100名様
限定！

東洋大学学生限定プログラム

期間中の平日
10日間が対象！

2020/08/24（月） – 2020/09/04（金）
N

英会話チャレンジプログラム＠オンライン留学
東洋大学チャレンジ型プログラム奨学金対象プログラム

オンラインで本気留学！

アチーブゴール主催の英語学習プログラムに、2週間以上
参加された大学生の参加前と参加後のTOEICスコアは、
選べる 4 つのコース
平均150点アップ！

隙間時間なし！開始から終了まで講師による英語レッスンが行われます。

10日間で75時間の短期集中英語学習
圧倒的な学習量で、短期間でも「真の英語力」を身に付けることができます。

厳選された英語講師、フィリピン人講師による情熱指導
英語留学本場の発音で楽しく、実践的な英語をお教えします。試験対策にも効果的です。

英会話チャレンジプログラム＠オンライン留学は皆様を目標達成へ導きます
読む・書く・聴く・話すを独自メソッドで徹底的に身につけます。

学生A

学生B

学生C

だから英語が伸びる！英会話チャレンジプログラム＠オンライン留学
朝から晩まで！英語だけのレッスン

2週間10日間で75時間の授業時間

英会話チャレンジプログラム＠オンライン留学は、従来河口湖にて行

1 レッスン90分の授業が 1 日5 レッスン、毎日用意されています。とて

われているALL ENGLISHクラスの内容をオンラインにてご提供する

もフレンドリーできれいな発音のフィリピン人講師と楽しみながら

ものです。授業の内容はフィリピン人講師による、すべてが英語の

英語を学び、英語の 4 技能「読む・書く・聴く・話す」の全てをバラ

レッスン。朝9時から夕方6時まで、文字通り朝から晩まで英語だけの

ンスよく伸ばします。
「実際に使える英語」
「学校や社会で実践できる

1日を送ることで英語脳を鍛え上げていくことが出来ます。

英語」を身に付けるトレーニングをご提供します。

オンラインだから手軽に参加

英語教育のアチーブゴール運営

英会話チャレンジプログラム＠オンライン留学に参加していただくため

英会話チャレンジプログラム＠オンライン留学を主催するアチーブゴールは

の準備はパソコンとヘッドセットだけ。ご自宅から日本国内にいる先生

新経済連盟会員、J-CROSS会員、日本旅行業協会会員など数々の協会に加

と回線をつなぐので、安定したオンライン環境でフィリピン人英語講師

入し、3か国 3都市における語学学校を運営、楽天・RIZAP ENGLISHの英語

たちのレッスンを受けることが可能です。

アドバイザリーを展開する総合英語教育企業です。そのアチーブゴールが

＊スマートフォンによる受講も可能ですが、画面が小さく、授業中に資

経営する英語オンラインレッスンだから、最高の品質の授業をお約束

料を画面に映すので推奨はしておりません。

いたします。

充実の2週間、英語漬けの毎日
2週間（10日間）すべてが英語！

英語漬けの毎日だから育つ英語脳

2週間はすべて英語で生活！朝9時から夕方6時ま
で、毎日の生活を英語で過ごすことで日本語より
先に英語で考えることができる英語脳が生まれて
いきます。
《2週間のスケジュール》

英会話チャレンジプログラム＠オンライン留学
の授業は英語の4技能すべてを効果的に鍛える
プログラムです。発音矯正も行われ、英語によ
る議論なども活発に行う毎日です。
《1日のスケジュール》

1日目

8/24（月）

2日目

8/25（火）

3日目

8/26（水）

4日目

8/27（木）

5日目

8/28（金）

6日目

8/31（月）

7日目

9/1（火）

8日目

9/2（水）

9日目

9/3（木）

10日目

9/4（金）

2週間の間、平日月曜日～金曜日
の朝9時～夕方6時まで、昼休憩
以外休む間もなく授業が組まれ
ています。夕方レッスン終了後
には明日にむけての宿題やレ
ポートの提出も求められるので、
夕方以降も夜にかけて英語の学
習を行う習慣が身に付きます。
10日間を完全に英語だけに向き
合う毎日を過ごすことで、自分
の考えや意見を英語で考え発言
することに慣れ、英語脳を作り
上げていくことが出来るように
なります。

時間

レッスンタイトル（例）

1

09:00 - 10:30

Build up,
Pronunciation

2

10:40 – 12:10

Vocabulary,
Quick response
昼休憩

3

13:10 – 14:40

One minute speech,
Discussion

4

14:50 – 16:20

Reading summary,
Communication

5

16:30 – 18:00

Review,
Summary

1クラス最大20名、レッスン内でレベルごとに小グループ編成へ
英会話チャレンジプログラム＠オンライン留学は東洋大
英語レベル
学生のためだけに組まれた特別プログラムです。レッス
初級
ン人数20名をさらに英語レベルごとに4名ずつ5つのグ
中級
ループに分けてディスカッションなどが行われるので、
英語レベルに応じた内容の少人数レッスンが実現します。
上級

参考英語力
TOEIC400点以下
TOEIC695点以下
TOEIC700点以上

東洋大学限定プログラムで特別価格を実現！
2週間（10日間*）

セブ島留学

¥286,000

授業料

海外研修（セブ島留学）の60%Offで本格留学！

(非課税)

セブ島海外研修と同様に1日英語漬け、フィリピン人講師に
よる本格レッスンがオンラインで実現。海外研修と同じ2週
間の英語集中学習が、オンラインで東洋大学生のために海外
研修の60%割引でご提供いたします。

*諸経費、海外旅行保険等込の総額
オンライン留学

2週間（10日間）

授業料

¥120,000 （税別）

お申し込み・お問い合わせは以下を記載してメールを頂くか、お申し込み専用ページをご利用下さい
申込期間：2020/07/13（月）～ 08/12（水）
お支払期日：2020/08/14（金）
振込先：みずほ銀行新宿中央支店

普通：4073315 カ）アチーブゴール

132,000円

お振込み額（税込）：
（振込手数料はお客様にてご負担下さい）

＊参加される学生様のお名前フルネームでお振込み下さい

《主催・お問い合わせ》株式会社アチーブゴール 〒151-0053 東京都渋谷区代々木1-30-7 TEL: 03-5302-2239 Email: info@achievegoal.jp

お名前：

学科：

電話番号：
住所：

-

-

生年月日：

メール：

〒

年

月

日

＠
申し込み専用フォーム

https://www.toyo.ac.jp/ja-JP/international-exchange/ies/scholarship/international-scholarships/
＊TOEIC550点以上を持っていれば東洋大学チャレンジ型奨学金120,000円を受給されるため、実質無料でプログラムに参加可能！
（奨学金支給額満額到達などの理由により支給されない場合もあります。奨学金支給に関するお問い合わせは、東洋大学国際部国際課までご確認下さい）。

JTBおうちde
オンライン留学

オーストラリアとご自宅をリアルタイムで繋ぎます！
「大学付属校の英語コースで、クラスメイト・学部生との交流も楽しもう！」

クイーンズランド大学付属語学学校

オンラインコース

学校名
クイーンズランド大学

The University of Queensland
どんな学校？
クイーンズランド大学は、1909年創立の大学で、オーストラ
リア国内トップ校からなるGroup of Eightにも属しています。
付属の英語学校”Institute of Continuing & TESOL Education”(ICTE)
が提供するオンラインクラスは最大18人のクラスで、実際に
現地で使用している教材を使い英語を学びます。クラス以外
でも24時間アクセス可能なオンライン教材が利用できます。
オンラインコース詳細
【コース名】 General English/ Business English / Academic English
毎週月曜日開始
【開講日】
最短3週間〜
【期間】
【レッスン数】月曜日～金曜日 ①平日1日2時間 週10時間
②平日1日4時間 週20時間
【受講時間帯】日本時間9:00-11:15/ 12:00-14:15 ①週10時間は午前中のみ
【対象年齢】 18歳以上
【特長】

✓
✓
✓

オーストラリアの文化や生活なども学べる授業
レッスン数は1日2時間or4時間から選択可能
オンラインアクティビティも充実
（コーラス、クイーンズランド大学学部生との
チャットなど）
UQ Virtual Community で、自分の趣味に合った
仲間を探すことも可能！
Academic adviser に個別に相談もでき、英語学
習のアドバイスをもらうことができる

✓
✓
料金

入学金

なし

授業料

①週10時間コース：AU$195/週
②週20時間コース： AU$355 /週
※上記にStudent Service Fee含む

取扱手続料金

5,500円（税込）

※支払代行手数料を含む

＜②週20時間コース/3週間の費用算出例（1$=80円の場合）＞

($355×3)×80=85,200円
85,200円＋5,500円＝90,700円
※確定為替レートはご請求時の週の月曜日（祝日の場合は火曜
日）の三菱UFJ銀行TTSレートに5%のリスクヘッジを加算したも
のになります。
※お申込時に10,000円のお申込金をお支払い頂きます。清算時に
授業料に充当します。
※授業開始7日前までに残金をお支払い頂きます。

お問合せ・お申込みは
【東京】地球倶楽部事業部
〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-10-1
住友池袋駅前ビル9階

【大阪】西日本留学センター
〒530-0003 大阪府大阪市堂島1-5-17
堂島グランドビル6階

TEL : 03-3988-2412

TEL : 06-6342-6500 FAX : 06-6342-6505
Email : global_west@gaiarec.jtb.jp

FAX : 03-3988-2346

営業時間 : 月～土曜日（祝日を除く）10:00-18:30

休業日：日祝

12/30～1/3

https://www.jtb.co.jp/jtbglobal/

申込方法

申込締切日 : 授業開始14日前まで
申込書類 :
1. 海外オンライン語学研修参加申込書
必要事項をご記入の上、FAXまたは、パスワードを付けてメ―ル添付でお送りく
ださい。

2. 申込金

【コース名】 General English
【対象年齢】 18歳～
このコースは英語の4技能（読む・書く・聞く・話す）をバランスよく
向上させるプログラムです。特に日本人が苦手とされるスピー
キングはディスカッションを通し、弱点克服を目指します。
クラスは6段階に細かく分かれているため、同じような英語力の
クラスメイトと無理なく参加できます。

【コース名】 Business English
【対象年齢】 18歳～
ビジネスに精通した教師が担当をする、ビジネスの場面で使わ
れるフレーズ、語彙等を学ぶプログラムです。主に、ビジネスレ
ターやメール、書類等の作成、会議のロールプレイ等などのカリ
キュラムが組まれていて、就職活動を控えている大学生・スキ
ルアップを目指す社会人の方へおすすめです。
※受講にはIELTS5.0 もしくはTOEFL iBT 56の英語力が必要です。

【コース名】 Academic English
【対象年齢】 18歳～
General Englishよりワンランク上のアカデミック（学術）英語を学
ぶプログラムです。海外の大学進学時に必要なノートの取り方、
エッセイの書き方、プレゼンテーションについて学びます。
IELTSのスコアアップを目指したい方、海外進学を目指したい方
におすすめのプログラムです。
※受講にはIELTS5.0 もしくはTOEFL iBT 56の英語力が必要です。
★無料体験レッスン実施中★
クイーンズランド大学のプログラムは申込前に実際の授業を
お試しできる無料の体験レッスンを月に1回程度実施中です。
※詳しい日時についてはお問合せください
注意事項

JTBガイアレック 観光庁長官登録旅行業第712号

Email : global_east@gaiarec.jtb.jp

コーラスアクティビティ/イメージ

10,000円

参加申込書を受け取り次第、申込金請求書を発行いたします。指定口座に期日
までにお振込ください。
※クレジットカード払いをご希望の場合は、お電話にてカード情報をお伺いし
ます。
※申込書と申込金を受領次第、手配を開始いたします。

※「JTB おうちde オンライン留学」（海外オンライン語学研修）のお申込
みには、お客様とJTBガイアレックとは手配旅行契約を締結することになり
ます。
※お申込の際は当社「海外オンライン語学研修手配旅行条件書」全文をご
確認の上、お申し込みください。
※受講に必要な通信手段の確保、通信費用は含まれていません。
※参加にはPCまたはタブレット端末と安定したインターネット環境が必要
です。
※ZOOMのダウンロードが必要です。セッティングはお客様が行います。
※お客様の通信状況（Wifi、インターネット回線等）の不具合により、オ
ンライン語学研修受講に支障がでる場合でも、当社は一切の責任を負いま
せん。
※お客様の都合により、お申込み後に解約を希望される場合、お支払い頂
いたオンライン語学研修費用の払い戻しはありません。
※受講前に、オンラインでのプレイスメントテストが必要です。

チラシ有効期限
2020年5月～2021年3月
※当チラシの記載内容は、2020年4月24日現在、現地運営機関の情報に基づき作成しておりま
す。予告なしに変更になる場合がありますので、予めご了承ください。

おうちde
オンライン留学

世界的語学教育機関ECの語学留学の教室をご自宅で！
世界中の学生とネイティブ講師と、フレキシブルな時間設定で交流したい人へオススメ

EC バーチャル

学校名

EC English
どんな学校？
世界8ヶ国24都市に学校校舎を構え、29年間で50万人以上の学
生を指導してきた語学教育のプロフェッショナル。
語学教育に関する多くの受賞歴も持ち、質の高い授業で世界中
から評価を受けています。
オンラインコース詳細
【コース名】 EC Virtual
毎週月曜日開始
【開講日】
最短1週間〜
【期間】
【レッスン数】月曜日～金曜日の平日1日2.5〜3時間
週12.5 〜15時間
【受講時間帯】6つの時間帯から選択（下記は日本時間の開始時間）
(1)08:00 (2)12:00 (3)16:00 (4)20:00 (5)00:00 (6)04:00
【対象年齢】 18歳以上
【特長】







世界中のクラスメートと先生の顔を見ながら、
1日90分のリアルタイムオンラインレッスン
レッスン前、レッスン後にはクラスメートとの
共同ワークあり
レベルチェックテストによるクラス分けがある
ので、初心者～上級者まで参加可能
授業は６つの時間帯から選択できるので、予定
が立てやすい（1週間毎に変更可能）
ECオンラインの教材で自習もできる

料金 ※1週間受講の場合

入学金

€45

授業料

€99

取扱手続料金

5,500円（税込）

※支払代行手数料を含む

＜1週間の費用算出例（1€=125円の場合）＞
€144×125=18,000円
18,000円＋5,500円＝23,500円
※確定為替レートはご請求時の週の月曜日（祝日の場合は火曜
日）の三菱UFJ銀行TTSレートに5%のリスクヘッジを加算したも
のになります。
※お申込時に10,000円のお申込金をお支払い頂きます。清算時に
授業料に充当します。
※授業開始7日前までに残金をお支払い頂きます。

お問合せ・お申込みは

TEL : 03-3988-2412 FAX : 03-3988-2346

Email : global_east@gaiarec.jtb.jp

【大阪】西日本留学センター
〒530-0003 大阪府大阪市堂島1-5-17
堂島グランドビル6階

TEL : 06-6342-6500 FAX : 06-6342-6505
Email : global_west@gaiarec.jtb.jp

営業時間 : 月～土曜日（祝日を除く）10:00-18:30

https://www.jtb.co.jp/jtbglobal/

EC Virtual レッスン内容
レッスン前共同ワークと予習（30〜45分）
・課題が与えられるので、教材や動画を見てレッスンの準備をし
ます。
・生徒はメッセージ交換、チャット、ビデオ通話などを通じて、
共同ワークに取り組みます。
・先生は生徒同士のやり取りをモニタリングします。
※共同ワークやレッスンはMicrosoft Teamsを使用します。

クラスレッスン（45分×2セッション）
・クラスメートと先生の顔を見ながら、少人数制（1クラス4〜8名）
で行われます。
・授業内容の説明とレッスン前課題の確認をします。
・レッスンの目標を共有し、課題についての会話を行います。
・文法や単語、表現などの説明と学習を行います。
・習得した内容を会話で実践します。
・レッスン後と翌日の授業に備えての共同ワークの設定

レッスン後共同ワークと復習（30〜45分）
・ライティングやスピーキングの共同ワークに取り組み、Teamsに
アップロードします。
・生徒はオンライン上でコミュニケーションを取りながら共同ワ
ークを進め、先生はモニタリングします。
・共同ワーク以外でも、授業内容を見直ししたり、ECオンライン
の自習トピックを使って理解を深めます。

注意事項

JTBガイアレック 観光庁長官登録旅行業第712号
【東京】地球倶楽部事業部
〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-10-1
住友池袋駅前ビル9階

イメージ

休業日：日祝 12/30～1/3

申込方法
申込締切日 : 授業開始14日前まで
申込書類 :

1. 海外オンライン語学研修参加申込書

必要事項をご記入の上、FAXまたは、パスワードを付けてメ―ル添付でお送りく
ださい。

2. 申込金 10,000円
参加申込書を受け取り次第、申込金請求書を発行いたします。指定口座に期日
までにお振込ください。
※クレジットカード払いをご希望の場合は、お電話にてカード情報をお伺いし
ます。
※申込書と申込金を受領次第、手配を開始いたします。

※「おうちde オンライン留学」（海外オンライン語学研修）のお申込みに
は、お客様とJTBガイアレックとは手配旅行契約を締結することになります。
※お申込の際は当社「海外オンライン語学研修手配旅行条件書」全文をご
確認の上、お申し込みください。
※受講に必要な通信手段の確保、通信費用は含まれていません。
※参加にはPCまたはタブレット端末と安定したインターネット環境が必要
です。
※Microsoft Teamsのダウンロードが必要です。セッティングはお客様が行
います。
※お客様の通信状況（Wifi、インターネット回線等）の不具合により、オ
ンライン語学研修受講に支障がでる場合でも、当社は一切の責任を負いま
せん。
※お客様の都合により、お申込み後に解約を希望される場合、お支払い頂
いたオンライン語学研修費用の払い戻しはありません。
※受講前に、オンラインでのプレイスメントテストが必要です。

チラシ有効期限
2020年5月～2021年3月

※当チラシの記載内容は、2020年4月24日現在、現地運営機関の情報に基づき作成しておりま
す。予告なしに変更になる場合がありますので、予めご了承ください。

おうちde
オンライン留学

経験豊富な講師とクラスメートとリアルタイムで繋ぎます！
週末を使って集中的に語学力をアップさせたい社会人にもオススメ

Sprachacaffe オンラインレッスン

学校名

学校校舎（マルタ）

シュプラッハカフェ
Sprachcaffe Languages Plus
どんな学校？
世界12ヶ国30都市に語学学校を開講する有名校。’会話を楽
しむカフェ’をコンセプトに、生徒がリラックスして言語学
習ができるカリキュラムに定評があります。
オンラインコース詳細
【コース名】 Online Lesson – Group 週末8
【開講日】
毎週末
【期間】
最短1週間〜
【レッスン数】土曜日・日曜日の1日4レッスン(1レッスン=45分)
週8レッスン
【受講時間帯】3つの時間帯のいずれか（下記は日本時間の開始時間）
(1)17:00 (2)22:00 (3)01:00(=25:00)
※サマータイム等で予告なく時間の変更となること
がありますのでご了承ください。
【対象年齢】 18歳以上
【特長】



週末の集中コースなので、平日忙しくても受講
化できる
レベルチェックテストによるクラス分けがある
ので、初心者～上級者まで参加可能
トレンドや時事を題材に、楽しく学ぶ学習スタ
イル
4〜7名の少人数制で、リラックスして会話を楽
しめる





料金 ※1週間受講の場合

入学金

€0

授業料

€68

取扱手続料金

5,500円（税込）

※支払代行手数料を含む

＜週末8/2週 全16レッスン）の費用算出例（1€=125円の場合）＞
（€68×2）×125=17,000円
17,000円＋5,500円＝22,550円
※確定為替レートはご請求時の週の月曜日（祝日の場合は火曜
日）の三菱UFJ銀行TTSレートに5%のリスクヘッジを加算したも
のになります。
※お申込時に10,000円のお申込金をお支払い頂きます。清算時に
授業料に充当します。
※授業開始7日前までに残金をお支払い頂きます。
※週20レッスンの場合はオンラインテストにてレベル確定後教材費（e-Book €22.50～）
が別途かかります。

お問合せ・お申込みは

TEL : 03-3988-2412 FAX : 03-3988-2346

Email : global_east@gaiarec.jtb.jp

【大阪】西日本留学センター
〒530-0003 大阪府大阪市堂島1-5-17
堂島グランドビル6階

TEL : 06-6342-6500 FAX : 06-6342-6505
Email : global_west@gaiarec.jtb.jp

営業時間 : 月～土曜日（祝日を除く）10:00-18:30

https://www.jtb.co.jp/jtbglobal/

英語以外も受講可能！
英語の他、下記言語のレッスンも申込可能です。
※言語によって開講コース、期間が限られます。
◆スペイン語 ◆ドイツ語 ◆イタリア語 ◆フランス語 ◆アラビア語

平日受講コース
①Online Lesson – Group 週10コース
・毎週月曜日開講
・最短1週間〜
・月曜日〜金曜日の1日2レッスン、週10レッスン
・受講時間帯（日本時間の開始時間）:下記のいずれか
(1)17:00 (2)22:00 (3)01:00(=25:00)
・授業料：€80/週
②Online Lesson – Group 週20コース
・毎週月曜日開講
・最短1週間〜
・月曜日〜金曜日の1日4レッスン、週20レッスン
・受講時間帯（日本時間の開始時間）:下記のいずれか
(1)17:00 (2)22:00 (3)01:00(=25:00)
・授業料：€160/週

まずは少ないレッスン数から希望の方はこちら
③Online Lesson – Group 週2コース
・4週間、週1日2レッスン
・受講時間帯（日本時間の開始時間）:下記のいずれか
(1)01:30(=25:30) (2)03:00 (3)04:30
・授業料：€68/4週間
※その他、プライベート、セミプライベートレッスンもあります。
詳しくは、お問い合わせください。

注意事項

JTBガイアレック 観光庁長官登録旅行業第712号
【東京】地球倶楽部事業部
〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-10-1
住友池袋駅前ビル9階

Sprachacaffe Online Lesson コースラインナップ

休業日：日祝 12/30～1/3

申込方法
申込締切日 : 授業開始14日前まで
申込書類 :

1. 海外オンライン語学研修参加申込書

必要事項をご記入の上、FAXまたは、パスワードを付けてメ―ル添付でお送りく
ださい。

※「おうちde オンライン留学」（海外オンライン語学研修）のお申込みに
は、お客様とJTBガイアレックとは手配旅行契約を締結することになります。
※お申込の際は当社「海外オンライン語学研修手配旅行条件書」全文をご
確認の上、お申し込みください。
※受講に必要な通信手段の確保、通信費用は含まれていません。
※参加にはPCまたはタブレット端末と安定したインターネット環境が必要
です。
※Webex Meetingのシステムを使用します。セッティングはお客様が行いま
す。
※お客様の通信状況（Wifi、インターネット回線等）の不具合により、オ
ンライン語学研修受講に支障がでる場合でも、当社は一切の責任を負いま
せん。
※お客様の都合により、お申込み後に解約を希望される場合、お支払い頂
いたオンライン語学研修費用の払い戻しはありません。
※受講前に、オンラインでのプレイスメントテストが必要です。

2. 申込金 10,000円

チラシ有効期限

参加申込書を受け取り次第、申込金請求書を発行いたします。指定口座に期日
までにお振込ください。
※クレジットカード払いをご希望の場合は、お電話にてカード情報をお伺いし
ます。
※申込書と申込金を受領次第、手配を開始いたします。

※当パンフレットの記載内容は、2020年4月24日現在、現地運営機関の情報に基づき作成して
おります。予告なしに変更になる場合がありますので、予めご了承ください。

2020年5月～2021年3月
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Sample class schedule • Time slot 1
8:30am – 10:00am Online lessons
Short break
10:10am – 11:30am Online lessons
Offline assignments with classmates (60 minutes)
Homework + independent study (30 minutes)

崝嵛崿嵓 daily class activities
Online
Speaking practice
Listening tasks
Language study
Pronunciation
Teacher feedback

Offline
૿ਊపषସਖؚ
॔ॻংॖ५॑
ਭऐॊऒधु
૭ચآ

Grammar exercises
Vocabulary worksheets
Essays and writing
ঞ॥ॻشखञୖ
Reading assignments
भলृؚ
३ঙॺششঅش
भঞঅগشभল
Group projects
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オンラインサービス
オンラインで遠隔授業
GEC の一般英語の授業がオン
ラインでどこからでも授業が
可能。グループレッスンから
プライベートレッスンまでご要望に合わせ
た授業をご提供。
プログラム
平日コース [5 時間 / 日

月〜金 ]

ネイティブ英語講師

グループ授業

マレーシア人英語講師

プライベート授業

週末コース [5 時間 / 日
マレーシア人英語講師

土、日 ]
グループ授業

留学前に事前レッスンをしたい方
留学したいけど、留学できない方
みっちりと英語学習をしたい方

G

グループからプライベートまで提供

IN

GEC の授業をどこでも受講

N
R
A

オンライン英語留学

Global English Centre
IELTS8.5 取得者輩出
マレーシアのネイチャーリ
ゾート地、コタキナバルのオー
ストラリア人経営の英語学校。
現地マレーシア人から留学生まで在籍。基
礎から学ぶ、一般英語コースや大学進学に
向けた IELTS、TOEFL 準備対策コースを
提供。なかでも、IELTS 準備コースは、定
評が高く、受講者最終取得スコア、平均
IELTS6.5。IELTS8.5 取得受講者も輩出。
現地大学進学 Pathway プログラムや現地
企業インターンシッププログラムなど、英
語＋αのプログラムも豊富。滞在先は、学
校目の前の学生寮やホームステイなどニー
ズに合った滞在先をご案内。

