い、通訳)

o�郵便物、荷物の一時預かり　など

☆語学研修費用に含まれているもの☆
＊入学金

＊プレイスメント

＊８週もしくは１７週間の授業料

＊教材費

＊ホームステイ４週間

＊ フィークリーパス(学校初日の月曜日にお渡し致します。)

＊平日の無料ワークショップ

＊校内での無料Wifi

＊卒業セレモニー

サッカークラブ、もしくはアカデミーでのサッカートレーニング(基本
は週4日、一回の練習は約2時間)

参加資格 : サッカー経験がある方

期間 : 2 ～ 4週

プログラム開催期間 : 3月16日～ 3月

27日/7月20日～ 8月21日

ビザ : 観光

☆サッカー費用に含まれているもの☆
o�オーストラリアへ到着時の空港へのお出

迎え(１回）

o�地元のサッカーチームをご紹介

o�初日のサッカーチームへ同行

o�オーストラリア滞在中の緊急連絡先とし

て問題が生じた場合の対処

o�ビザ申請のアドバイス(ワーキングホリ

デービザ、学生ビザ、観光ビザ）

o�24時間緊急サービス(病院、警察、その

他、関連機関への付き添い、通訳)

o�郵便物、荷物の一時預かり　など

☆語学研修費用に含まれているもの☆
＊入学金

＊ プレイスメ

ント

＊授業料

＊教材費

＊ホームステイ４週間

＊平日のアクティビティ

＊校内での無料Wifi

中学、高校生を対象とした春休み、夏休みを利用し、
英語+オーストラリアのサッカーを体験するプログラム

白井 豪 (Go SHIRAI) 
三鷹高校－早稲田大学－早稲田ユナイテッド

SCEでインテンシブコースを就学し、在学中、また現在もオーストラリア NSW Premier League 

Sydney Olympicチームに所属しています。!  

あの小野伸二選手が所属し

ていた、Western Sydney 

Wanderers FCはAリー

グチームの一つであり、豪

君はあの小野伸二選手が

所属するAリーグの一つ下

のNSWプレミアリーグの

Sydney Olympicチームで

レギュラー選手として出場、

活躍しています。また、豪君

はチームから給料をもらっ

ているだけでなく、住宅も

支給されて、オーストラリア

の生活をエンジョイしてい

ます。

宮澤龍二 （Miyazawa Ryuji） 
170cm 69kg 作陽高校ー桃山学院大学ー

三菱自動車水島FC（2011）ー Blacktown 

City(2012~2014) 

宮澤龍二動画集

https://www.youtube.com/watch?v=YYXHTMChYPY

https://www.youtube.com/watch?v=0uBT3mHi4Ik

アマチュア、地元のサッカーリーグで、一シーズンを通
じてサッカーを楽しむプログラム

お申し込み手順

1.  アセスメントフォームに 
サッカー歴を記入、提出

2.  プログラム担当スタッフから、
参加可能なチームの 

(レベル ) を連絡

3.  契約書を読み、 
問題が無ければ 

お申込み、お支払い

参加費用 :
サッカー研修費 語学研修費 合計

8週間の語学 
研修の場合

$2,400

$4,340 $6,740

17週間の語学 
研修の場合

$7,550 $9,950

参加費用 :

開催期間 数週
サッカー研

修費
語学研修費 合計

3月16日～
3月27日

1週間 $280 $1,832 $2,112

２週間 $560 $2,588 $3,148

7月20日～
8月21日

1週間 $280 $2,073 $2,353

２週間 $560 $2,640 $3,200

3週間 $840 $3,396 $4,236

4週間 $1,120 $4,142 $5,262

＜サインプルタイムテーブル＞

月 火 水 木 金 土 日

8:30-11:45 一般英語 一般英語 一般英語 一般英語 一般英語

土日のどちらかは試合、どち
らかはオフの日となります。

11:45-12:45 ランチ ランチ ランチ ランチ ランチ

12:45-14:50 選択授業 選択授業 選択授業 選択授業
(Self-
Acces!

13:45まで)

15:00-16:00
Self-

Access
Self-

Access
Self-

Access
Self-

Access
自由時間

16:00-18:30 フリーター 自由時間 自由時間 自由時間 自由時間

自由時間

18：30以降 練習 練習 練習

＜サインプルタイムテーブル＞

月 火 水 木 金 土 日

9:00-12:45 語学研修 語学研修 語学研修 語学研修 語学研修

土日のどちらかは試合、どち
らかはオフの日となります。

12:45-13:30 ランチ ランチ ランチ ランチ ランチ

13:30-15:30
アクティビ

ティ
アクティビ

ティ
アクティビ

ティ
フリータイム

アクテ ィビ
ティ)

20:00-21:00! サッカー練習 サッカー練習 サッカー練習

お申し込み手順

1.  アセスメントフォームに 
サッカー歴を記入、提出

2.  . 契約書を読み、問題が無け
ればお申込み、お支払い

オーストラリアで
サッカー留学 
プログラムに 

参加するメリット

当プログラムの
特徴

Aリーグ活躍中

サッカー 
プログラム専門

アドバイザー

SCE 卒業生


