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ABOUT LAB MELBOURNE
LAB (Languages Across Borders)は、2011年より語学学校として設立
されました。2016年には、世界各国にキャンパスをもつ最大のグロー
バル教育グループ、LCI Education Networkメンバーとなりまし
た。LAB Melbourneは、会話中心のイントラクティブな英語指導をし
ています。熱心な講師、アクティビティを取り入れた、活発且つ斬新
なクラス環境にて学生個々の能力
を引き出すよう努めます。

LAB MELBOURNE が人気な理由
ベテランで熱心な講師たち
LAB Melbourneの講師は厳しい審査を経て採用されています。全て英
語が母国語で、大学卒業およびTESOL・CELTA資格を所有しており、
採用時点で社会人へ英語を教えた経験が3年以上あることが条件です。

LABコミュニティ：徹底したサポート
学校に一歩足を踏み入れた瞬間から、あなたのお手伝いをします。ア
ドバイザーの相談は予約不要で、いつでもあなたの質問に答えサポー
トします。

講師の評価システム
LABの学生は毎学期講師への感想を伝える機会があり、また学校全体
に関するアンケートにも答えていただきます。こうした調査により常
に満足していただける環境を整えています。
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モーニングクラス: 月曜～木曜
08:30 am - 10:30 am : 1時間目 

10:30 am - 10:45 am: ブレイク
10:45 am - 12:15 pm: 2時間目 

12:15 pm - 01:00 pm: ランチブレイク
01:00 pm - 02:30 pm: 3時間目 

02:45 pm - 03:45 pm: オプショナルクラス

イブニングクラス: 月曜～金
5:00 pm - 6:30 pm: 1時間目
6:30 pm - 6:45 pm: ブレイク
6:45 pm - 9:15 pm: 2時間目

オプショナルクラス*
月曜～木曜: 2:45 pm - 3:45 pm

金曜日:        9:00 am - 12:00 pm

LAB　Melbourneレベル



オプショナルクラスで最大
週27時間まで柔軟に授業時間
を伸ばすことが出来ます。

ジョブクラブで英文履歴書のアドバイスから仕事探しのコツ、発音強制で集中的に強化
するなど、自分次第で取り入れることが出来ます。苦手克服・レベルアップへの近道に
なるでしょう！

スタディプランサービスは、ジムのパーソナルトレーナーの様に長年経験のあるスタッフ・講師があなた
の学習をしっかりサポートします。
インターンシッププログラムに興味がありますか？オーストラリアで専門分野へ進学を考えていますか？
それぞれの興味やゴールに応じて長期間プランでも集中してしっかり英語を習得することができます。

一般英語
日常生活における、様々な状況をカバーし、英語力を総合
的に向上させます。LAB Melbourneでは、会話・コミュ
ニケーション能力中心のクラススタイルで、他読む・聞
く・話す・書く・語彙文法の5技能をしっかり底上げした
い学生にお勧めです。

ビジネス英語
ビジネス業界で必要とされる実践的な英語を学びます。ニュースや
記事の読み込み、プレゼンテーション、ビジネスシーンでの交渉、
ディベートなど様々な角度からビジネスという現場を意識し、
課題に取り組みます。ビジネスインターンシッププログラムの
準備コースとしてもお勧めです。

ホスピタリティ＆ツーリズム英語（選択）
レストラン・カフェ・ホテルで即戦力になる英語力を
身につけます。オーストラリアのホスピタリティや観
光業界を理解し、接客業界で使われる英単語を学びま
す。有給ホテル・リゾートインターンシッププログラ
ムの準備コースとしてもお勧めです。

エンジニア英語（選択）
エンジニアリング業界や職場で起こりえる様々なケースに対応す
るに必要とされる、業界用語や同僚とのコミュニケーションを意
識した実践的なプログラム。
専門知識のある方、ケーススタディや現場でのグループディス
カッションを効果的に学びたい方にお勧めです。エンジニアイン
ターンシッププログラムの準備コースとしてもお勧めです。

IELTS 試験対策
International English Language Testing System -
英語検定試験の対策準備を行うコースです。専門学校、
大学、大学院に進学するために必要とされるIELTSスコ
ア習得を目指します。クラスではテスト教材とプリント
ワークを交えながら、アカデミック・ジェネラルモ
ジュールの双方で高得点獲得に向け、テクニックを学び
ます。

LAB Melbourneスペシャル：オプショナルクラス*

• Job Club ・Coffee Club・Grammar/Writing Boot Camp
• Conversation&Pronunciation Club

STUDY PLAN
レベルチェックテスト カスタマイズプログラム カウンセリング

コース一覧

進学英語
専門学校、大学・大学院に進学するに必要とされるア
カデミック英語を学びます。エッセイの書き方、講義
聴講訓練、ディスカッションなどをこなし進学準備を
進めます。LABパスウェイプログラム対象コースにも
なっています。



英語＋インターンシッププログラム パスウェイプログラム

最も効果的に実践的な英語力をのばすなら、
LAB　Melbourneの英語+インターンシッププログラムが
一番！オーストラリアの企業でのトレーニングが語学に問

わず、自分自身を大きく成長させます。
オーストラリアの実社会の職場に入る前に、ダイナミッ
クなクラス環境でスピーキング、リスニング、リーディ
ング、ライティングのスキルを磨きます。インターンで
は、学んだ英語力を実践に移すことで、英語を自分のも
のに 企業での経験は誰にも劣らないパーソナルレベルでの
経験をなるでしょう。

LAB Melbourneはでは、英語習得だけでなく、
その先の進学に結び付けたコースプランを提案しま
す。LABにて各提携校より指定された英語レベル
を修了することで、指定入学基準のIELTSが免除
され、現地提携校にて専門課程から学士号修了を
視野にいれた進学が可能です。
計画的に進学プランを考え、一歩リードしたプラ
ンを立てましょう。

有給ホテル・リゾートインターンシッププログラム

• オーストラリアにある4・5星ホテル・リゾートにて有給インターン
• インターン期間 6ヵ月間
• 6ヵ月間で最低500時間の労働時間保証
• 英語レベル:初中級レベル以上　（事前レベルチェックテスト必要）

• お申し込み対象：ワーキングホリデービザ習得者

ビジネスインターンシッププログラム
• 現地メルボルンにある企業にて無給インターン

• ポジション：マーケティング、エンジニア、
ファイナンス、IT

• インターン期間：4～12週間　週2~3日（週約20時間）

• お申し込み対象:学生ビザ・ワーキングホリデービザ習得
者

• 英語レベル：インターン開始時に中上級レベル以上
（事前レベルチェック必須）

スタディーツアー

オーストラリアの大自然、異文化理解から英語習得までを
短期間でも体験できるLABオリジナル、スタディツアー
プログラム。
午前中は英語レッスン、午後は興味ある分野や希望に合わ
せて、遠足やアクティビティを行います。
詳細に関してはお問い合わせください。

サンプルプラン
• 週20時間の英語レッスン

• 週7時間分のオプショナルクラス

• 平日と週末のアクティビティプラン

• コース修了証

• アコモデーション＆空港送迎（オプション）



スポーツ＆レクレーション
スポーツ愛好家が多く、通年イベントで賑わう都市、メルボルン。
全豪オープンテニス、オーストラリアンフットボールリーグの開催
地として、毎年世界各国からたくさん人が集まります。

他、サーフィン・F1・メルボルンカップ（競馬）などが開催されます。

観光名所
メルボルンには世界中から観光客が訪れる、おすすめ見所ある観光ス

ポットがいくつもあります。グレートオーシャンロード・フィリップ
島・ヤラバレー・モーニングトン島のワイナリーツアーなど。

ACTIVITIES &
SOCIAL
EVENTS

WEEKLY GRADUATION CEREMONY 
毎週行われるLABオリジナル卒業式。
ここで出会ったクラスメイト、スタッ
フ、先生と特別なお祝いをします。

＃LABOWEEN
LABメルボルンの一押しイベン
ト「ハロウィンパーティ」!
コスチュームとメイクアップを
忘れずに！

EXCURSIONS
& BEACH SPORTS DAY
クラスメイトと一緒にメルボルン市内
を探索したり、ビーチにてビーチバ
レーをしたり。キャンパス外でも楽し
く英語で自分自身を表現しましょう！

LAB MELBOURNEの交流イベント

サポート＆サービス
• 空港送迎
• ホームスティ・宿泊施設オプション
• 銀行口座開設案内
• 仕事探し、面接アドバイス
• 海外学生医療保険(OSHC)



キャンパス設備

LAB Melbourneは、2018年に新設キャンパスとして
250コリンズストリート に拠点を移しました。
大きな窓からは外からの光がキャンパス内に差し込みま
す。メルボルンを一望できるパノラマビューが自慢で
す。キャンパス内は、広々とした学生ラウンジ、オープ
ンキッチンとライブラリ、コンピュータールームが完備
されています。WIFIはキャンパスのどこにいても利用
できます。
キャンパスは、カフェとレーンウェイと呼ばれる無数の路地、
グラフィティアートやレストランが立ち並ぶエリアにあり、
メルボルンカルチャーを肌で感じることが出来ます。

•全18教室
•オープンライブラリ・学生ラウンジ
•WIFI & パソコンルーム
•キッチンスペース（電子レンジ・冷蔵庫完備）
•自動販売機（飲食、コーヒーマシーン）
•ブックストア

MELBOURNE
世界で最も住みやすい都市

MELBOURNE CBD

キャンパスは、カフェとレーンウェイと呼ばれる無数の路地、
グラフィティアートやレストランが立ち並ぶエリアにあり、メ
ルボルンカルチャーを肌で感じることが出来ます。

・トラムストップまで徒歩0分
• 市立図書館まで徒歩３分
• フリンダーズストリート駅まで徒歩５分
• 銀行・郵便局・ショッピングストリートまで徒歩5分
• カフェ・レストランまで徒歩5分圏内

Level 8, 250 Collins Street Melbourne VIC 3000

+61 03 9654 7786

admissionsmelbourne@languagesacrossborders.com

www.languagesacrossborders.com

The Language Pod Pty Ltd trading as Languages Across Borders

CRICOS provider Number:03056D


