
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、または、
シドニーで最高峰のセミプロリーグである、
New South Wales State Leagueのクラ
ブとの契約を目標に、トライアル、そして練
習参加するプログラム

参加資格: 日本である程度のレベルでプレーしていた人(社会人県

1部以上、大学サッカーリーグ関東1部2部、関西1部以上のリー

グでプレーしている、プレーしていた、もしくはそれに準ずる実力

を持っている方)

プログラム参加可能期間:最大１年まで

サッカーシーズン: 3月-9月

トライアル、練習期間:10月-4月

ビザ: WH

年齢: 18 ～ 30歳

条件: 保険加入

語学研修終了後のスケジュール:日中は、アルバイトや自習など自

由に時間を使うことが可能。また、サッカー練習は語学研修終了

後も継続となり週に2-3回の夜練習があります。週末は土日のど

ちらか一日が試合となります。

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

$4,580 $7,380

17週間の語学 
研修の場合

$7,970 $10,770

SCE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、セミプロを目指す本格サッカー留学1
Aリーグ、セミプロリーグにチャレンジするプログラム

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 
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

オーストラリアで最も競技人口が多いスポーツであるサッカー、
このサッカーと語学留学を組み合わせたプログラムがついに 
誕生しました！

＜サ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
(セルフアクセス

13:45まで)

15:00-16:00
セルフ 

アクセス
セルフ 

アクセス
セルフ 

アクセス
セルフ 

アクセス
自由時間

16:00-18:30 自由時間 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

☆サッカー研修費用に含まれているもの☆
❏ オーストラリアへ到着時の空港への出迎え 

(１回）
❏ １シーズンにつき最低3チームの紹介を保障

(必ずしもNSW State Leagueに所属する
クラブとの契約を保障するものではない。）

❏  1チームにつき、最低3回のトライアル、練習
同行（3回目以降は基本的に公共交通を使っ
て各自で行ってもらうものとするが、担当者
がグラウンドまでの行き方をアドバイス、ア
レンジする）

❏  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）

❏ シーズン中のクラブとのやり取り（給料未払い
時の交渉、他クラブからオファーがあった場
合の交渉等）

❏  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）

❏ 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）

❏ 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

❏ ホームステイ終了後の滞在先の紹介、滞在先
を見つけるためのアドバイス(選手寮、ホーム
ステイの手配）

❏  24時間緊急サービス（警察への連絡、病院、
タクシー等の手配）

❏アルバイトを探す為のアドバイス
❏ 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

＊８週もしくは１７週間の授業料

＊教材費

＊ホームステイプレイスメント

＊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

＊卒業セレモニー

☆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リーグの構造は、プロリーグである
Aリーグを筆頭に、セミプロリーグであるプレミアリーグ、スー
パーリーグ、ティビジョン１、ディビジョン２と続き、その下はア
マチュアリーグと続きます。現在、プレミアリーグ以下のセミプ
ロリーグ、そしてアマチュアリーグでは、多くの日本人選手が 
活躍しています。

❇サンプルタイムテーブルはあくまでも一例で
あり、練習や試合の回数を確約、保証するも
のではありません。

❇ また、所属するチームや、オフシーズの時期
などによっても練習回数なども異なります。

❇ 8もしくは17週間の語学研修を終了後の日
中の過ごし方に関しては、アルバイト、自習、
自主トレーニングなど自由時間となります。

❇  平日のサッカーの練習等は語学研修終了後
も行うものとします。

❇  なお、このコースは必ずしもプロ選手、セミ
プロ選手としての契約を保証するものではあ
りません。

❇   選択教科は、Pre-intermediateから受講可
能。Beginner、Elementaryの学生は午前
中同様の授業スタイルでの受講となります。

SCE (シドニー カレッジ オブ イングリッシュ )

 1987年に設立、シドニーの私立英語学校としては老
舗校の一つ。キャンパスは、シドニー中心部にほど近
く、パワーハウスミュージアムの向かい。周辺はシド
ニー工科大学、TAFE(公立専門学校)などが集まる活
気あふれる学生街。セントラル駅から徒歩10分、ライ
トレールから徒歩2分の距離。



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

2014ACL　 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

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て練習、また土日のどちらかは試合に参加。
本人の実力に合った地元のクラブチームを紹介します。

参加資格:サッカー経験がある方

プログラム参加可能期間: 最大１年まで

サッカーシーズン: 3月-9月

トライアル、練習期間:10月-4月

ビザ: WH もしくは学生ビザ

☆サッカー研修費用に含まれているもの☆
❏ オーストラリアへ到着時の空港へのお出迎え

(１回）
❏ サッカーチームの手配
❏ 初回のトレーニング、試合同行
❏  滞在中のサッカーに関する活動へのアドバイス
❏ チームで発生する問題に関する仲介
❏ 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
❏ ホームステイ終了後の滞在先の紹介、滞在先を

見つけるためのアドバイス(選手寮、ホームステ
イの手配）

❏  24時間緊急サービス（警察への連絡、病院、 
タクシー等の手配）

❏ アルバイトを探す為のアドバイス
❏ 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 

＊教材費

＊８週もしくは１７週間の授業料

＊ホームステイプレイスメント

＊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

＊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3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で心身と

もに健康な方で中学、高校生

プログラム参加可能期間: 最大４週間まで

開催期間:3月21日～ 4月9日もしくは、

7月18日～ 8月20日

ビザ: 観光ビザ

☆サッカー研修費用に含まれているもの☆
❏ サッカーチーム及び、サッカーアカデミー手配
❏ 初回のトレーニング、試合同行
❏ 滞在中のサッカーに関する活動へのアドバイス
❏ チーム及び、アカデミーで発生する問題に関

する仲介
❏ 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
❏  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)
❏ 郵便物、荷物の一時預かり　など
❏ 平日のサッカー練習の際の送迎（ホームステイ

先から練習場まで  /  練習場からホームステイ
先まで）

☆語学研修費用に含まれているもの☆
＊入学金 

＊授業料 

＊教材費 

＊ホームステイプレイスメント

＊ホームステイ滞在費

＊平日の朝食と夕食（ホームステイ）

＊週末3食（ホームステイ） 

＊校内での無料Wifi  

＊卒業セレモニー 

＊卒業証明書 

＊往復歓迎  

＊平日のアクティビティ 

＊ 滞在中の交通費（学校からホームステイ先、午後のアクティビティ）

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で一般英語コースを就学し、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

されており、また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) 

2014年-シーズンベストイレブン

2014年-優勝

2014年-得点ランキング3位

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

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

$4,580 $6,980

17週間の語学 
研修の場合

$7,970 $10,370

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21日～
4月9日

1週間 $370 $1,832 $2,202

２週間 $740 $2,588 $3,328

3週間 $1,110 $3,334 $4,444

7月18日～
 8月20日

1週間 $370 $2,073 $2,443

２週間 $740 $2,640 $3,380

3週間 $1,110 $3,396 $4,506

4週間 $1,480 $4,142 $5,622

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

＜サ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
(セルフアクセス
13:45まで)

15:00-16:00 セルフアクセス セルフアクセス セルフアクセス セルフアクセス 自由時間

16:00-18:30 自由時間 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

❊  選択教科は、Pre-intermediateから受講可能。Beginner、Elementaryの学生は午前中同様の授業スタイルでの
受講となります。

❊  タイムテーブルはあくまでも一例でありますので、サッカーの練習、試合の回数などを確約、保証するものではあり
ません。また、所属するクラブチーム、開始時期、シーズン中などによってスケジュールは異なりますので予めご了承
下さいませ。

❊  また、ワーキングホリデービザで渡航し、8もしくは17週間の語学研修を終了後の日中の過ごし方に関しては、ア
ルバイト、自習、自主トレーニングなど自由時間となります。平日のサッカーの練習等は語学研修終了後も行うもの
とします。

❊  なお、学生ビザで20週以上渡航をご希望の生徒さんは授業料、教材費等が別途ご追加で発生いたします。 
詳しくは担当者までお問い合わせ下さいませ。

❊  学生ビザの場合には、最低20週以上の受講が必要となります。

＜サ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 自由時間 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

❊  なお、お申し込みは１週間単位とする。
❊  基本週３日の練習。
❊  なお、天候などにより練習、試合が行えないことがありますので予めご了承下さいませ。

☆ゆっくり英語力を伸ばす事が可能。

☆  一般英語コースのみならず、アカデミック英語の習得や、 

ケンブリッジ検定、IELTSなどの試験対策準備コースの受講が

可能です。また、ケンブリッジ検定に合格した際には一生使える

英語力証明書を取得することが出来ます。
※  なお、ケンブリッジ検定やIELTSコースは一定の英語力が入学条件となります。

学生ビザにて 
エンジョイ 

サッカープログラム
に参加の方の 
メリット

☆   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

受ける事ができる、もしくはプレーする事ができる。

☆ 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、現地で直接サポート。

当プログラムの 
特徴

プレミアリーグ

サッカー 
プログラム専門
アドバイザー

SCE卒業生

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

注意事項
★ 記載された日程及び内容は、現地諸事情により臨機応変に予告なく変更さ

れる場合がございます。
★ 安全のために、シドニーで使える携帯電話の準備をお願いします。シドニー

でレンタル携帯を必要とする方は事前にお問い合わせ下さい。当校と契約
しております携帯会社をご案内致します。また、お申し込みの際にクレジッ
トカード番号が必要となります。

★ ホームステイ手配について、参加者のリクエストになるべく沿うように手配
はしますが確約するものではありません。

免責事項
当校は参加者が次に例示するような理由
にて被られた損害、もしくは催行日程の
変更、中止におきましては責任を負いか
ねます。例)天災、暴動、運送や交通機関
の遅延、不通、スケージュールの変更、宿
泊施設の事故、火災、日本または官公庁
の命令による出入国規制、伝染病による
隔離、食中毒、盗難。

☆ 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。

オーストラリアで
サッカー留学 
プログラムに 
参加するメリット
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