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Embassy Englishは、 
みなさんの目標達成
と留学の成功をお約
束します。
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人気都市での観光と、留学の目標達成を同時に
実現

各都市独自の文化やアクティビティを体験

世界中から集まった学生や地元の人たちとの交
流で毎日英語を使う環境

AUSTRALIA

NEW ZEALAND
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旅行も勉強も楽しもう！	
Embassy Englishでしかで
きない素晴らしい体験が待
っています
→  みなさんの先輩である学生アンバサダーがいるので、
安心して過ごせます

→  その土地の魅力を感じることができるアクティビティも
たくさんご用意しています

→  最新テクノロジーを活用することで、授業中はもちろん、
授業以外でも好きな時に英語を勉強できます 	

目標レベルへの到達をお
約束します 
→  オリジナルのEmbassy onTrackツールを活用することで、
英語力の伸びを実感できます

→  一人一人に合った学習プランに加え、必要に応じて個別に
サポートをしています

→  授業や学校外での体験を通して、新しい英語にチャレンジす
る機会がたくさんあります

一生の友達を作り、成功への一
歩を踏み出そう
→  修了証や試験結果で、Embassy Englishでの成果を証明するこ
とができます

→  大学、キャリアアップ、世界一周旅行、どんな目標でも叶えられる
自信と実力が付きます

→  講師、クラスメート、新しい友達との、一生大切にしたい出会いが
あります

今すぐ 始めよう
→  入学申し込みを完了したらすぐに、My Embassy 

English Student Dashboardにアクセスできます

→  渡航前からStudent Dashboard上でクラスメートと
知り合ったり、滞在先等についても調べることが可
能です

→  入学初日から授業を受けることができます

EMBASSY ENGLISHの保証
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目標英語レベルの達
成を保証します。でき
なかった場合は授業
料を返金します 1。
Embassy Englishは、あなたに合った目標プランを作成し、その目標を達成
できるよう全力でサポートします。 
楽しい対話型のレッスンで英語がスムーズに身につくので、効果的に勉強
することができます
定期的な評価に加え、「Embassy onTrack」で開始時と現在の英語力を比較
することで、英語の伸びを実感できます 
目標に到達していない場合は、必要に応じて、早期に追加補講を受講するな
ど、無料でサポートを受けることができます
オンラインでMy Embassy English Student Dashboardを利用すること
で、場所を問わず英語学習が可能です

これらをすべて行っても目標レベルへ到達できなかった場合は、レッスン
を無料で追加、あるいは授業料を返金させていただきます

1次の条件を満たす学生は、あらかじめ合意した目標レベルに到達することができなかった場合、授業料の全額または一部返金、あるいは無料レッスンを受
講していただけます。

⋅  12週間以上受講
⋅  スタンダードまたはインテンシブ一般英語コースのいずれかを受講
⋅  授業の95%以上に出席
⋅  課題は全て完了している
⋅  週ごとの復習は全て行っている
⋅  習熟度テストを全て期日通りに完了
⋅  目標プランに到達していない場合に提供される追加サポートを十分に活用した

ご利用規約が適用されます。詳しくは、www.embassyenglish.com/guarantee のサイトをご覧ください

EMBASSY ENGLISHの保証
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モバイル・タブレット・パソコン等で使用可能なMy Embassy English Student 
Dashboardを新たに導入しました。入学初日に準備すべきものやその土地の情
報、さらには驚くほど役立つ学習ツールなども入っています。

#EmbassyGoals

イノベーション

My Embassy English Student Dashboard – あらゆるデバイス上でアクセス可能

⋅  入学初日の予定を把握し、クラス分けテス
トを受けることができます

⋅  都市ガイド、学習ツール、学校情報にアクセ
スすることができます

⋅  学習のヒントを入手することができます 
⋅  新しいonTrackツールを利用することで、ど

れくらい英語が上達したかを見ることがで
きます

⋅ クラスメートと つながることができます
⋅  在籍校だけでなく、世界中の各校の最新情

報を知ることができます

入学の申し込みが完了したら、あらゆるデバ
イス上で、専用のダッシュボードをセットアッ
プし、#EmbassyLifeの1日目に必要な情報
を入手することができます！
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Embassy Englishは授業に革新的なテクノロ
ジーを取り入れています。電子黒板を使用す
ることで、楽しい対話型学習を実現してい	
ます。

全校に無料のWi-Fiとコンピュータ室を完	
備しており、いつでも利用することができ	
ます。

次のページでは、Embassy Englishのソーシ
ャルメディアをご紹介しています。学校内で
の様子、アクティビティの様子、より身近な情
報を得ることが可能です。
embassyenglish.com/life ではリアルタイ
ムでご覧いただけます。

Embassy Englishでは、効果的に英語を学ぶ
ために様々な手法を取り入れています。例え
ばレポーターとして旅行の良さを伝えたり、
おすすめのお店を記事にしたりすることで、
英語の勉強をしているとは気づかないくらい
自然にスピーキングとライティングの力を伸
ばしていきます。また、各校で趣向を凝らした
独自プログラムもあり、授業で習った新しい
表現を使いながら、実際に使える英語を身に
つけることができます。

当校のブログ、ソーシャルメディアチャンネ
ル、さらには#BETLを通じて、Bringing 
English to Lifeプログラムの内容をご覧い	
ただけます！ 

Bringing English to Life  
アクティビティの例：
⋅ 地元の観光スポットへの遠足
⋅  友人との課外活動
⋅ 楽しい会話クラブ
⋅ ライティングワークショップ
⋅  ソーシャルメディア＆ブログアクティビティ
⋅ 学生が主催する文化の日

当校のお約束

目標レベルに到達しない場合は、 
到達するまで無料で授業を受ける 
ことができます。

レベル CEFR 学習期間1 各レベルの説明 英語試験 
IELTS TOEFL iBT ケンブリッジ英検

Proficient 
熟練者 C2 N/A

ゆとりを持って流暢に英語を使いこなせる。言葉のニュ	
アンスを理解し、読書により語彙を増やせばさらに上	
達する。

7.0 – 8.0 94 - 109 CPE

Advanced 
（上級）

C1+ 12 - 15 その場に応じた英語を幅広く使いこなせる。語彙を増や
し、語法や用語の使い方に注意すればさらに上達する。

6.5 - 7.0 60 - 93
CAE

C1 12 - 15 6.0 - 6.5 60 - 93

Upper 
intermediate 
（中級-上）

B2+ 10 - 12 かなり楽に会話が続けられる。議論討論や周囲の状況に
応じて自分を表現する方法などを学び、文法や語彙を強
化することでさらに上達する。

5.5 - 6.0 35 - 59 FCE

B2 10 - 12 5.0 - 5.5 35 - 59

Intermediate 
（中級）

B1+ 10 - 12 ある程度、自信を持って話すことができる。スピーキング、
文法や語彙を強化することでさらに上達する。

4.5 - 5.0 31 - 34 PET

B1 10 - 12 4.0 - 5.0 31 - 34

Pre-
intermediate 
（中級-下）

A2 10 - 12
日常の人付き合いや旅行などでコミュニケーションがと
れる程度。スピーキング、文法、語彙を強化することでさら
に上達する。

3.0 - 4.0 0 - 31 KET

Elementary 
（初級） A1 8 - 10

ゆっくり・はっきりと話されている簡単な英語であれば理
解できる。リスニング・語彙を強化することでさらに上	
達する。

2.0 - 3.0 - -

Beginner/ 
初心者 N/A 6 - 8 ごく限られた範囲で、会話し、理解できる程度。 - - -

1 「学習期間」とは、次のレベルに進むために約何週間学習する必要があるのかを表しています。

* ご利用規約が適用されます。詳しくは、embassyenglish.com/guaranteeのサイトをご覧ください

英語の習熟度



当校では#EmbassyLifeを立ち上げ、世界中でEmbassyの学生たちが学校生活を	
エンジョイしている様子を紹介しています。各ソーシャルメディアチャンネルや	
当校のウェブサイトでは、当校のモットーBringing English to Life(一生使える生き
た英語を学ぶ！)、アクティビティ、小旅行に至るまで、リアルタイムで配信される	
#EmbassyLifeの記事をご覧いただけます。

#EmbassyLife 
embassyenglish.com
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一生使える生きた英語を学ぶ！

留学生の英語教育において40年以上にわたる豊富な経験を有する
当校は、どうすれば最高の結果を出すことができるのかを熟知して
います。これらの経験から、Bringing English to Life(一生使える生き
た英語を学ぶ)をモットーに、確実に英語力が上がる方法をご提案さ
せていただきます。
講師
Embassyの講師はみな熱心で親身にサポー
トをしてくれます。また、教室に導入している
最新テクノロジーの使い方や、英語教授法の
訓練も定期的に受けており、効率の良い学習
方法を随時取り入れています。

講師のプロフィールや最新情報につきまして
は、当校のブログとソーシャルメディアチャン
ネルをご覧ください。また、ソーシャルメディ
ア#EmbassyLifeでも確認できます。

イノベーション
Embassy Englishは授業中はもちろん、それ
以外でも、イノベーションの活用に力を注い
でいます。My Embassy English Student 
Dashboardは、極めて応答の早い対話型ウェ
ブサイトで、どのデバイスからでも、24時間、
様々な情報にアクセスしたり、クラスメート	
とつながったり、どれくらい英語が上達した
かを確認することができます。

各校の全教室に、電子黒板と無料Wi-Fiが完
備されています。どの学校もコンピュータ室
を備え、事務職員、講師に限らず、学生も最新
テクノロジーを利用することができます。

一生使える生きた英語を学ぶ！
Embassy Englishでは、教室での授業とプロジェクトベ
ースの課外活動を組み合わせることにより、毎日の生活
に英語を取り入れています。Embassyの講師は、デジタ
ルツール、アプリ、アクティビティを取り入れたレッスン
を計画するので、地元の人々と英語を実際に話したり、
プロジェクトを企画して授業中に発表したりすることも
あります。そうすることによって、学校の中だけではなく
実際の生活でも使える英語を学ぶことができます。

教室でのプロジェクトには次のようなものがあります。

当校のお約束

英語がスムーズに身につく、楽しい対話
型のレッスンを提供します。

クラスメートと作成したポ	
ッドキャストで会話を録音 
する

→

初めての旅行先についての
フォトストーリーをブログに
投稿する

↓

町がどう変わってきたかに
ついて地元の人にビデオイ
ンタビューし、感じたことを
クラスに話す
←

クラスでプロジェクトを発表
し、感じたことを話して、オン
ライン投稿する



アクティビティ＆小旅行	
embassyenglish.com

10

アクティビティ	
＆ 小旅行
その土地ならではのライフスタイルを楽	
しもう！Embassy Englishのアクティビティ
と小旅行を通じて、さらに多くのことを体
験することができます。	

当校のアクティビティコーディネーターが、
毎週さまざまなイベントを計画。地元	
の文化や生活を実際に体験することがで
きます。

次のようなアクティビティをご用意しています。 
（一例）

⋅ 市内観光＆散歩しながらの写真撮影
⋅ 午後のスポーツ
⋅ ヨガ
⋅ ゲームナイト
⋅ 国際色豊かなディナーパーティ
⋅ リバークルーズ
⋅ 博物館＆ギャラリー訪問
⋅ 会話クラブ
⋅ 公園でゲーム＆ピクニック
⋅ ムービーナイト
⋅ 屋外でのフェスティバル
⋅ コンサート
⋅ 文化会場での来賓による講演
⋅ 日帰り旅行
⋅ 週末旅行

ボストン、クインシーマーケット

ヘイスティングスのクレイジーゴルフ

#EmbassyPlay

  世界の各校で行われたアクテ
ィビティの写真をインスタグラ
ム（#EmbassyPlay）でフォロ
ーしよう！ 
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ブライトン埠頭を散策サンフランシスコで自撮りを楽しむ

ロサンゼルスでスターと交流

ゲームナイトでFIFAサッカー

サンディエゴで新しい友人と楽しむ

ゴールドコーストの野生動物保護区にてオウムに餌やり

#EmbassyPlay

当校のお約束

当校はアクティビティプログラムを通じて、
実践的な英語を学び、その土地ならでは
の生活を体験できる機会を提供します。
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自宅のようにくつろげる 	
快適な滞在先
Embassy Englishは、毎日楽しく快適に暮らすことが
できるホームステイやレジデンスをご用意しており
ます。

レジデンス - 他の学生とともに生活
世界中から集まった他の学生と経験を共有することが
できます。当校のレジデンスは、快適さ、ロケーション、
設備、スタッフを考慮して慎重に選んでおり	
ます。
⋅  学校まで楽に往復できる距離
⋅  シェアルームか1人部屋を選択可能
⋅  トイレ・シャワー付の部屋、トイレ・シャワー共同利用
のお手頃な部屋、などの部屋タイプを選択可能

⋅  自炊できる設備付、カフェテリア付、食事付、などを	
選択可能

⋅  ロッジ、バックパッカー向け施設、などを選択可能

ホームステイ - ホストファミリーとの 
生活を体験
ホームステイとは、その土地に住むホストファミリー
の家に泊まらせてもらうことです。ホームステイをする
ことで、地元の人たちと生活を共にし、その土地の文
化を学びながら英語環境に浸ることができます。

受入最少年齢
当校の受入最少年齢は16歳で、セントラルロンドンの
みは18歳となっています。なお、16歳と17歳の学生を
対象とした宿泊施設も特別にご用意しています。

16歳と17歳の学生を  
対象とした宿泊施設
16歳と17歳の学生が利用できるレジデンスもござい
ます。これらのレジデンスでは、Embassy Englishのス
タッフが常駐しています。

#EmbassyHome

宿泊施設や若い学生への対
応について詳しくは、当校ウ
ェブサイトの宿泊施設セクシ
ョンをご覧ください。

サンディエゴのレジデンス

アーバンセントラルのキッチン、Embassyメルボルン校
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#EmbassyHome

当校のお約束

当校は、宿泊施設に関する必要な情報を
すべて提供し、滞在中は適切なケアとサ
ポートを行うよう努めます。

ブリスベンのレジデンス ブライトンの宿泊施設

ニューヨークの宿泊施設

フォートローダーデールの宿泊施設

セントラルロンドンの宿泊施設

ボストンの宿泊施設



学生のケア	
embassyenglish.com

14

学生のケア

当校は、すべての学生に高水準のケアと適切な管理を提供しています。
各センターでは、一人一人の学生が快適に生活できるようサポートし
ております。

Embassy Englishのケア
専任の学生サービス＆ソーシャル・アクティビティ・コー
ディネーターは特別な訓練を受けており、滞在先に関す
るあらゆる質問に対応するとともに、必要に応じてサポ
ートも行います。

安心を提供
ビザ登録のサポートや、病院を探したり銀行口座を開設
する場合に、当校のスタッフがお手伝いします。入学申し
込み後は、すぐに学生用の新しい対話型ダッシュボード
にアクセスできるようになり、これを使用することで学校
や滞在先の情報を確認することができます。

入学初日に行われるオリエンテーションでは、地元のお
店やレストランなど、学校周辺にあるお勧めの場所をご
紹介しています。

健康と安全
各校には応急処置の訓練を受けた専門スタッフがいま
す。また、地元の診療所や医師に関する詳しい情報も提
供しております。緊急事態に備え、24時間対応の電話番
号もご案内しています。

18歳未満（16、17歳）の学生について
当校は、全学生にさまざまなレッスンとアクティビティを
提供していますが、18歳未満の学生には特別なサービ
スをご用意しています。また、各国ごとに、未成年の学生
に関する特別なガイドラインがあります。

宿泊施設：当校は、18歳未満の学生に安全で適切な宿泊
施設を提供しております。未成年の学生はホームステイ、
またはEmbassyが厳選したレジデンスのどちらかを選ぶ
ことが可能です。多くの学校で、3食付のプランをお選び
いただけます。ホームステイとレジデンスには門限があ
ります。

専用サポート：各校には、18歳未満の学生をサポートす
るチームがあります。当校では、スタッフを選ぶときにこ
れまでの経歴をしっかりと確認しており、国のケア要件も
満たしています。緊急事態に備え、24時間対応の連絡先
も提供していますので、当校のスタッフにいつでも連絡
することが可能です。

18歳未満の学生の到着と出発:当校では空港から宿泊施
設までの送迎サービスを提供しております。ホストファミ
リーあるいは宿泊施設提供者が、入学初日に学校への行
き方と帰り方についても指導してくれます。

アクティビティ＆小旅行：当校では18歳未満の学生向け
ソーシャルプログラムを毎日のように提供しております。
また、保護者の同意があり、添乗員が同行する場合には、
週末の旅行に参加することも可能です。

#EmbassyHome
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当校のお約束

18歳未満の学生も入学初日から 
温かく歓迎します。また、新しい生活に 
必要な情報もすべて提供します。
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コース一覧
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択
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進
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語

大
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進
学
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語
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択
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検
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業

）

ケ
ン

ブ
リ
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英
語

検
定（

C
A
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IE
LT

S試
験
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IE
LT

S試
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 （
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業
）

TO
EF

L試
験

対
策

TO
EF

L試
験

対
策

 （
選

択
授

業
）

ブライトン • • • • • • • • •

ケンブリッジ • • • • • • •

セントラルロンドン • • • • • • • •

ヘイスティングス • • • •

ロンドングリニッジ • • • • • •

オックスフォード • • • • • • • •

ボストン • • • • • • • • • •

フォートローダーデール • • • • • • • •

ロサンゼルス • • • • • • • • •

ニューヨーク • • • • • • • • • • • •

サンディエゴ • • • • • • • • • • • •

サンフランシスコ • • • • • • • •

トロント • • • • • • • • •

ブリスベン • • • • • • • •

メルボルン • • • • • • • • • • •

サーファーズパラダイス • • • • • • •

シドニー • • • • • • • • • •

オークランド • • • • • • •

英語圏で最も人気のある18都市で、さまざまなコースをご
用意しています。豊富な場所とコースの中から希望の留学
先と留学スタイルをお選びいただけます。

#EmbassyGoals
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プログラム概要
プログラム名 インテンシブ セミインテンシ

ブ（オーストラ
リアとニュージ
ーランドのみ）

スタンダード バケーション＆
トラベル英語 

（アメリカのみ） 
学生ビザ 不要 

コース期間 スタート日* コースレベル

一般英語 週20レッスン  
+ 8選択授業

週20レッスン  
+ 4選択授業

週20レッスン 週16レッスン 1 - 50週 毎週月曜日 Beginner 
（初心者） 

- Advanced（上級）

長期留学コース 週20レッスン 	
+ 8選択授業

N/A 週20レッスン
N/A

1 - 4セメスター	
（1セメスター

=12週間）

年7回 Beginner (初心者) 
 - Advanced（上級）

ビジネス英語 週20メインレッス
ン+ 8ビジネス英
語レッスン

週20メインレッス
ン + 4ビジネス英
語レッスン

N/A N/A
4 - 24週 毎週月曜日 Intermediate 

（中級） - 
Advanced（上級）

コミュニケーションス
キル

週20メインレッス
ン+ 8コミュニケー	
ションスキルレッ
スン

週20メインレッス
ン + 4コミュニケ
ーションスキルレ
ッスン

N/A N/A

2週間以上 毎週月曜日 Elementary（初級） 
-Advanced（上級）

English in Action 
（企業研修） 
アメリカのみ

週28レッスン	
+4 - 8週間の企業
研修 

N/A

週20レッスン  
+4 - 8週間の企業
研修 

週16レッスン	
+ 4 - 8週間の企業
研修

4週間以上の英
語コース + コー
ス受講中または
修了後4 - 8週間
の企業研修

毎週月曜日 Upper 
Intermediate
(中級-上) -  
Advanced（上級）

試験対策 週20試験対策レッ
スン + 8選択授業

週20試験対策レ
ッスン + 4選択授
業

週20試験対策レ
ッスン

週16レッスン 4週間以上 IELTS/TOEFL - 毎週
月曜日 ケンブリッジ
試験対策コースにつ
きましては、27ペー
ジをご覧ください。

Intermediate 
（中級） - 

Advanced（上級）

Embassy Pathways 
進学英語 

（オーストラリア）

オーストラリア：週
28レッスン（EAP）

N/A N/A N/A

オーストラリア：	
1 - 4セメスター	
（1セメスター

=10週間） 各進学英語ページ	
をご覧ください

Intermediate 
（中級） - 

Advanced（上級）大学進学準備英語  
（アメリカ）

アメリカ：20メイン
レッスン + 8大学
進学準備英語

アメリカ：	
1 - 50週

スケジュール 

授業中だけでなく、学校の外でも英語を積極的に使える機
会を提供しています。

 Embassyでは、素晴らしい先生やクラスメートと一緒に英語
を学ぶことができます。文法力と語彙力が飛躍的に上がり、全体的
に英語力がアップしました。授業で母国語を話してはいけなかっ
たので、習ったその場で英語でのスピーキングの練習をしていた
らいつの間にか上達していました！
Blerina、イタリア

各校のサンプルスケジュールにつきましては、 
embassyenglish.comのサイトご覧ください

*月曜日が祝日の場合、コースのスタートは火曜日となります。日程につきましては、裏ページを参照してください
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一般英語(General English)

当校で最も人気のある英語コースで、全てのレベルの方を対象として
います。スタートは毎週月曜日です。読む・書く・話す・聞く、全てのスキ
ルを鍛えます。日常で使うスピーキング力やリスニング力を身につけた
い方にも最適なプログラムです。

スタンダードプログラム 
（メインレッスン・週20レッスン）
このプログラムでは、基礎から応用まで幅広く英語を学
びます。学校の中だけではなく、校外でのアクティビティ
も取り入れ、実生活に使える英語を学びます。

コースの特徴
·  フレキシブルな開始日・終了日
·  午前もしくは午後の授業（センターによる）
·  授業料は教材費とオンライン学習システムを含む
·  マンツーマンレッスンも受講可能（別途費用要)
·  定期的に習熟度をチェックし、目標レベル達成を	
サポート

本コースについて
·  内容：総合的な英語力の向上を目指す一般英語コース
です。各レベルで具体的な成果を実現できるよう、スピ
ーキング、リスニング、文法、語彙、発音のスキル等を強
化します

·  レッスン方法：対話型メソッド。興味深いトピック、対話
を中心とした参加型の楽しいレッスン、学校の中だけで
はなく実際の生活に使える英語を学びます。

·  設備と教材：教室にWi-Fiを完備し、電子黒板やデジタ
ルメディアなどを融合させることで、教材を効果的に活
用しています。これにより実践的な英語を学ぶことが可
能です。

·  日々の生活で英語を使う：授業に加え、学習レベルに合
わせた課題、校外学習、野外アクティビティを導入する
ことにより、学校の中だけではなく、実際の生活で役立
つ英語力が身につきます。

·   習熟度の確認と目標の達成：当校独自の習熟度確認ツ
ールを用いて学生一人一人の習熟度を管理することに
より、現在の英語レベルを常に意識できるようにし、目
標に到達するための正しい道のりを示します。もし、目
標に到達していない場合は適切なサポートを行います 

セミインテンシブプログラム 
（オーストラリアとニュージーランドのみ）

インテンシブプログラムとスタンダードプログラムの間 
のレッスン数で、選択授業を週に4レッスン受講します。
⋅ メインレッスン・週20レッスン（1レッスン50分） 
⋅ 選択授業・週4レッスン（1レッスン50分）

ロケーション コース概要

 

ボストン
フォートローダーデール
ロサンゼルス
ニューヨーク
サンディエゴ
サンフランシスコ

·  スタート日：毎週月曜日
·  受入最少年齢：16 	
（セントラルロンドン校は

18歳）
·  最大クラス人数：15
·  コース期間：1 - 50週間

·  入学基準：	
Beginner（初心者）以上（初
心者コースの開講校につい
ては、16ページを参照）

·  授業時間数：	
スタンダード：メインレッス
ン週20レッスン（1レッスン
50分）		
セミインテンシブ：メインレ
ッスン・週20レッスン + 選択
授業・週4レッスン（1レッス
ン50分） （オーストラリアと
ニュージーランドのみ）		
インテンシブ：メインレッス
ン・週20レッスン + 選択授
業・週8レッスン（1レッスン
50分）

 

ブライトン
ケンブリッジ
セントラルロンドン
ヘイスティングス
ロンドングリニッジ
オックスフォード

 

トロント

 

ブリスベン
メルボルン
サーファーズパラダイス
シドニー

 

オークランド

インテンシブプログラム（メインレッスン・週20レッス
ン + 選択授業・週8レッスン）
このプログラムは、一般英語のメインプログラムに、興味
ある分野の選択授業（週8レッスン）を組み合わせたもの
で、さらなるスキルアップが期待できます。

#EmbassyGoals
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インテンシブコースの選択授業で
学習効果をさらにアップ

文法練習
文法の理解を深め、より正確なスピーキング力、ライティング力を養い
ます。最初に文法の理解度を把握し、レベルに合った内容を勉強して
いきます。

レベル：Beginner（初心者） - Advanced（上級）

語彙
語彙やフレーズに関する効率の良い覚え方や使い方のテクニックを
学ぶ事で、語彙力の向上を目指します。最初に語彙レベルを判断し、授
業を通して徐々に語彙を増やしていきます。

レベル：Beginner（初心者） - Advanced（上級）

発音の習得
相手が話す英語を理解するとともに、自分が話す英語を理解してもら
えるよう、発音のスキルアップを図ります。母語の発音が引き起こす問
題について学び、より正確で流暢なスピーキングの練習をします。

レベル：Beginner（初心者） - Advanced（上級）

コミュニケーションスキル
会話力を高めるとともに、初級、中級レベルでは、日々の社会生活にお
ける話し方を学び、中級、上級レベルではさらに進んで、人前で自信を
持って発言、発表できるようにします。事前に予約可。

レベル：IElementary(初級) - Advanced（上級）

大学進学準備英語（アメリカ、カナダのみ）
大学進学に向けて、ノートの取り方、エッセイの書き方、講義やセミナ
ーの聞き方などを学びます。大学で学位を取得するのに必要となる、
自立的に就学するスキルを身につけます。事前に予約可。

レベル：Intermediate（中級） - Advanced（上級）（29ページの「大学進学準備英
語」も参照）

試験対策
IELTSやTOEFL等の試験対策を行います。試験の傾向と対策、模擬試
験等を行い、得点をあげるためのスキルを身につけます。本番で自信
を持って望めるよう訓練します。事前に予約可。

レベル：Intermediate（中級） - Advanced（上級）（26ページの「試験対策」も参照）

ビジネス英語
交渉、営業、マーケティング、会議、プレゼンテーション等で必要なスピ
ーキングや、Eメール、報告書の書き方など、幅広くビジネス英語を学
ぶことができます。ビジネスシーンに即したロールプレイやシミュレー
ションを通じて、実際の場面で英語をうまく使えるようにします。事前
に予約可。
レベル：Intermediate（中級） - Advanced（上級）（24ページの「ビジネス英語」
も参照）

 Embassyは私にとって素晴らしい経験でした。またこの学
校で学びたいです。この学校の人々は皆とてもフレンドリーで、
勉強を手伝ってくれ、また目標の達成もサポートしてくれます。
その中でも、英語の上達に最も役立ったのは選択授業でした。
Turku、サウジアラビア

インテンシブコースの場合 
選択授業によっては、コースを選ぶ際に事前に予約する
こともできますが、ほとんどの場合は、到着後に選んでい
ただいております。週8レッスンには、1つまたは2つの選
択授業が含まれています。選択授業は4週間ごとに変更
可能です。

セミインテンシブコースの場合 
（オーストラリアとニュージーランドのみ）
週4レッスン（1レッスン50分）の選択授業が含まれ
ています。選択授業は4週間ごとに変更可能です。

Embassy Englishの選択授業で、苦手分野を克服、あるいは得意分野を伸ば
し、目標の早期達成を目指しましょう！さまざまな科目から選択することにより
経験の幅が広がり、一生使える生きた英語を身につけることができます。
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バケーション＆トラベル英語 - ニューヨークでの1週目サンプルスケジュール
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バケーション＆トラベル英語	
Vacation and Travel English

月曜日から木曜日まで英語を学習し、週末の3日間はアメリカを旅したい方
に最適のプログラムです。

コースについて
バケーション＆トラベル英語は、リーズナブルなパートタ
イムコースです。アメリカの旅行を楽しみながら、英語の
勉強もしたい方に最適です。このコースでは、リスニン
グ、スピーキングなど、滞在先の都市を楽しむために必
要な一般的な英語力の向上を目的としています。

コースの特徴
·  観光ビザまたはビザ免除プログラムで受講できるの
で、学生ビザは不要

·  午前もしくは午後の授業（センターによる）
·  授業は月曜日から木曜日まで、週16回のメインレッスン
（1レッスン50分）
·  金曜日は授業なし – オプションのBringing English to 

Lifeアクティビティへの参加や、指導を受けながらの自
主学習も可能 

·  教材費込み 

毎週金曜日は授業がありませんので、アクティビティなど
に参加したり、友達と過ごしたりして楽しみましょう。より
仲良くなるきっかけになったり授業以外の場所で実際に
英語を使う機会が増え、英語成長につながります！

·  市街地で行われるBringing English to Lifeアクティビテ
ィに、Embassyスタッフの引率で参加

·  My Embassy English Student Dashboardを活用し、	
指導を受けながら自分で学習

·  会話クラブ、セミナー、ワークショップでさらに勉強
·  放課後のアクティビティに参加 
·  週末旅行を楽しむ

ロケーション コース概要

 

ボストン
フォートローダー
デール
ロサンゼルス
ニューヨーク
サンディエゴ
サンフランシスコ

·  スタート日：毎週月曜日
·  受入最少年齢：16 
·  最大クラス人数：15
·  コース期間：1 - 12週間*

·  入学基準：	
Beginner（初心者）以上（コース開
講校については、16ページを参照）

·  授業時間数： 
週16レッスン（1レッスン50分）

* ビザの期間によっては、さらに長期
のコースへの参加も可能

	 学生ビザ不要

 予想以上に話す機会が多く、英語力のアップにつ
ながりました。また、他国の学生と会話する機会にも多
く恵まれました。
SaToShi、日本
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長期留学コース（LSA）	
Language Semester Abroad
このコースは、休学や長期で英語力を上げたい方に最適です。１セメス
ター(１２週間)から受講可能。他のコースよりもリーズナブルな上、1セメ
スターごとにケンブリッジFCE・CAE、IELTS、TOEFL、TOEICなどの公式試
験も無料でプレゼント！

本コースについて
·  内容：英語レベル・セメスターに合わせてコースを受
講。メインは一般英語コース。目標レベルをクリアでき
るよう総合的なスキルアップを図ります。スピーキング、
リスニングを伸ばすことに加え、文法、語彙、発音を理	
解し、その活用方法を身に付けることを目標にしてい	
ます。

·  レッスン方法：対話型のコミュニカティブメソッドを使
用することで、より楽しく、効率的に英語力を伸ばすこと
ができます。

·  設備と教材：教室にWi-Fiを完備し、学習レベルに合わ
せて電子黒板やデジタルメディア、活字メディアを活用
することで、より簡単で魅力あふれる学習を実現します。

·  日々の生活で英語を使う：教室内外での学習やアクティ
ビティにより、現地での交流を促進し、日々の生活で英
語を使うことができるようになります。

·  習熟度の確認と目標の達成：入学時クラス分けテスト、
目標設定、個別の学習プラン、定期的な習熟度テストと
現在の状況についての講師によるマンツーマンフィー
ドバックがあります。また、もし目標に到達していない場
合には、早期サポート、最終評価と報告を行います。

コースの特徴
·  年7回の開講日
·  セメスターごとに無料でテストを1回受験可能：	

IELTS、TOEFL、ケンブリッジ英検FCE、ケンブリッジ英検
CAE

·  午前もしくは午後の授業（センターによる）
·  授業料に教材費、オンライン学習システム費、24時間ア
クセス可能なMy Embassy English Student Dashboard
の使用料を含む

·  専門学校や大学などへの入学に関するカウンセリング 
·  目標設定とコース全体にわたる習熟度の追跡

学習効果をアップ
LSAインテンシブコースでは、次のような選択授業も選
択可能です。
·  ビジネス英語
·  コミュニケーションスキル
·  大学進学準備英語
·  試験対策

#EmbassyGoals

ロケーション コース概要

 

ボストン
フォートローダーデール
ロサンゼルス
ニューヨーク
サンディエゴ
サンフランシスコ

·  スタート日：年7回
·  受入最少年齢：16	
（セントラルロンドン校は

18歳）
·  最大クラス人数：15
·  入学基準：	

Elementary(初級)以上 
·  授業時間数：	
スタンダードプログラム：週	
20レッスン（1レッスン50分）	
インテンシブプログラム：メ
インレッスン・週20レッスン 
+ 選択授業・週8レッスン	
（1レッスン50分）
·  マンツーマンレッスンも受
講可能 （別途費用)

 

ブライトン
ケンブリッジ
セントラルロンドン
ヘイスティングス
ロンドングリニッジ
オックスフォード

 

トロント

 

ブリスベン
メルボルン
サーファーズパラダイス
シドニー

 

オークランド

2016年長期留学コースの開講日*

開講日 終了日
1月4日 3月25日
2月16日（アメリカ／カナダ）
2月15日（イギリス／オースト
ラリア・ニュージーランド）

5月6日

3月28日（アメリカ／カナダ）
3月29日（イギリス／オースト
ラリア・ニュージーランド）

6月17日

5月9日 7月29日
6月20日 9月9日
8月1日 10月21日
9月12日 12月2日

* 2セメスター以上受講する学生は、フレキシブルに休暇
を取ることができます。各校の方針につきまして
は、70 - 71ページをご覧ください。

コース期間
1セメスター 12週間
2セメスター 24週間
3セメスター 36週間
4セメスター 48週間
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習熟度の確認と目標の達成 
成功を導くツール：
·  My Embassy English Student Dashboard 
·  Embassy onTrack

コーススタート時に目標を設定します。当校はEmbassy 
onTrackを使用して学習状況や現在のレベルを確認
し、Dashboardとマンツーマンの個別指導を通じて、	
5 - 6週間に一度習熟度をお知らせします。	

目標に到達していない場合は、直ちにサポートし、目標到
達へと導きます。サポートには、無料の追加授業、放課後
のクラブや学習グループへの参加、さらには特に伸ばし
たい分野に絞った追加の課題などがあります。	

目標レベルに到達しなかった場合は授業料を返金しま
す。ご希望であれば、目標レベルに到達するまで、無料の
レッスンを受けることもできます。

Embassy Englishの保証に関する要件など詳しくは、	
embassyenglish.com/guaranteeのサイトをご覧くだ	
さい。 

 Embassyは英語を学ぶのにパーフェク
トな学校です。学校の中だけでなく、地元の
人々とも交流することができました。一生の
思い出です。
anna、ロシア

セメスターごとに無料で受
けられる公式英語試験は
世界中で認められているの
で、将来の進学や就職に役
立ちます！

長期留学コースのカリキュラム（一般英語コース受講の場合）

レベル 概要 主要分野 
（1週間の授業時間数）

選択授業

Elementary 
（初級）

基本を学び、日
常の英語を理
解し、リスニン
グとスピーキ	
ングを伸ばし	
ます。

文法（4） ⋅文法を練習する

⋅語彙力を強化する

⋅発音を習得する

⋅会話スキル

語彙（4）

リスニング＆スピーキング（6）

リーディング＆ライティング（4）

スタディスキル（2）

Pre-inter-
mediate 

（中級-下）

英語を確実か
つ速やかに理
解して自信を育
みながら、選択
授業では最も
苦手な分野を
強化します。

文法（4）

語彙（4）

リスニング＆スピーキング（6）

リーディング＆ライティング（4）

スタディスキル（2）

Intermedi-
ate（中級）

中級-下レベル
で身につけた
スキルを伸ば
し、さまざまな
選択科目で応
用します。

文法（5） ⋅コミュニケーション	
スキル

⋅ビジネス英語

⋅試験対策

⋅大学進学準備英語

語彙（4）

リスニング＆スピーキング（5）

リーディング＆ライティング（4）

スタディスキル（2）

Upper 
interme- 
diate 

（中級-上）

英語の応用的
知識を蓄えるこ
とで語学力に
磨きをかけ、ど
のような状況で
も自信をもって
英語を使えるよ
う鍛えます。

文法（3）

語彙（6）

リスニング＆スピーキング（6）

リーディング＆ライティング（3）

スタディスキル（2）

Advanced 
（上級）

英語の正確さ
と流暢さを身
に付け、より英
語をナチュラル
にします。

文法（3）

語彙（6）

リスニング＆スピーキング（6）

リーディング＆ライティング（3）

スタディスキル（2）
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ビジネス英語	
Business English

コースについて
毎週月曜日にスタート可能なインテンシブコースの選択
授業です。ビジネス英語の選択授業を含んだ一般英語コ
ースで、基礎的な英語力を鍛えながら、英語を使って仕
事ができるようビジネス英語の習得も目指します。

コースの特徴
·  スピーキング、リスニング、リーディング、文法、語彙の	
スキルを身に付けます 

· 自信を持って発言する為の発音練習
· ビジネスライティング
· 会議の進め方と参加の仕方
· 効果的な人脈づくりの方法
·  デジタルアプリを活用した効果的なプレゼンテーショ
ンの仕方

· 授業料に教材費は含まれています。
 

ビジネスにおけるコミュニケーションスキルを向上し、実践でそのスキルを使
用できるようにします。人脈を構築する、プレゼンテーションを行う、交渉を行
う、そしてオンライン/オフラインで文書を作成するなど、さまざまなビジネスシ
ーンで自信を持って英語を使うことができるようになります。

ロケーション コース概要

 

ボストン
フォートローダーデール
ロサンゼルス
ニューヨーク
サンディエゴ
サンフランシスコ

·  スタート日：毎週月曜日
·  受入最少年齢：16 	
（セントラルロンドン	
校は18歳）

·  最大クラス人数：15
·  コース期間：4 - 24週
·  入学基準：	

Intermediate（中級）
·  入学基準を満たしていない学

生は、中級レベルに達するま
で一般英語のレッスンを受講

·  授業時間数：	
一般英語 週20レッスン + ビジ	
ネス英語 週8レッスン（1レッスン
50分） 	

 

ブライトン
セントラルロンドン

 

トロント

 

ブリスベン
メルボルン
サーファーズパラダイス
シドニー

#EmbassyGoals
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企業研修（EIA）	
English in Action

コースについて
地元の企業、コミュニティ組織、教育現場など、さまざま
な場面で英語を使うことができます。さまざまな分野や
バックグラウンドのアメリカ人従業員と知り合うことがで
きます。

企業研修前のワークショップを通じ、実際の職場で研修
するための準備を行います。

コースの特徴
·  4週間以上の英語コース修了が企業研修前に必須。4週
間以上の英語コースを修了すれば英語コースを受講し
ながらの企業研修参加も可能。観光ビザでも参加	
可能。

·  申込前に英語テストが必要
·  企業研修開始時には、中上級以上の英語力が必須
·  修了時に、English in Action修了証発行

企業研修をとおして、実際の英語環境の中でコミュニケーショ
ンをとることにより、より実践的な英語力を身につけることを目
的としたコースです。社会の中で実際に英語を使う、貴重な体
験ができます。

ロケーション コース概要

 

ボストン
フォートローダーデ
ール
ロサンゼルス
ニューヨーク
サンディエゴ
サンフランシスコ

·  企業研修期間： 
オプション1 英語コース修了後の4
週間または8週間 	
オプション2 スタンダードコースま
たはバケーション＆トラベル英語
コースを受講中で、最初の4週間を
修了した後の4週間または8週間。	
企業研修は、時間割に合わせて午
前または午後に実施。

·  入学基準：Upper intermediate 
（中級-上）
·  受入最少年齢：18
·  企業研修中は、Study Care保険へ
の加入が必須

 Embassyで世界各国の人た
ちと出会い、いろいろな文化につ
いて学ぶことができました。
STephanie、オランダ

ファッション、サービス業、
法務、ビジネス、マーケティ
ング、翻訳、旅行・観光、カス
タマーサービス、非営利団
体などのさまざまな分野の
企業での研修を提供してい
ます。
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試験対策	
Exam Preparation
英語試験対策において豊富な経験を有するEmbassy Englishは、志望
大学への進学や就職を実現できるようサポートします。インテンシブプ
ログラムとスタンダードプログラムからお選びいただけます。

IELTS試験対策
本コースでは、IELTSで高得点を取るための対策を行います。英語
が使われている国での英語力査定に使用されるテストです。各種
教育機関、企業、移民局などで、IELTSのスコアを評価基準として使
用することが多くなったため、近年需要が高まっています。

コースについて
メインレッスンと選択授業の2つをご用意しています。テスト本番
に向けてテクニックを学び、スキルを伸ばし、模擬試験を受け実際
の試験に備えます。

コース概要
スタート日：毎週月曜日
最大クラス人数：15
受入最少年齢：16 （セントラルロンドン校は18歳）
コース期間：4週間以上
入学基準： B1 Intermediate（中級）以上
授業時間数：
スタンダード： 試験対策・週20レッスン（1レッスン50分）
インテンシブ： 試験対策・週20レッスン + 選択授業・週8レッスン

（1レッスン50分）

ロケーション：

  ブライトン、セントラルロンドン、ロンドングリニッジ、オック
スフォード 

  メルボルン、シドニー、サーファーズパラダイス、ブリスベン

  オークランド

IELTS試験対策選択授業付の一般英語インテンシブプロ 
グラム
一般英語・週20レッスン + IELTS試験対策選択授業・週8レッスン
（1レッスン50分）

ロケーション：
  ブライトン、ケンブリッジ、セントラルロンドン、	
ロンドングリニッジ、オックスフォード

 トロント

  ブリスベン、メルボルン、サーファーズパラダイス、シドニー

  オークランド

TOEFL試験対策
TOEFL iBTで高得点を取りたい方は、このコースがお勧めです。	
模擬試験を受けたり、体系的な練習を重ねることで、テストの内容
や構造に慣れることができます。 

本コースについて
メインコースと選択コースのいずれかをお選びいただけます。	
このコースでは、模擬試験を受けたり、スタディスキルを伸ばした
り、受験テクニックを学んだりします。

コース概要
スタート日：毎週月曜日
最大クラス人数：15
受入最少年齢：16 
コース期間：4週間以上
入学基準：B1 Intermediate（中級）以上
授業時間数：
スタンダード： TOEFL試験対策・週20レッスン	

（1レッスン50分）
インテンシブ： TOEFL試験対策・週20レッスン + 選択授業・週8レ

ッスン	
（1レッスン50分）

バケーション＆トラベル英語： TOEFL試験対策・週16レッスン（1レ
ッスン50分）

ロケーション：

 ボストン、ニューヨーク、サンフランシスコ、サンディエゴ

TOEFL選択授業付一般英語
（TOEFL試験対策）
インテンシブ： 一般英語・週20レッスン + TOEFL試験対策選択授

業・週8レッスン（1レッスン50分） 

ロケーション：
 フォートローダーデール、ロサンゼルス、サンディエゴ

 トロント

 先生方の教え方は本当に素晴らしく、その上 とてもフレンドリー
で、安心して勉強できるよう気を配ってくれます。最も興味深いの
は、Embassyには試験対策のための授業が豊富にあることです。もちろ
ん、私の英語は入学してから着実に向上しています。
Deemah、サウジアラビア

#EmbassyGoals
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ケンブリッジ英語検定試験対策
FCE＆CAE
ケンブリッジ英語検定試験は、世界中の大学、企業、政府によって
高く評価されています。Embassy Englishの経験豊富な講師陣と試
験対策用に作られたカリキュラムにより、試験合格へ導きます。

本コースについて
このプログラムは、試験対策をメインレッスンとするスタンダード
プログラムと、試験対策のメインレッスンに選択授業が追加され
たインテンシブプログラムの2つがあります。ただし、オークランド
校では、試験対策レッスンは選択授業のみとなります。

コース概要
スタート日：右側の表を参照
最大クラス人数：15
受入最少年齢：16
コース期間：9、10、11週間 
入学基準：FCE – B1 Intermediate（中級）、CAE – C1 Advanced 
（上級）

授業時間数：
スタンダード：	ケンブリッジ試験対策・週20レッスン（1レッスン	

50分）
インテンシブ： ケンブリッジ試験対策・週20レッスン + 選択授業・

週8レッスン	
一般英語・週20レッスン + ケンブリッジ試験対策・
週8レッスン 	
（1レッスン50分）	
（オークランドのみ）	
試験対策・週28レッスン（オーストラリアのみ）

午前もしくは午後の授業（センターによる）

ロケーション：

  ブライトン（FCEのみ）、ケンブリッジ、	
オックスフォード（FCE、CAE）

 ニューヨーク、サンディエゴ（FCE、CAE）

  メルボルン、シドニー（FCE、CAE）

  オークランド（FCE試験対策選択授業）

 この試験対策コースを受講することで、私の英語力は確実にアップし
ました。いただいた認定証は、今後の就職に役立てたいと思います。 
このコースの受講を強くお勧めします。英語の理解力が向上すると同時
に、国際的に評価されている認定証を得ることができます。
paScal ZwySSig、建築家、スイス（emBaSSy engliShシドニー校）

ケンブリッジ英語検定試験対策FCE＆CAE

試験の種類／場所 期間（週） コーススタート日 コース終了日 試験終了日

1月 
FCE 	
（オックスフォード、ケ
ンブリッジ）

9 1月4日 3月4日 3月5日

FCE 	
（オックスフォード、ケ
ンブリッジ以外）

10 1月4日 3月11日 3月11日

CAE 10 1月4日 3月11日 3月12日

3月
FCE 10 3月29日

3月28日	
（アメリカ）

6月3日 6月4日（オックスフ
ォード、ブライトン） 
6月7日（上記以外）

CAE 10 3月29日
3月28日	
（アメリカ）

6月3日 6月4日  
（オックスフォー
ド）6月8日	
（上記以外）

6月 
FCE 	
（シドニー、メルボ	
ルン）

10 6月13日 8月19日 8月18日

CAE	
（メルボルン、シド	
ニー）

10 6月13日 8月19日 8月19日

9月
FCE 10 9月26日 12月2日 11月29日

FCE 	
（ケンブリッジ、オック
スフォード、ブライト
ン）

11 9月26日 12月9日 12月10日

CAE 10 9月26日 12月2日 12月3日 	
11月30日(サンディ
エゴのみ)
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 Embassyでは、これまでで最も充実した
時間を過ごせました。.この学校では多くを学
べ、楽しむことができます。先生を含め、たくさ
んの新しい友人ができました。ぼくの英語はと
ても上達しました。
STrevli、スイス

大学進学準備英語	
English for University Entrance

ステップ4：進学する
当校が提携する大学にすぐに通うこ
ともできますが、学部または大学院
準備プログラム1年目は、Study 
Groupのインターナショナル・スタデ
ィ・センターで、大学進学に向けて勉
強を続けることもできます。

大学進学準備英語 

  

ボストン、ニューヨーク、ロサンゼルス、トロント

ステップ3：大学の入学に必
要な英語のレベルに到達
する

Embassy English のパスウェイプログラムから、提携するオーストラリア、カナ
ダ、イギリス、アメリカの大学や専門学校に入学可能です。世界中の100校を超
える大学や専門学校に入学するチャンスを提供します。

大学カウンセリングサービス：アメリカとカナダではこの
コースへの入学に先立って提携大学や専門学校に関し
て熟知している当校アドミッションスタッフからの無料の
大学カウンセリングと専門ガイダンスを提供しています。

大学進学支援サービス：アメリカとカナダで行われる無
料の大学・専門学校進学支援サービスで、12週間以上の
インテンシブプログラムが対象です。このサービスのス
テップは次の通りです。

ステップ2：Embassy 
Englishのロケーションとプ
ログラムを選ぶ
各キャンパスで、必要な英語のレベ
ルに到達するためのサポートを行い
ます。進学後に必要な英語力やスキ
ルを身につけます。

ステップ1：大学アドバイザ
ーによる専門のカウンセリ
ングを受ける
Embassy Englishに到着する前
に条件付き入学の許可を得ます
当校のカウンセラーが語学力と学
力を評価し、適した大学プログラム
についてアドバイスします。	
申請書類の記入もお手伝いします。

この選択授業は、インテンシブコースの一部として、ある
いは長期留学プログラムと一緒にお選びいただけます。
大学や専門学校で必要な、エッセイやレポートの書き方
や勉強方法等を学び、進学に必要な英語力を身につけ
ます。

このコースを修了し、かつ提携校の入学要件を満たせ
ば、IELTS/TOEFLなしで提携校への入学が可能です。

入学基準：Intermediate（中級）
受入最少年齢：18
最大クラス人数：15
コース期間：1-50週間
授業：一般英語・週20レッスン + 大学進学準備英語 選択
授業・週8レッスン（1レッスン50分）

試験対策
  ブライトン、ケンブリッジ、セントラルロンドン、ロン
ドングリニッジ、オックスフォード

イギリスへの大学進学を考えていて、すでに条件付き入
学を認められている学生は、公認された試験資格を取得
する必要があります。IELTSは教育機関やイギリス政府の
移民局で主に指定されています。英語試験対策において
豊富な経験を有するEmbassy Englishは、IELTSで高得点
を取るための対策を行っています。

このコースは、スタンダードまたはインテンシブ試験対
策コースとして、あるいはインテンシブプログラムの選択
授業として、お選びいただけます。

入学基準：Intermediate（中級）
受入最少年齢：16（大学進学年齢は18歳以上）
最大クラス人数：15
コース期間：4週間以上
授業：
スタンダード：試験対策・週20レッスン（1レッスン50分）
インテンシブ：試験対策・週20レッスン	+	
試験対策・週8レッスン（1レッスン50分）	
もしくは一般英語・週20レッスン+
試験対策・週8レッスン（1レッスン50分）
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進学英語EAP 
(English for Academic Purposes)

当校が提携する32の教育機関と大学の一例です。	
Charles Sturt University、James Cook University、 
La Trobe University、University of Southern 
Queensland、TAFE New South Wales、 
LeCordon Bleu、International College of Management、 
Skills Tech Australia、Martin、Australian Institute of 
Applied Sciences

大学カウンセリングサービス：このコースへの入学に先
立って提携大学によって行われる入学プロセスを通じた
無料の大学カウンセリングと専門ガイダンス。

内容
4つのステージ(英語レベル)があり、それぞれのステージ
が、スピーキング、リスニング、リーディング、ライティング、
スタディスキルの5分野で構成されています。次のステー
ジに進むためには、各分野で具体的な成果を上げて修
了する必要があります。コースが進むにつれ、難易度が
上がっていきます。

レッスン方法
対話型で、より多くのコミュニケーションをとりながらレ
ッスンが行われるので、楽しみながら効率良く学べます。

設備と教材
教室にWi-Fiを完備し、学習レベルに合わせて電子黒板
やデジタルメディア、活字メディアを活用することで、より
わかりやすく効率良く学べる環境を提供。

習熟度の確認と目標の達成
入学時レベルチェックテスト、目標設定、個別の学習プラ
ン、授業、課題、エッセイ、プレゼンテーション、レポートに
よる継続的評価、終了時に確認テスト、習熟度について
の講師によるマンツーマンフィードバック、目標に到達し
ていない場合に早期サポート、最終評価と報告等を行
い、習熟度の確認と目標の達成をサポートします。

ロケーション コース概要

ブリスベン
メルボルン
シドニー

入学基準：
EAP CEFRレベル IELTS 終了時レベル コース期間
ステージ1 B1+ 4.5 5.0 10週間
ステージ2 B2 5.0 5.5 10週間
ステージ3 B2+ 5.5 6.0 10週間
ステージ4 C1 6.0 6.5 10週間

·  受入最少年齢：18 
·  最大クラス人数：18
·  コース期間：10、20、30、40週間
·  授業：週28レッスン（1レッスン50分）
·  スタート日； 	

1月25日、2月29日、4月4日、5月9日、6月13日、7月	
18日、8月22日、9月26日、10月31日、12月5日

大学や専門学校で必要な英語力を鍛える為のコースです。オーストラリ
アで提供しています。このコースを修了し、かつ提携校の入学要件を満
たせば、提携校への進学が保証されます。
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進学英語EAP 
(English for Academic Purposes)

学習成果 主要分野（1週間の授業時間数）

EA
P 

1 ⋅  アカデミックな環境で正しい文法や単語を使うことができる
⋅  ノートを取り、話しをまとめることができる
⋅  簡単なアカデミックなライティングやプレゼンテーションを行うことが	
できる

⋅  グループの一員として協力し、自分自身を評価できる

文法（6）
語彙（4）
リスニング＆スピーキング（8）
リーディング＆ライティング（6）
スタディスキル（4）

EA
P 

2 ⋅  アカデミックなライティングやプレゼンテーションをより論理的に行うこと
ができる

⋅  様々な文章を理解、批判的に評価することができる
⋅  ライティングや討論で、自分の考えをまとめ、発表し、主張することができる
⋅  効率良く、調査したり、学習することができる 

文法（5）
語彙（5）
リスニング＆スピーキング（6）
リーディング＆ライティング（8）
スタディスキル（4）

EA
P 

3 ⋅  アイデアや文章を批判的に捉え、理解することができる
⋅    よりアカデミックな環境で、より効率良く、参加、発言することができる
⋅  調査、分析、推論、学術的文書の作成、プレゼンテーション等を自分自身で行
うことができる

文法（4）
語彙（6）
リスニング＆スピーキング（6）
リーディング＆ライティング（8）
スタディスキル（4）

EA
P 

4 ⋅  よりアカデミックな環境で、主要な4技能、読む、書く、話す、聞くのスキルを
使用できる。特に、読む、書くの力は非常に高い

⋅  より精度の高いスタディスキルを使用し、調査、分析することができる。
⋅  文書や話し言葉において、習得した語彙、句読法、文法を正確に応用できる
⋅  研究し、成果をまとめ、アカデミックな環境で発表することができる
⋅  公の場からカジュアルな場面まで、さまざまな場面で、その場に応じた表現
を使うことができる

文法（2）
語彙（6）
リスニング＆スピーキング（4）
リーディング＆ライティング（8）
スタディスキル（8）

4つの段階はそれぞれ、スピーキング、リスニン
グ、リーディング、ライティング、スタディスキル
の5分野で構成されています。次の段階に進む
ためには、各分野で具体的な成果を上げて修
了する必要があります
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ブライトンBrighton
アーティストが活躍する海沿いの街
明るくモダンなブライトン校は、芸術的な海辺の街にあります。学校は市内中心部に
位置しており、徒歩圏内にビーチやカフェ、アートや音楽の文化などがあるので、活気
あるブライトンのすべてを楽しむことができます。ロンドン中心地までも電車で50分
と近い位置にあるので、楽しみが尽きることはありません。

レジデンス 
·  Britannia：年間利用可能なスタイリッシュ
なレジデンス、1人部屋、トイレ・シャワー
付、食事なし、18歳以上

·  Voyager House：学校敷地内にある夏季限
定のレジデンス、1人部屋または2人部屋	
（数に限りあり）、トイレ・シャワー付、1日2
食、16歳以上 

·  16歳と17歳の学生は1日3食も可能

ホームステイ
·  ブライトン地区全域で手配可能
·  1人部屋または2人部屋
·  1日2食（週14回）
·  朝食のみの宿泊も可能（18歳以上）

センターの特徴*

·  Wi-Fi完備
·  PCルーム
·  電子黒板
·  図書館
·  学生ラウンジとカフェテリア
·  大学カウンセリング
·  看護師が常駐
·  アクティビティ
·  週末にはイギリスと	
ヨーロッパ諸国への小旅行も可能

コース
·  一般英語（インテンシブプログラム）
·  一般英語（スタンダードプログラム）
·  初心者レベル有
·  ビジネス英語（選択授業）
· コミュニケーションスキル（選択授業）
·  試験対策：FCE（メインレッスン）、IELTS 
（メインレッスン＆選択授業）
·  長期留学コース　
·  マンツーマンレッスン

1  デビルズ・ダイク -ブライトン郊外の美しい丘
2

 ノース・レーン -賑やかなショッピングエリア
3

 ロイヤル・パビリオンとブライトン・ドーム
4

 ザ・レーンズ -歴史的商業地区
5

 ブライトン・シーライフ・センター
6

 ブライトン埠頭
7

 オデオン8-スクリーン・シネマ
8

 デューク・オブ・ヨーク・シネマ
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Embassy 
ブライトン校

レジデンス

 NEW
 ENGLAND ST S

TROUDLEY RD

美しい遊歩道が有名なブライトン。#EmbassyBrightonの遊歩道
が#EmbassyGoalsへと導いてくれます

日本人の割合:約3% 

平均学生数：約250名
主な国籍
サウジアラビア、リビア、
韓国、トルコ、ブラジル、 
中国、イタリア、フランス、 
コロンビア、その他



 
ブライトンは活気的な魅力たっぷりの海辺の
町です。モダンでハイテクノロジーな学校で
学んだ後、放課後はさまざまな音楽や芸術に
触れることができます。大都市ロンドンまでも
電車でわずか50分で行けます。 
nicholaS SmiTh、センターディレクター
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ブライトンBrighton
アーティストが活躍する海沿いの街

  ブライトン校のFacebookページをご覧ください！  
facebook.com/EmbassyBrighton

 私はこの学校を心からお勧めします。
毎日先生方に会えるのが楽しみです。私の
先生はいつも元気で、信頼できる人です。
kana、日本
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ケンブリッジCambridge
歴史的な文化と可愛らしい街並み
ケンブリッジ大学の街で暮らし、英語を学ぼう！学校やレジデンスからケンブリッジ大学ま
では自転車で数分です。ケンブリッジは自転車に乗る人が多い街でもあり、自転車レーン
や平らな道、美しい公園が多くあります。また、ケンブリッジは文化の中心地で、シネマ、シ
アター、ギャラリー、美術館、ライブミュージックやショッピングなども揃っています。
レジデンス 
·  年間利用可能なレジデンス、1人部屋、トイ
レ・シャワー付、食事なし、18歳以上（共有の
キッチン有）

ホームステイ
·  ケンブリッジ地区全域で手配可能
·  1人部屋または2人部屋
·  1日2食（週14回）
·  朝食のみの宿泊も可能（18歳以上）
·  ケンブリッジ校へバスか自転車で通える距離

センターの特徴
·  Wi-Fi完備
·  PCルーム
·  電子黒板
·  カフェテリア
·  中庭と庭園有
·  大学カウンセリング
·  アクティビティ
·  週末にはイギリスとヨーロッパ諸国への	
小旅行も可能

コース
·  一般英語（インテンシブプログラム）
·  一般英語（スタンダードプログラム）
·  コミュニケーションスキル（選択授業）
·  試験対策：FCE（メインレッスン）、CAE 
（メインレッスン）、IELTS（選択授業）
·  長期留学コース
·  マンツーマンレッスン

1
  ジーザス・グリーン：屋外プールで泳ごう

2
 ミッドサマー・コモン：フェアやイベントを開催

3
  ケンブリッジ・コーン・エクスチェンジ：有名なコンサ
ートやイベントを開催

4
 フィッツウィリアム美術館

5
 ADCシアター：コメディーと音楽

6
 ケトルズ・ヤード：ギャラリーと美術館
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University of 	
Cambridge 	
Library

Trinity 
College

St John’s College

Queen’s 
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University of 
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#EmbassyCambridgeでの充実した授業。 
一休みしたくなったら@FitzMuseum_UKへ 

日本人の割合：4% 

平均学生数：約150名 
主な国籍
中国、リビア、 
ブラジル、トルコ、 
イタリア、韓国、 
フランス、スイス、
ドイツ、メキシコ、
サウジアラビア、その他
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ライブミュージックやショッピング、 緑が多い
ことで有名なケンブリッジで、皆さんにお会
いできるのを楽しみにして います。学校は大
学が立ち並ぶ通りに位置しており、ケンブリッ
ジの名所も自転車ですぐの距離にあります。 
JaSon whiTe、センターディレクター

 授業で使用されるテクノロジー は、
最先端かつハイレベルで、効率良く英語
を学ぶことができます。
roDrigo、ブラジル

  Facebookを開設しています！ 
facebook.com/EmbassyCambridge
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セントラルロンドンCentral London
クラシックとモダンが出会う街
文化、エンターテイメント、ショッピング、ナイトライフで有名なロンドンの中心	
地で英語を学ぼう！その他のイギリスの街やヨーロッパ諸国へも簡単にアクセ	
スできるので、ロンドン以外も同時に満喫することができます。

レジデンス 
·  Depot Point：年間利用可能なレジデンス、	
学校まで徒歩圏内、1人部屋、トイレ・シャワー
付、食事なし、18歳以上 

·  Stay Club：活気ある街にあって年間利用可能
なレジデンス、学校まで地下鉄で15分、	
1人部屋または2人部屋、トイレ・シャワー付、
食事なし、18歳以上

ホームステイ
·  ロンドン地区全域で手配可能
·  1人部屋または2人部屋
·  1日2食（週14回）
·  朝食のみの宿泊も可能（18歳以上）
·  セントラルロンドン校のホームステイ先は、	
ブリティッシュカウンシルから公認された信頼
できる代理店が提供

センターの特徴
·  18歳以上
·  Wi-Fi完備
·  PCルーム
· 視聴覚センター
·  電子黒板
·  図書館
·  学生ラウンジ
·  大学カウンセリング
·  アクティビティ
·  週末にはイギリスとヨー
ロッパ諸国への小旅行も可能

コース
·  一般英語（インテンシブプログラム）
·  一般英語（スタンダードプログラム）
·  初心者レベル有
·  ビジネス英語（選択授業）
·  コミュニケーションスキル（選択授業）
·  試験対策：IELTS（メインレッスン＆選択授業）
·  長期留学コース
·  マンツーマンレッスン

1  大英博物館
2

  オックスフォードストリート／リージェントスト	
リート 

3
 コベントガーデン

4
 ソーホー：レストランが立ち並ぶ

5
 カーナビーストリート：ショッピングで有名

6
 レスター・スクエア：シネマ・シアター地区
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#EmbassyCentralLondonで英語を学んで、 
#BigBenを見に行こう

日本人の割合：約4% 

平均学生数：約150名
主な国籍
中国、韓国、 
イタリア、 
ブラジル、 
トルコ、 
フランス、 
メキシコ、
その他
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 本当に素晴らしい学校です！最高の留
学がしたいなら絶対にEmbassyを選んでく
ださい。
ThanakriT、タイ

 セントラルロンドン校は、大学のキャンパ
スの一部で、最高水準の設備を完備していま
す。最先端のテクノロジーを導入した教室で学
んだ後は、オックスフォードストリートでのショ
ッピング、ソーホーでの昼食、シアターやアート
ギャラリーの鑑賞など、活気に満ちたロンドン
を十分満喫しながら、新しく学んだ英語のスキ
ルを実践することができます。 
eleanor maly、センターディレクター

  Facebookをご覧ください！  
facebook.com/EmbassyEnglishCentralLondon
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ヘイスティングスHastings
居心地のいいアットホームな雰囲気
学生たちはみんなここでの生活が大好きです。学校の周辺には、海、ビーチ、可愛
いお店、アートギャラリーやその他にも楽しめる場所がたくさんあります。

ホームステイ
·  ヘイスティングス地区全域で手配可能
·  1人部屋または2人部屋
·  1日2食（週14回）

センターの特徴
·  Wi-Fi完備
·  PCルーム
·  電子黒板
·  学生ラウンジ
·  ゲームルーム
·  魅力的な地域環境
·  カフェテリア
·  アクティビティ
·  週末にはイギリスとヨーロッパ諸国への	
小旅行も可能

コース
·  一般英語（インテンシブプログラム）
·  一般英語（スタンダードプログラム）
·  初心者レベル有
·  長期留学コース
·  マンツーマンレッスン

1  アレクサンドラ・パーク＆カフェ
2

 ヘイスティングス博物館＆アートギャラリー
3

  スマグラーズ・アドベンチャー：歴史テーマパ	
ーク

4
 ヘイスティングス城

5
 ホワイト・ロック・シアター：音楽とイベント

6
  ヘイスティングス・アドベンチャー＆クレイジ	
ーゴルフ
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#EmbassyHastingsで授業を終えて一息ついたら、 
#HastingsCastleを散歩する王の気分を味わおう

日本人の割合：約3% 

平均学生数：約100名
主な国籍
韓国、アンゴラ、 
トルコ、コロンビア、 
サウジアラビア、 
タイ、イタリア
チェコ、オーストリア、 
ブラジル 
アルゼンチン、フランス、
その他
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ヘイスティングスHastings
居心地のいいアットホームな雰囲気

 私の英語力は間違いなくアップし 
ました。Embassyは私の人生における 
最善の決断だったと思います。
erika、コロンビア

 
ヘイスティングスで私たちと一緒に勉強しま
しょう！学校は海の近くにある改築されたビク
トリア朝の建物で、スタッフや学生はあなた
を家族のように受け入れてくれます。 
reg veale、センターディレクター

  YouTubeでヘイスティングス校の最新ビデオを 
ご覧ください！  
Embassy Englishヘイスティングス校を 
検索してください
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ロンドングリニッジLondon Greenwich
ロンドン郊外で勉強に集中
学校はロンドン中心部から地下鉄で15分の場所に位置しており、大きな図書館や草
木が繁る公園があります。歴史的なグリニッジ地区には、ヘンリー8世とエリザベス1
世の生誕の地もあります。地元の人たちが買い物をする、14世紀から続いているグリ
ニッジマーケットは必見です。

レジデンス 
·  学校敷地内にある年間利用可能なレジデ
ンスMcMillanには、留学生に加え、イギリス
の学生も生活

·  通年 – 1人部屋または2人部屋、トイレ・シャ
ワー付、食事なしもしくは1日2食、18歳以上

·  夏季 – 1人部屋または2人部屋、トイレ・シャ
ワー付、食事なしもしくは1日2食、18歳以上

·  夏季 – 1人部屋または2人部屋、トイレ・シャ
ワー付、1日2食、16歳以上

ホームステイ
·  ロンドン地区全域で手配可能
·  1人部屋または2人部屋
·  1日2食（週14回）
·  朝食のみの宿泊も可能（18歳以上）

センターの特徴
·  Wi-Fi完備
·  PCルーム
·  電子黒板
·  学生ラウンジ
·  図書館
·  カフェテリア
·  大学カウンセリング
·  アクティビティ
·  週末にはイギリスとヨーロッパ諸国への	
小旅行も可能

コース
·  一般英語（インテンシブプログラム）
·  一般英語（スタンダードプログラム）
·  コミュニケーションスキル（選択授業）
·  試験対策：IELTS（メインレッスン＆選択	
授業） 

·  長期留学コース
·  マンツーマンレッスン

1
 O2アリーナ：音楽とイベント

2
  カナリー・ワーフビジネス地区

3
  カティーサーク：現存する唯一のティークリッパー

4
  国立海洋博物館

5
  グリニッジマーケット：世界遺産地区にある 	
歴史的なマーケット

6
 グリニッジ天文台

7
 ロンドン塔

8
 コベントガーデン

9
  オックスフォードストリートとボンドストリート	
でショッピング

1

7

9

8
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Southwark Park

Embassy 
ロンドングリニッジ校

とレジデンス

2
EVELYN ST

今週末は@TowerofLondonで #CrownJewelsを見ながら、自分の#English 
の腕試し！#EmbassyGreenwich

日本人の割合：約5% 

平均学生数：約200名
主な国籍
中国、韓国、 
ブラジル、 
トルコ、メキシコ、 
サウジアラビア、 
イタリア、チェコ 
タイ、フランス、その他
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ロンドングリニッジLondon Greenwich
ロンドン郊外で勉強に集中

 
学校はロンドン中心地に近く、歴史的なグリ
ニッジエリアにあります。川沿いの観光名所
や、グリニッジ天文台からの素晴らしい眺め
を楽しむことができます。 
DaviD rowlanD、センターディレクター

  ロンドングリニッジ校やスタッフについての詳細は、 
blog.embassyenglish.comで、 
グリニッジを検索してください。

 Embassyの先生方は楽しく、フレンドリー
で、授業もわかりやすいです。私はファッション
デザインを勉強したいと思っています。英語を
学んだ後は、イングランドを旅行して、それから
世界中を旅するつもりです。
SaBrina、ベネズエラ



イギリスで英語を学ぶ：Embassyオックスフォード校	
embassyenglish.com

42

オックスフォードOxford
現代と歴史が共存する街

1
 アシュモレアン博物館

2
  ボドリアン図書館：ヨーロッパ最古の図書館の1つ

3
  O2アカデミー・オックスフォード：音楽コンサート	
など

4
  カバード・マーケット（屋根付き市場）：オーガニック
食品やブティック

5
 ラドクリフ・カメラ：イギリス最初期の円形図書館

6
 クライストチャーチ・ミードウ（芝生公園）

7
 オックスフォード大学植物園

8
  クライストチャーチカレッジ：ハリーポッターの舞台
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勉強がしたくなる街オックスフォードを留学先に選ぼう！学校は英語圏最古のオックス
フォード大学の建物に囲まれています。オックスフォードはロンドンまで約1時間の場
所にある歴史的な都市です。イギリスの他の都市やヨーロッパ諸国へのアクセスも抜
群です。

レジデンス
·  学校から徒歩圏内に年間利用可能なレジ
デンスと夏季限定のレジデンス有

·  Oxford MansionsとBlue Boar Annexe（年
間利用可能）：1人部屋または2人部屋、トイ
レ・シャワー付、食事なし、18歳以上

·  Blue Boar（年間利用可能）：2人部屋、トイ
レ・シャワー付、食事なし、18歳以上

·  St Ebbes（夏季限定） - 1人部屋、トイレ・シ
ャワー付、食事なし、18歳以上

·  St Aldates（夏季限定） – 1人部屋、トイレ・
シャワー付、1日2食、16歳と17歳

ホームステイ
·  オックスフォード地区全域で手配可能
·  1人部屋または2人部屋
·  1日2食（週14回）
·  朝食のみの宿泊も可能（18歳以上）

センターの特徴
·  Wi-Fi完備
·  PCルーム
·  電子黒板
·  視聴覚センター
·  学生ラウンジ
·  大学カウンセリング
·  アクティビティ
·  週末にはイギリスとヨーロッパ諸国への	
小旅行も可能

コース
·  一般英語（インテンシブプログラム）
·  一般英語（スタンダードプログラム）
·  コミュニケーションスキル（選択授業）
·  FCE、CAE（メインレッスン）、IELTS（メイン
レッスン＆選択授業）

·  長期留学コース
·  マンツーマンレッスン

#EmbassyOxfordでは授業の合間にはストリートフェアを楽しもう

M
AG

D
ALEN

STREET

日本人の割合：約6% 

平均学生数：約150名
主な国籍
中国、リビア、 
韓国、トルコ、 
サウジアラビア、 
イタリア、タイ、
ブラジル、チェコ
フランス、その他
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 私はこの学校も、先生方も大好きです。3人の先生か
ら学んでいますが、これまでで最高の先生だと思います。
短い時間に多くのことを教えてくれました。Embassyの
おかげで素晴らしい経験ができました。
anna、スウェーデン

 
新旧が見事に融合している都市、オックスフォ
ードに是非いらしてください。オックスフォー
ド大学の伝統的な美しい建物に囲まれた学
校があなたをお待ちしています。 
vicToria moyle、センターディレクター

  オックスフォード校の今週の行事を
Facebookでご覧ください。 
facebook.com/EmbassyOxford
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ボストンBoston
学生が集まる街
ハーバード大学で有名なボストンは、自ら勉強したくなるような雰囲気があります。	
いつもたくさんの学生で賑わっており、書店やコーヒーショップも無数にあります。学
校は緑あふれるリラックスした雰囲気のボストンコモンからすぐの場所にあり、市内
の中心部に位置します。超一流のフレンドリーな講師やスタッフたちが、あなたと会え
るのを楽しみにしています！

レジデンス 
·  18歳以上
·  1人部屋または2人部屋、学校から25分
·  トイレ・シャワー付またはトイレ・シャワー
共有を選択可能

·  フィットネス・センター
·  カフェ
·  食事なしのアパートも選択可能

ホームステイ
·  ボストン郊外全域で手配可能
·  1人部屋または2人部屋
·  1日2食（週14回）

センターの特徴
·  市内中心部に位置
·  Wi-Fi完備
·  PCルーム
·  電子黒板
·  学生ラウンジ
·  大学カウンセリング 
·  アクティビティ＆小旅行

コース
·  一般英語（インテンシブプログラム）
·  一般英語（スタンダードプログラム）
·  初心者レベル有
·  コミュニケーションスキル（選択授業）
·  ビジネス英語（選択授業）
·  English in Action（企業研修）
·  大学進学準備英語（選択授業）
·  試験対策：TOEFL（メインレッスン） 
·  長期留学コース
·  バケーション＆トラベル英語
·  マンツーマンレッスン

1   ボストン科学博物館
2  ハーバード大学とマサチューセッツ工科大学
3  ニューイングランド水族館
4   ファニエル・ホール＆クインシー・マーケットなどの
ショッピングエリア

5   エスプラナード：無料コンサートや映画上映
もされる川沿いの美しい場所

6   フリーダムトレイル：ボストンコモンからこの街の歴
史を探求してみよう

7   コプレイスクエア：プルデンシャルタワーとボストン
図書館を訪れよう

8   フェンウェイパーク：ボストン・レッドソックス
のホームスタジアム

9
  ファインアーツ美術館
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#EmbassyBostonでの授業後は、#Esplanadeに夜の無料映画を見に行こう

日本人の割合：約7% 

平均学生数：約200名
主な国籍
サウジアラビア、 
コロンビア、 
タイ、トルコ、 
メキシコ、 
韓国、ブラジル
イタリア、スペイン、
ベネズエラ、その他
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Embassyボストン校は、将来の成功につなが
る無数のチャンスを提供します。ボストンはア
メリカの頭脳の中心として広く知られていま
す。ここでは、威厳ある歴史的街並みに点在す
る数々の素晴らしい観光スポットを散策する
ことができます。ボストンはきっとあなたを虜
にし、第二の故郷となることでしょう！ 
linDa walSh、センターディレクター

  facebook.com/EmbassyBostonで、ボ
ストン校の今をご覧ください

 この学校で経験したことは、私の人生において最
も素晴らしいものだと言えます。電子黒板などを利用
し、さまざまなゲームやアクティビティを通して英語
を学びました。私の英語はこれまでよりも確実に上達
しています。
FranceSca、イタリア
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フォートローダーデールFort Lauderdale
太陽とビーチを楽しもう！
フォートローダーデールの太陽とのんびりしたビーチの雰囲気はホリデーに最適で
す。学校は市内中心部にあり、近くには素敵なビーチ、リバーフロントにあるカフェ、緑
の空間やナイトライフなどもあります。レジデンスはビーチにも学校にも近い位置に
あります。足を伸ばせば、マイアミやディズニーワールドのあるオーランドにも行くこ
とができます。
レジデンス 
·  16歳以上
·  1人部屋、2人部屋またはスタジオタイプ。	
エアコン、ケーブルテレビ、ランドリー、	
プール完備

·  トイレ・シャワー付
·  食事なし

ホームステイ
·  フォートローダーデール地区全域で	
手配可能

·  1人部屋または2人部屋
·  1日2食（週14回）
·  朝食のみの宿泊も可能

センターの特徴
·  プール付のレジデンス
·  ビーチまですぐに行ける距離
·  Wi-Fi完備
·  PCルーム
·  電子黒板
· 屋外テラス 
·  大学カウンセリング 
·  アクティビティ＆小旅行

コース
·  一般英語（インテンシブプログラム）
·  一般英語（スタンダードプログラム）
·  コミュニケーションスキル（選択授業）
·  ビジネス英語（選択授業）
·  English in Action（企業研修）
·  試験対策：TOEFL（選択授業）
·  長期留学コース
·  バケーション＆トラベル英語
·  マンツーマンレッスン

1   ビーチ・プレイス：ショッピングとエンターテイ	
メント

2  フォートローダデール・ビーチ
3  ラス・オラス・ビーチ
4   ヒマーシーストリート：エンターテイメント地区
5   発見科学博物館
6  フォートローダデール・アート美術館
7   運河遊覧クルーズとウォータータクシー
8  ラス・オラスのショッピング＆レストラン街
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#EmbassyFortLauderdale  
の新しい友人と#beachで楽しもう！

8

日本人の割合：約2% 

平均学生数：約150名
主な国籍
ブラジル、 
ベネズエラ、 
コロンビア、 
スイス、 
サウジアラビア、 
フランス、イタリア、
アルゼンチン、その他
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フォートローダーデールにある、世界的に有
名なトロピカルな雰囲気のビーチで、リラッ
クスしながら英語を学びましょう！学校は市
内中心部にあり、優しい講師達とスタッフが
皆さんを温かく迎え入れてくれます。 
camilo FonTecilla、センターディレクター

  #EmbassyFortLauderdaleのインスタグラ
ムで学校の写真を見てみよう

 この学校での経験は素晴らしい
ものでした。私の英語は上達し、新し
い友達や文化にもたくさん出会えま
した。 
aBril、ベネズエラ
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ロサンゼルスLos Angeles
美しいビーチサイドでの暮らし
世界の中でも美しいと賞賛されるビーチが多くあるロングビーチ。ハリウッドも近いこ
の魅力的な街で暮らしながら、楽しく英語を学びましょう！学校はオープンスペースを
重視して設計しているため、広い空間と快適な環境の中でのびのびと勉強することが
できます。

レジデンス 
·  18歳以上
·  徒歩圏内にビーチ有、プール、バーベキュ
ーエリア、マリーナが見える見晴らしの良い
バルコニー有

·  2人部屋
·  トイレ・シャワー付
·  食事なし
·  各部屋に冷蔵庫と電子レンジ有

ホームステイ
·  ロサンゼルスとロングビーチ地区全域で手
配可能

·  1人部屋または2人部屋
·  1日2食（週14回）
· 朝食のみの宿泊も可能

センターの特徴
·  ロサンゼルスの人気観光名所にバスや電
車でアクセス可能

·  Wi-Fi完備
·  PCルーム
·  電子黒板
·  学生ラウンジ
·  中庭
·  屋上テラス
·  大学カウンセリング
·  アクティビティ

コース
·  一般英語（インテンシブプログラム）
·  一般英語（スタンダードプログラム）
·  コミュニケーションスキル（選択授業）
·  ビジネス英語（選択授業）
·  English in Action（企業研修）
·  大学進学準備英語（選択授業）
·  試験対策：TOEFL（選択授業）
·  長期留学コース
·  バケーション＆トラベル英語
·  マンツーマンレッスン

#WalkofFameの星で占いながら、英語の腕試し！#EmbassyLA

1   ハリウッドやロサンゼルスのダウンタウン：	
ロサンゼルス校から約1時間

2   ディズニーランド：ロサンゼルス校から約40分
3  シティプレス・ショッピングセンター

4   パインアベニュー：流行のレストランやショップが	
ある地区

5  ロングビーチ水族館

6   ショアライン・ビレッジ：レストラン、ショッピング、	
エンターテイメント

7  ベルモントショアー：可愛い海沿いのコミュニティ
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日本人の割合：約8% 

平均学生数：約100名
主な国籍
サウジアラビア、 
ブラジル、 
トルコ、韓国、 
スイス、 
イタリア、 
コロンビア、
スペイン、その他
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 私たちと一緒に、美しい太平洋のビーチライ
フを満喫しましょう。ビーチ以外にも、ディズニ
ーランド、ハリウッド、ユニバーサルスタジオも
訪れることができます。南カリフォルニアの素
晴らしい天候と、さまざまなアトラクションが、
あなたをお待ちしています。 
FranceSca anDrewS、センターディレクター

  facebook.com/EmbassyLosAngelesで、 
ハリウッドスタイルの学習法をご覧 
ください

 先生方はまさに素晴らしいの一言です。自分の
考えを表現することは言語を学ぶ上で最も重要なこ
とです。この学校の先生方はそれらを自信をもって発
言できるようにしてくれました。
miquel、コロンビア
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ニューヨークNew York
世界をリードする都市
学校はマンハッタンの中心に位置しているので、授業が終わってからエンパイアステ
ートビルやタイムズスクエアまで徒歩で行くことができ、セントラルパークへもバスや
電車ですぐの距離です。Embassy Englishを選ぶことで、明日からあなたもニューヨー
カーの一員です！

レジデンス
·  18歳以上
·  Manhattan School of Music：1人部屋また
は2人部屋

·  The New Yorker：1人部屋または2人部屋、
トイレ・シャワー付、学校まで徒歩圏内

ホームステイ
·  クイーンズ、ブルックリン、ロングアイラン
ド、ニュージャージーなどで手配可能

·  1人部屋
·  1日2食（週14回）
·  朝食のみの宿泊も可能（マンハッタン） 

センターの特徴
·  Wi-Fi完備
·  PCルーム
·  電子黒板
·  視聴覚センター
·  学生ラウンジ
·  大学カウンセリング
·  アクティビティ

コース
·  一般英語（インテンシブプログラム）
·  一般英語（スタンダードプログラム）
·  初心者レベル有
·  コミュニケーションスキル（選択授業）
·  ビジネス英語（選択授業）
·  English in Action（企業研修）
·  大学進学準備英語（選択授業）
·  試験対策：FCE、CAE（メインレッスン）、	

TOEFL（メインレッスン）
·  長期留学コース
· バケーション＆トラベル英語
· マンツーマンレッスン

1   ミュージアム・マイル（美術館が並ぶエリア）：メトロ
ポリタン美術館やグッゲンハイム美術館など多数

2
  ラジオシティ・ミュージックホール

3
 タイムズスクエア

4
 エンパイアステートビル

5
 世界貿易センタービル9.11祈念碑

6
  エリス島

7
 自由の女神

8
  Manhattan School of Music Residence（北へ25分） 

9
 The New Yorker Residence
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#EmbassyNYのレジデンスから#TimesSquareのライトが輝く様子を楽しもう！

AVE

日本人の割合：約10% 

平均学生数：約250名
主な国籍
ブラジル、韓国、 
コロンビア、 
トルコ、 
イタリア、タイ、 
フランス、台湾
ロシア、ベネズエラ、
スペイン、その他
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 Embassyは世界中に新しい友人をつく
り、英語を上達させるのに最適な場所です。
この経験をすべての人に味わって欲しいと
思います。
Daniela、ブラジル

 
ニューヨークは、アート、音楽、食べ物、ファッシ
ョンなど、どんなものでも手に入れることがで
きる無限の可能性を持っています。学校はマ
ンハッタンの中心部にあり、エンパイアステー
トビル、タイムズスクエア、その他の世界的に
有名な観光地もとても近い位置にあります。 
Zachary piper、センターディレクター

  Googleで検索してみてください！ 
ニューヨーク校をあらゆる角度からご覧いただけます。 
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サンディエゴSan Diego
多彩で活気に満ちたライフスタイル
サンディエゴは、南カリフォルニアの素晴らしい天候と、観光客にも気軽に話しかけて
くれるフレンドリーな人々が特徴的な、活気のある街です。ビーチとダウンタウンがす
ぐそばにあり、様々なライフスタイルや文化を一度に味わうことができます。学校に
は、屋外テラスや居心地のいい学生ラウンジもあり、教室の窓からは都市や海を一望
することができます。
レジデンス 
·  18歳以上
·  1人部屋または2人部屋
·  トイレ・シャワー付またはトイレ・シャワー
共有を選択可能

·  食事なし
·  スタジオタイプの簡易キッチン付1人部屋	
（トイレ・シャワー付）も選択可能 

サンディエゴ地区全域で手配可能
·  サンディエゴ地区全域で手配可能 

1人部屋または2人部屋
·  1日2食（週14回）

センターの特徴
·  公共交通機関がとても便利
·  ビーチまですぐに行ける距離
·  Wi-Fi完備
·  PCルーム
·  電子黒板
·  屋外テラス
·  大学カウンセリング
·  アクティビティ＆小旅行

コース
·  一般英語（インテンシブプログラム）
·  一般英語（スタンダードプログラム）
·  初心者レベル有
·  コミュニケーションスキル（選択授業）
·  ビジネス英語（選択授業）
·  English in Action（企業研修）
·  試験対策：FCE＆CAE、TOEFL(メインレッ
スン&選択授業)

·  長期留学コース
·  バケーション＆トラベル英語
·  マンツーマンレッスン

1   バルボア・パーク旧市街（歴史地区）
2

  ガスランプ歴史地区：ライブミュージック、カフェ、シ
アター、バー、ショッピングなど

3
  サンディエゴ動物園

4
 リトルイタリー・メルカート市場

5
  ホートン・プラザ：ショッピングモール 

6
  メキシコへ続く道
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#EmbassySanDiegoで英語の試験を受けた後は、#Gaslampで 
ショッピングやディナーを楽しもう！

日本人の割合：約6% 

平均学生数：約250名
主な国籍
サウジアラビア、 
ブラジル、 
スイス、 
トルコ、韓国、 
フランス、 
ドイツ、イタリア、
コロンビア、その他
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アメリカのどこよりも晴天を満喫していただけ
るサンディエゴに、ぜひお越しください！高層
ビルや港、山々の素晴らしい景色が見渡せる
モダンな教室で、トップレベルの講師から教わ
る授業で英語力を伸ばしましょう。そして、そこ
で習った英語を、アメリカで最もフレンドリー
だと言われるサンディエゴの人々との実際の
会話を通じて練習してみましょう。 
Bill hellriegel、センターディレクター

  #EmbassySanDiegoのインスタグラム 
に、最近のイベントの写真などを掲載中！ 

 Embassyでは、人生で最高の先生方と一緒に
勉強しました。僕はサウジアラビア政府で働いて
いるので、多くの大統領や大臣と会う機会がありま
す。彼らとコミュニケーションするためには、英語
が欠かせません。
FaiSal、サウジアラビア
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サンフランシスコSan Francisco
多種多様なアメリカ文化に触れる
サンフランシスコは、息を飲むような風景や絵をかいたような街並み、世界トップクラ
スの食べ物やナイトライフがあり、アメリカのもっとも有名な都市の一つとして知られ
ています。市内中心部にある学校ですが、学校全体が1つの家族のような温かい雰囲
気があります。さまざまな公共交通機関に近いこともポイントの一つです。

レジデンス 
·  1人部屋または2人部屋
·  トイレ・シャワー付またはトイレ・シャワー	
共有を選択可能

·  食事なし
·  スタジオタイプの簡易キッチン付1人部屋	
（トイレ・シャワー付）も選択可能（18歳	
以上）

·  Monroe Residence：16歳以上は夏季のみ、	
1日2食、18歳以上は年間利用可能 

ホームステイ
·  サンフランシスコ地区全域で手配可能
·  ネイティブまたはネイティブに近い英語を
話すホストファミリーを保証

·  1人部屋または2人部屋
·  1日2食（週14回）

センターの特徴
·  市内中心地に位置
·  歴史的に有名なエリアの近く
·  Wi-Fi完備
·  PCルーム
·  電子黒板
·  学生ラウンジ
·  アクティビティ＆小旅行
·  大学カウンセリング

コース
·  一般英語（インテンシブプログラム）
·  一般英語（スタンダードプログラム）
·  コミュニケーションスキル（選択授業）
·  ビジネス英語（選択授業）
·  English in Action（企業研修）
·  試験対策：TOEFL(メインレッスン)
·  長期留学コース
·  バケーション＆トラベル英語
·  マンツーマンレッスン

#street carでの通学は#EmbassySanFranciscoならではの経験です！

1
 フィッシャーマンズ・ワーフ

2
 ノースビーチ：イタリア料理で有名

3
 ユニオン・スクエア：賑やかなショッピングエリア

4
 サンフランシスコ近代美術館

5
  AT&T・パーク：SFジャイアンツのホームスタジアム	
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日本人の割合：約11% 

平均学生数：約200名
主な国籍
ブラジル、 
タイ、韓国、 
フランス、 
サウジアラビア、 
トルコ、台湾
スペイン、ドイツ
その他



55アメリカで英語を学ぶ：Embassyサンフランシスコ校	
embassyenglish.com

 
世界で最も美しい都市のひとつに選ばれるサン
フランシスコには、多彩な魅力がたくさんありま
す。市内中心部にある当校のスタッフが、皆様の
滞在が満足のいくものに、そして一生思い出に
残るものになるようにサポートします！ 
John lograSSo、センターディレクター

  Embassy San FranciscoをGoogleで検索し、 
当校をあらゆる視点からご覧ください！

 先生方は、英語を話す方法
や理解の仕方を教えてくれます。
僕はこの学校が大好きです！
ammar、クウェート
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トロントToronto
カナダ最大の都市で留学生活
学校は明るくモダンな雰囲気で、市内中心部のブロアストリートに面しています。学校
周辺はトロントのおしゃれなショッピングエリアでもあり、主要な観光地もほとんど歩
いて回れる距離にあるためとても便利です。授業で習った英語を、毎日の生活の中で
使う楽しさを体験しましょう。

レジデンス 
·  カナダ自然療法医学大学内の1人部屋

ホームステイ
·  トロント郊外全域で手配可能
·  1人部屋
·  1日2食（週14回）
·  1日3食や朝食のみの宿泊も可能

センターの特徴
·  市内中心地に位置
·  Wi-Fi完備
·  PCルーム
·  電子黒板
·  学生ラウンジ
·  大学カウンセリング

コース
·  一般英語（インテンシブプログラム）
·  一般英語（スタンダードプログラム）
·  初心者レベル有
·  コミュニケーションスキル／パワースピー
キングプログラム（メインレッスン）

·  ビジネス英語（選択授業）
·  大学進学準備英語（選択授業）
·  試験対策：TOEFL、IELTS（選択授業）
·  長期留学コース
·  TESL-YL（児童英語教授法プログラム）
·  J-SHINE（小学校英語指導者資格取得	
プログラム）

1   CNタワー
2

  セント・ローレンス・マーケット
3

  ロジャース・センター：ブルージェイズのホームスタ
ジアム

4
  オンタリオ美術館 

5
  ケンジントン・マーケット

6
  ディスティラリー地区：歴史とエンターテイメント

7
  イートン・センター・ショッピング・モール

5
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#EmbassyTorontoの仲間と#Hockeyのやり方を学ぼう！

日本人の割合：約14% 

平均学生数：約150名
主な国籍
ブラジル、 
メキシコ、 
韓国、コロンビア、 
台湾、フランス
ベネズエラ、タイ
チリ、その他
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Embassyトロント校で皆様にお会いできるの
をとても楽しみにしています。カナダ最大で多
国籍な都市トロントであなたの目標を達成す
るために、当校の経験豊富な講師陣からたく
さんのことを学んでください。ここで私たちと
一緒に過ごす時間は、きっと一生忘れられな
いものになります。 
Derek SexTon、センターディレクター

 僕はこの学校の先生方が大好きです。これ
までで最高の先生だと思います。短い時間でし
たが多くのことを教えてくれました。Embassyを
選んで本当に良かったと思います。
haralD、ノルウェー

  Facebookにぜひアクセスしてください！  
facebook.com/EmbassyEnglishToronto
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ブリスベンBrisbane
都会と自然の両方を満喫
最新設備の整ったブリスベン校で学びながら、この都市のリラックスした雰囲気も満
喫しよう！街は熱帯植物や川、モダンな建造物に囲まれていて、オープンスペースもた
くさんあるので、自然が好きなあなたにピッタリです。

レジデンス
·  Adalong Guest House：ブリスベン校から
徒歩圏内。サウスバンクパークや公共交通
機関、カフェ、博物館、ギャラリーなども近い

·  1人部屋または2人部屋
·  トイレ・シャワー共有
·  1日2食（月 - 金：朝・夕）
·  ダイニングルーム、ラウンジ
·  中庭
·  ランドリー（洗濯）設備

ホームステイ
·  ブリスベン地区全域で手配可能
·  1人部屋
·  1日2食（週16回）

センターの特徴
·  専門学校マーティンとキャンパスを共有
·  Wi-Fi完備
·  PCルーム
·  電子黒板
·  図書館
·  学生ラウンジ
·  大学カウンセリング
·  仕事探し準備ワークショップ
·  アクティビティ

コース
·  一般英語（インテンシブプログラム）
·  一般英語（セミインテンシブプログラム）
·  一般英語（スタンダードプログラム）
·  コミュニケーションスキル（選択授業）
·  ビジネス英語（選択授業）
·  進学英語
·  試験対策：IELTS（メインレッスン＆選	
択授業）

·  長期留学コース
·  マンツーマンレッスン

1
 クイーンストリートモール

2
 ザウィールオブブリスベン（大観覧車）

3
 サウスバンク：人工のビーチ

4
 カンガルーポイントクリフ

5
 マウントクーサ：ブリスベンの絶景

6
 シティキャットによる船旅
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#WheelOfBrisbaneに #NoWayを連発しながら、英語を使ってみよう  
#EmbassyBrisbane 

日本人の割合：約13% 

平均学生数：約200名
主な国籍
コロンビア、韓国、 
サウジアラビア、 
ブラジル、 
イタリア、 
台湾、中国、
スペイン、その他
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ブリスベンについて前もって調べていたとし
ても、実際にここに来ると、青空や緑や街全体
の雰囲気に圧倒されます。公園、カフェ、植物
館、ギャラリー等に近い当校の学生レジデン
スは、留学中の滞在先としてとても便利です
よ。皆さんのお越しをお待ちしております！ 
BraDley muller、センターディレクター

 ここでの生活は素晴らしいものでした。いろんな
国からやってきた多くの学生たちと同じクラスで学び
ました。先生方はとても信頼できる人たちで、授業も
楽しいです。あっと言う間に英語が上達しました。
marco、スイス

  ブリスベン校のビデオをご覧ください！! 
YouTubeでEmbassy English Brisbane 
を検索してください
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メルボルンMelbourne
スポーツ、流行、文化の中心地
メルボルンの美しい景色を眺めながら、メルボルン校で生きた英語を学びましょう！
さまざまな文化、音楽、料理、おしゃれなお店、スポーツ など、国際的な都市メルボル
ンで経験できることは数え切れないほどたくさんあります。

1
 メルボルンショッピングセンター

2
 州立図書館

3
 州議事堂

4
 フェデレーションスクエア

5
 メルボルン水族館

6
 ユーレカタワー

7
 クラウンエンターテイメントコンプレックス
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#EmbassyMelbourneの皆と一緒に#BBQを楽しみながら、リラックス！

FLINDERS LANE
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Urban Central 
Residence

レジデンス
·  Urban Central：大部屋、1人部屋、2人部屋、
ファミリールームから選択可能、学校まで
徒歩で15分

·  Le Student 8：スタジオタイプの1人部屋ま
たは2人部屋。プール、ジム、バーベキュー
エリアを完備。市内中心部への無料シャト
ルバス

ホームステイ
·  メルボルン地区全域で手配可能
·  1人部屋
·  1日2食（週16回）

センターの特徴：
·  オープンしたばかりの最新設備
·  専門学校マーティン、チャールズスタート大
学とキャンパスを共有

·  Wi-Fi完備
·  PCルーム
·  電子黒板
·  図書館
·  学生ラウンジ
·  大学カウンセリング
·  仕事探し準備ワークショップ
·  アクティビティ＆小旅行

コース：
·  一般英語（インテンシブプログラム）
·  一般英語（セミインテンシブプログラム）
·  一般英語（スタンダードプログラム）
·  初心者レベル有
·  コミュニケーションスキル（選択授業）
·  ビジネス英語（選択授業）
·  進学英語
·  試験対策：FCE、CAE、IELTS 	
（メインレッスン＆選択授業）
·  長期留学コース
·  マンツーマンレッスン

日本人の割合：約7% 

平均学生数：約350名
主な国籍
サウジアラビア、 
韓国、コロンビア、 
インド、タイ、 
ブラジル、 
イタリア、フランス
スペイン、その他
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メルボルンは文化とエンターテイメント
であふれている街です。世界で一番住
みやすい都市に選ばれた、非常に魅力
的な都市メルボルンで勉強することは、
みなさんにとってかけがえのないもの
になるでしょう。 
Sharon cox、センターディレクター

 Embassyには優秀な先生がたくさ
んいて、世界中から学生が集まってきて
います。皆とてもフレンドリーです。
raphael、ブラジル

  #EmbassyMelbourneのインスタグラ
ムにアクセスし、学校の写真をご覧く
ださい。



Surfers Paradise
しっかり学び、しっかり遊ぶ
ビーチがすぐそばにあり、最先端の設備が整ったサーファーズパラダイス校は、	
オーストラリアの行楽地、ゴールドコーストに位置しています。朝はしっかり勉強し、	
午後は砂浜でのんびり過ごしましょう！

レジデンス
·  さまざまな滞在先を手配可能。プール、バ
ーベキューエリア、レクリエーション施設を
完備

·  大部屋、1人部屋、2人部屋を選択可能
·  食事なし

ホームステイ
·  ゴールドコースト地区全域で手配可能
·  1人部屋
·  1日2食（週16回）

センターの特徴
·  専門学校マーティンとキャンパスを共有
·  Wi-Fi完備
·  PCルーム
·  電子黒板
·  学生ラウンジ
·  図書館
·  大学カウンセリング
·  仕事探し準備ワークショップ
·  アクティビティ＆小旅行

コース
·  一般英語（インテンシブプログラム）
·  一般英語（セミインテンシブプログラム）
·  一般英語（スタンダードプログラム）
·  ビジネス英語（選択授業）
·  長期留学コース
·  コミュニケーションスキル（選択授業）
·  試験対策：IELTS（メインレッスン＆選択授業）

·  マンツーマンレッスン

オーストラリアで英語を学ぶ：Embassyサーファーズパラダイス校	
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1
 ドリームワールド：人気のテーマパーク

2
 ムービーワールド

3
 シーワールド

4
 サウスポート：眺めの良い海辺の街

5
 サーファーズパラダイス

6
  Q1：超高層ビルからの絶景
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平日は#EmbassySurfでしっかり勉強し、週末
は#Dreamworldで#funタイム！

日本人の割合：14% 

平均学生数：約100名
主な国籍
ブラジル、韓国、 
サウジアラビア、 
スイス、イタリア、 
台湾、スペイン
チリ、ロシア
コロンビア、その他

サーファーズパラダイス  
(ゴールドコースト)
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世界で最も美しいビーチにランクインし
た場所が、キャンパスから数分のところ
にあります。ゴールドコースト、サーファ
ーズパラダイスは、しっかり学び、しっか
り遊ぶ環境が整っています！ 
BraDley muller、センターディレクター

 素晴らしい先生方から英語を教わることができて本当に幸
せです。親切なだけでなく、ポイントを明確にして教えてくれるの
で、モチベーションもぐんと上がりました。また、様々なトピックに
関して意見や考え方を述べる方法も教えてくれました。
mariSa、アンゴラ

  サーファーズパラダイス校のFacebook 
ページにアクセスしてください！  
facebook.com/
EmbassyEnglishSurfersParadise
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シドニーSydney
都市、自然、文化の全てがそろう街
オーストラリア最大の都市シドニーは、留学先としてとてもお勧めです！シドニー校は
ダーリングハーストと呼ばれる街にあり、公園、博物館、ナイトクラブ、ショップ、レスト
ランなどもたくさんあります。学校は市内中心部まで近く、オペラハウス、ハーバーブリ
ッジ、シドニータワー、植物園も徒歩圏内です。

レジデンス
·  どのレジデンスも便利な場所にあり、あら
ゆるニーズに対応できる様々な設備を完備

·  Jack's Place、Link2、Yurong House：	
シドニー校まで徒歩圏内

·  Sinclair's Bondi：ビーチから数分の距離
·  1人部屋または2人部屋
·  トイレ・シャワー共有またはトイレ・シャワ
ー付を選択可能

·  食事なし

ホームステイ
·  シドニー郊外全域で手配可能
·  1人部屋
·  1日2食（週16回）

センターの特徴
·  専門学校マーティン、チャールズスタート	
大学とキャンパスを共有

·  Wi-Fi完備
·  PCルーム
·  電子黒板
·  図書館
·  学生ラウンジ
·  大学カウンセリング
·  仕事探し準備セミナー
·  アクティビティ＆小旅行

コース
·  一般英語（インテンシブプログラム）
·  一般英語（セミインテンシブプログラム）
·  一般英語（スタンダードプログラム）
·  コミュニケーションスキル（選択授業）
·  ビジネス英語（選択授業）
·  進学英語
·  試験対策：FCE、CAE、IELTS（メインレッス
ン ＆選択授業）

·  長期留学コース
·  マンツーマンレッスン

1
 ロックス

2
 オペラハウス

3
 植物園

4
 シドニータワー

5
 ダーリングハーバー：バー＆レストラン

6
  クイーン・ヴィクトリア・ビルディング

7
  チャイナタウン
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日本人の割合：約9% 

平均学生数：約250名
主な国籍
韓国、ブラジル、 
中国、 
コロンビア、 
スペイン、 
タイ、トルコ、
イタリア、フランス、
ベトナム、その他
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ダーリングハーストにあるシドニー校へぜひ
お越しください。キャンパスの近くにはレスト
ラン、お店、ナイトクラブ、公園があり、パーティ
からピクニックまで、なんでもできる非常に便
利な場所にあります。日帰り旅行で 壮大なブ
ルーマウンテンへも行けます。 
richarD pincuS、センターディレクター

 私は新しい人たちに出会うことが大好きで、
この学校でたくさんの友達ができました。Embassy
の先生方はとても親切で楽しく、生徒のやる気を引
き出してくれます。アドバイスとしては、ネイティブの
友達を作ることをお勧めします。シドニーのベストス
ポットを教えてくれますよ！
noelle、スイス

  Facebook でシドニー校の雰囲気をチェック！  
facebook.com/EmbassyEnglishSydney
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オークランドAuckland
「帆の街」の愛称を持つ美しい港町

最先端の設備が整ったオークランド校で英語を学ぼう！オークランドならではの
リラックスした雰囲気の中で、多様な文化、自然を感じながら留学生活を送るこ
とができます。

レジデンス
·  様々な滞在先を手配可能
·  1人部屋または2人部屋
·  食事なし

ホームステイ
·  オークランド地区全域で手配可能
·  1人部屋
·  1日2食（週16回）

センターの特徴
·  テイラーズカレッジとキャンパスを共有
·  Wi-Fi完備
·  PCルーム
·  電子黒板
·  学生ラウンジ
·  図書館
·  大学カウンセリング
·  アクティビティ＆小旅行

コース
·  一般英語（インテンシブプログラム）
·  一般英語（セミインテンシブプログラム）
·  一般英語（スタンダードプログラム）
·  コミュニケーションスキル（選択授業）
·  試験対策：IELTS（メインレッスン＆選択	
授業）、FCE（試験対策、選択授業）

·  長期留学コース
·  マンツーマンレッスン

1  スカイタワー
2

 オークランド大学
3

 オークランド博物館
4

 ピハビーチ
5

 ワイヘキ島
6

 ボイジャーニュージーランド国立海洋博物館
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ニュージーランドで英語を学ぶ：Embassyオークランド校	
embassyenglish.com

授業が終わったら、#EmbassyAucklandの友人と一緒に#SKYCITYを楽しもう！

日本人の割合：約13% 

平均学生数：約150名
主な国籍
タイ、ブラジル、 
韓国、コロンビア、 
フランス、中国、 
サウジアラビア、
イタリア、トルコ
その他
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オークランドには美しい自然、リラックスした
ライフスタイル、たくさんのアクティビティがあ
ります。皆さんにオークランドの魅力をご紹介
できるのを、楽しみにしております。 
linDSay SpeDDing、センターディレクター

 私はEmbassyで4週間過ごしましたが、
英語が非常に上達したと感じています。.以
前より自信を持って、流暢に話すことができ
るようになったと思います。
kamila、ブラジル

  オークランド校周辺の景色は目を疑うほどの美しさです！  
インスタグラムで#EmbassyAucklandをフォロー 
してください
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Embassyグループのご紹介

Embassy Pathways
ご希望の大学・専門学校へ入学が可能となります。

進学先は世界中にある100校以上からお選びいただけま
す。Embassy Pathwayは、アメリカ、カナダ、イギリス、オースト
ラリアにある、大学・専門学校やさらにその上の教育課程を目
的とする生徒のためのプログラムです。このコースを修了する
と、当校が提携する大学や教育機関への進学が可能になり	
ます。

進学英語（オーストラリア）
このコースを修了すると、大学の入学要件を満たしていれ
ば、IELTSやTOEFLなどのスコア無しで、当校が提携する大学
や教育機関への進学が可能になります。	
	
インテンシブ試験対策 
試験対策や大学進学準備英語の選択授業を含むインテンシ
ブ試験対策コースを受講することにより、アメリカ、カナダ、イ
ギリスの大学に入学するために必要な英語レベルに到達す
ることができます。当校が提携するほとんどの大学は、条件付
き入学を認めており、IELTSやTOEFLの得点ではなく、	
Embassy Englishでのレベルを評価します。

このコースを修了すると、大学の入学要件を満たしていれば、
当校が提携する大学や教育機関への進学が可能になります。	
	
詳しくは、embassypathways.comのサイトをご覧
ください

Embassy Summer 	
& Summer Plus
今年の夏は、ラグビー、ダンス、サーフィン、観光など、アクティ
ビティを思いっきり楽しみながら、英語漬けの日々を過ごしま	
しょう。

Embassy Summer Plusはアメリカ、イギリスの7校で開講さ
れます。好きなアクティビティを楽しみながら英語を学習する
という最高の体験ができます。

プログラムとロケーション
複数のロケーションの中から、ご希望に合わせてプログラム
をお選びいただけます。
•  すべてのロケーションに素晴らしい設備を完備
•  イギリス、アメリカ、カナダから選べます
•  未成年やグループまたは個人でもOK
•  初心者から上級者まですべてのレベルの方対象
•  滞在先は大学寮やホームステイをご用意
•  楽しいアクティビティプログラム満載

詳しくは、embassysummer.comのサイトをご覧くだ
さい
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Embassy Academy
Embassy Academyは8歳から17歳までの生徒のためのプロ
グラムで、英語上達のために多国籍な環境を提供しており	
ます。

Embassy Academyの特徴
•  一人ひとりに合わせた夏季プログラム
•  フレンドリーで質の高いネイティブ教師と英語を学ぶ
•  プロの講師が午後のコースも楽しく提供
•  遠足や小旅行を週3日開催
•  郊外にある昔ながらの全寮制を体験
•  さまざまな国籍の生徒（20％の国籍制限）
•  教師1人に生徒が5人の比率で生徒一人一人をケア

当校では、子供たちの安全と快適な生活が最も重要だと考え
ています。私たちは子供たちにとっての外国での両親である
という意識を持ち、両親が子供に求めるであろうケアと安全
を保っています。また、スタッフはこのようなスキルと性格を
持っていることを考慮して選ばれています。

詳しくは、embassyacademy.comのサイトをご覧く
ださい

Embassy StudyTours
世界中から来た学生たちと短期英語研修を行い、その土地の
文化やライフスタイルを経験できます。3大陸にまたがる18セ
ンターの中からご希望のセンターをお選びいただくことが可
能です。

グループのご希望に沿ったプログラムや滞在先を決めてい
ただくことが可能なので、お望みの体験が現実のものになり
ます。休みの期間中にEmbassy StudyToursに参加し、グロー
バルな体験をしましょう！
•  各地域のビザ要件に応じて、16、20もしくは28レッスンのプ
ログラムから選択可能

•  1グループ人数：10人以上
•  年齢：14歳以上 
•  滞在先：1日3食もしくは1日2食、ホームステイもしくは寮な
どから選択可能

イギリス：ブライトン、ケンブリッジ、シャルフォントセントジャ
イルズ、ヘイスティングス、ロンドン、オックスフォード、シーフ
ォード

アメリカ：ボストン、フォートローダーデール、ロサンゼルス、ニ
ューヨーク、サンディエゴ、サンフランシスコ

オーストラリア：ブリスベン、メルボルン、サーファーズパラダ
イス、シドニー

カナダ：トロント

詳しくは、embassystudytours.comのサイトをご覧
ください
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Terms and Conditions
The contractual entity that will be providing the services to you and 
that you agree these terms and conditions with is determined by 
the country in which you will be studying.
In the UK this is Embassy Educational Services (UK) Limited 
(Company Registration Number 1599830, whose registered 
address is 1 Billinton Way, Brighton, BN1 4LF.
In the US this is Center for English Studies, LLC, whose registered 
address is 330 7th Avenue 2nd Floor New York NY 10001.
In Canada this is Study Group Canada, Limited. Co no. 3229099, 
whose registered address is 2900, 10180-101 Street, Edmonton, 
Alberta T5J 3V5 Canada.
In Australia this is Study Group Australia Pty Limited. ACN 070 919 
327 of Level 24, 201 Elizabeth Street, Sydney NSW 2000, Australia.
In New Zealand this is Study Group NZ Ltd. Co no. 1012808 whose 
office is at 75 Karangahape Road, Newton, Auckland, New Zealand.

1. Payment of Fees
Fees must be paid before visa documents are issued and no later 
than 14 days before arrival.
In Australia, students with multiple study periods must pay the total 
due on enrolment before visa documents are issued and no later 
than 14 days before arrival. Subsequent instalment payments must 
be received in accordance with the due dates stated on the invoice.
In California, students with programmes more than 16 weeks in 
duration may elect to pay in full or to pay tuition in instalments. 
Students choosing to pay in instalments must pay the total due on 
enrolment before visa documents are issued and no later than 14 
days before arrival. Subsequent instalment payments may be 
received in accordance with the due dates stated on the invoice. 
Instalment due dates for each course are determined according to 
the length of the programme. Instalments will be no more than the 
equivalent of 16 weeks’ worth of the programme tuition until the 
programme duration midpoint, when any outstanding balance 
must be received in full.
Transfer and accommodation documents will be released 14 days 
prior to arrival once payment has been received in full (where 
applicable).  We reserve the right to add a fee of 2% of the payment 
amount to any late payment. Payments made using a credit card 
may be subject to a 2.5% credit card processing fee.
Payment can be made to Embassy English for some locations using 
a number of payment options via the PayOnline platform. Access to 
this platform can be found at https://pay.embassyenglish.com 
using the unique student access code. 
Certain payment options will carry a processing fee of 2.5%. Embassy 
English reserves the right to alter this charge from time to time. 
If the student chooses to pay in their local currency, a foreign 
exchange rate will apply. The applicable exchange rate can be 
viewed online as at the time and date of the payment. 
Bank charges and commission for both the sending and receiving 
banks should be paid by the sender of funds or they will be applied 
to the student’s account.

2. Services
Embassy English reserves the right to change details of its services, 
including courses, facilities, accommodation, and course dates, 
where circumstances beyond Embassy English’s control necessitate 
such changes or where the number of enrolments is not enough to 
operate a course viably.

3. Course Entry Levels
Most courses require minimum levels of English for entry. If after 
the placement test, a student is found to be below the minimum 
level required to start the course, Embassy English reserves the 
right to place the student in a class appropriate to the student’s 
language level and/or a different curriculum. Where this results in 
extending the duration of a student’s course, Embassy English may 
need to issue a new Certificate of Enrolment. Students may be 
transferred to the nearest Embassy English Centre running a lower 
level course.

4. Changes to Enrolments
Embassy English reserves the right to charge an Administration Fee 
(GBP50; CAD80; AUD120; NZD90) each time course or 
accommodation details are changed or cancelled after a place has 
been confirmed. Additionally, when a change request for a 
previously confirmed accommodation is received less than 7 days in 
advance of the scheduled arrival date, an equivalent week’s 
accommodation penalty fee will be charged. These fees will not 
apply to upgraded or extended courses.

5. Changes to Airport Transfers
Notification of change to airport transfers must be sent to our 
International Admissions Centre at least 2 full working days prior to 
the designated arrival time. If notice is not received Embassy English 
cannot be held liable for operational errors, and an additional 
Transfer and/or Administration Fee may be applied.

6. Accommodation and Travel details
Accommodation and transfer confirmations* will be provided 14 
days prior to course start date for all enrolments received more 
than 4 weeks in advance of course start date.

Accommodation and transfer confirmations* will be provided no 
less than 4 days prior to course start date for all enrolments 
received less than 4 weeks in advance of course start date.
* Provided travel details and payment in accordance with your 
payment arrangement has been received

If travel information is received less than 2 working days prior to the 
scheduled arrival date then Embassy English may not be in a 
position to provide the transfer or accommodation service for the 
weekend of arrival.

7. Accident and Medical Insurance
It is necessary that all students have appropriate accident and 
medical insurance. Students must provide proof of adequate cover 
at enrolment. 
Embassy English also offers insurance coverage called StudyCare.  
Cover under the StudyCare insurance policy does not commence 
until the insurance fees, which are non-refundable, have been paid  
in full. StudyCare is not available to students within Australia. 
In the UK, students not wishing to take StudyCare must present an 
equivalent insurance certificate or European Health Insurance card 
on arrival. 
In the USA, Canada, and New Zealand, students not wishing to  
take StudyCare must present an equivalent insurance certificate  
on arrival. Students without insurance must take StudyCare. 
In the USA, StudyCare is mandatory for students taking English  
in Action. 
In Canada, StudyCare is mandatory for students taking the 
International Internship Programme and the Work Placement 
programme.
In New Zealand, having appropriate and current medical and travel 
insurance is compulsory for all international students. This is a 
requirement of the New Zealand Ministry of Education under the 
Code of Practice for the Pastoral Care of International Students, 
found on their website at www.minedu.govt.nz/goto/international.  
Most international students are not entitled to publicly funded 
health services while in New Zealand. If a student receives medical 
treatment during a visit, they will be liable for the full costs of that 
treatment. Full details on entitlements to publicly funded health 
services are available through the Ministry of Health, and can be 
viewed on their website at www.moh.govt.nz
In Australia, it is compulsory for those on Student Visas to take 
Overseas Student Health Cover (OSHC) for the duration of the time 
they are in Australia. Students need to buy OSHC before coming to 
Australia, to cover them from when they arrive. This ensures they 
have adequate health care arrangements while studying in Australia.
If the student chooses for Embassy English to arrange OSHC for the 
first course/year only of their programme, it is their responsibility to 
either extend or take out OSHC for the rest of their time in Australia. 
They must provide evidence of cover for the entire study period 
before a Confirmation of Enrolment will be issued. There will be  
no refund of OSHC Insurance post-arrival.

8. General Refund Policy
Embassy English defines a full course of study as the initial 
enrolment period. Extensions are considered new enrolment 
periods. All refunds will be sent to the account of the Embassy 
English representative to whom the fees were originally paid, or to 
the individual from whom Embassy English  has received the 
original direct payment, except in New Zealand where the refund 
will be paid directly to the student. If a student’s visa application is 
rejected after payment has been received, all fees, excluding any 
cancellation fees detailed in the Cancellation Policy below, will be 
refunded within 28 days, provided a visa refusal letter is received by 
our International Admissions Centre at least 2 working days before 
the course is due to start and the student has fulfilled all 
requirements for a visa application. Students in San Diego, Los 
Angeles and San Francisco must sign a California State Enrolment  
& Refund Agreement form. Refunds will be processed according to 
these terms and conditions.

Australia
In Australia this agreement, and the availability of complaints and 
appeals processes, does not remove the right of the student to take 
action under Australia’s consumer protection laws. Refunds will be 
provided to students within 28 days if the student defaults based on 
a visa denial provided the International Admissions Centre receives 
the visa denial letter. If Embassy English defaults, the student is 
eligible to receive a refund of the unexpended pre-paid tuition fees 
which the student has paid to Embassy English. The refund amount 
will be based on the portion of tuition for which the student has 
paid but for which tuition has not yet been received. In the unlikely 
event that Embassy English is unable to deliver a course in full, the 
student will be offered the refund amount in accordance with the 
above paragraph. The refund will be paid within 14 days of the day 
on which the course ceased being provided. Alternatively, the 
student may be offered enrolment in a suitable alternative course 
by Embassy English at no extra cost. The student has the right to 
choose whether they would prefer a full refund of course fees, or to 
accept a place on another course. If they choose placement on 
another course, Embassy English will ask them to sign a document 
to indicate acceptance of the placement. If Embassy English is 

unable to provide a refund or to place the student on an alternative 
course, the Australian government’s Tuition Protection Scheme’s 
(TPS) director will provide access to a suitable alternative course.

9. Cancellation Policy
Embassy English defines “cancellation” as a change occurring 
before the start date of the first course. All cancellations must be 
made in writing to our International Admissions Centre and the 
following refund policies apply: Enrolment Fee, Courier Fee, 
Accommodation Placement Fee, or Administration Fee are 
non-refundable (In the USA, maximum of $500).

10. Tuition Refunds before Arrival 
UK and Canada
Where cancellations are received in writing more than 14 days 
before the first course start date 100% of tuition fees will be 
refunded, but any courier fee, enrolment fee, UK Visa application fee 
(CAS) and added administration fees are non-refundable (In the 
USA, not to exceed $500.). Where cancellations are received in 
writing 14 days or less prior to the first course start date students 
will be charged GBP250 (UK) or CAD350 (Canada), in addition to 
the fees listed in this paragraph. 

Australia
 For pre-arrival Student visa refusal, the following applies: 
Embassy English agrees to refund within 28 days, tuition and 
non-tuition fees paid where the student produces acceptable 
certified evidence that the application made for a student visa was 
rejected by a visa-issuing authority. The amount of the refund is the 
fees paid by or on behalf of the student, minus the lesser of the 
following amounts that will be retained:
1) 5% of the amount of fees received (pre-paid tuition fees, 
non-tuition fees)
2) $500
For non-student visa refusal and general cancellation, including 
student visa applicant, the following applies:
Students will be charged the enrolment fee plus 30% of total tuition 
fees, as well as all other sundry fees if cancelling prior to the start of 
their course.

New Zealand
In New Zealand, students will be refunded tuition fees in full, less the 
Enrolment Fee.

Accommodation Refunds before Arrival
a) Students cancelling their accommodation less than 14 days 
before arrival will be charged an amount equal to 1 week of 
accommodation (except in USA).
b) For cancellations less than 48 hours before arrival, an amount 
equivalent to 4 weeks of accommodation will be charged, or the full 
accommodation fee if the booking is less than 4 weeks in duration 
(except in USA).

11. Withdrawal Policy
Embassy English defines withdrawal as termination of a course after 
the first course has started. Any withdrawal must be made in writing 
to the Centre Director of the Embassy English school where the 
student is studying. Enrolment Fee, Courier Fee, Accommodation 
Placement Fee, and StudyCare or OHSC premium will not be 
refunded for any student terminating their course after arrival.

Tuition Refunds after Arrival
Written notification of withdrawal must be provided as a condition 
for making refunds. If a student breaches the visa conditions, no 
refund of the tuition fees will be made.
USA
Refunds are calculated from the Friday of the last week of 
attendance.
a) If a student has completed less than 60 percent of the initial 
enrollment period or any subsequent enrolment period, i.e. 
extension, Embassy English will retain a pro-rated amount of tuition 
at the non-discounted (General English) rate.
b) If a student has completed more than 60 percent of the total 
enrolment period,  
Embassy will not refund any unused tuition.
c) No Shows: Full tuition fees will be refunded.   
 
When determining the number of weeks completed by the student, 
Embassy will consider a partial week the same as if a whole week 
were completed. All refunds due will be made 45 days following the 
date of cancellation and paid to the account from which original 
payment was made. 

UK, Canada and Australia
No tuition fees will be refunded to students who notify the Embassy 
English Centre of their withdrawal after the commencement of their 
first course. When a student has enrolled in multiple locations/
courses, the course start date for the purpose of this clause is that of 
the initial Embassy English course.
New Zealand
a) For courses of 1 to 34 days duration, if the student withdraws 
within the first 2 days of the course, they will receive 50% of the 
total fees paid. If they withdraw after the first 2 days, no refund is 
made.
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b) For courses of 35 days to 3 months duration, if the student 
withdraws within the first 5 days of the course, they will receive 75% 
of the total fees paid. If they withdraw after the first 5 days, no 
refund is made.
c) For courses greater than 3 months, if written notice of 
termination is received by the end of the eighth day of the course, a 
termination fee of the lesser of NZD500 or 10% of tuition will apply. 
Students terminating after this period will not receive a refund.
Accommodation Refunds after Arrival
Students leaving their accommodation must give at least 28 nights 
of notice in writing. After deducting the price of accommodation 
used, including the required notice period charged at the standard 
accommodation rate, accommodation fees in excess of the 
accommodation period will then be refunded, less the 
administration fee. Local policies may apply depending on provider 
and are available upon request.

12. Visas
Students should contact their local embassy, Consulate or High 
Commission to ensure they are allowed to enter and study in their 
chosen country. If a student does not possess or maintain a valid 
visa status in accordance with the visa conditions then their course 
will be terminated without refund.
For students wishing to study in the USA, Embassy English is 
authorised under Federal Law to enrol non-immigrant students. By 
law, to issue the I-20 form, with the Enrolment Form, we must 
receive:
a) The student’s home address
b) Proof of sufficient funds to meet tuition and living expenses such 
as a current bank statement or a letter from their bank
c) A letter or notarised affidavit guaranteeing support from their 
parent or employer or sponsor
No visa support documentation will be provided until all fees have 
been received.

13. Holidays
Embassy English schools will be closed on public holidays and no 
compensation is provided for missed days due to public holidays. All 
students in the USA and UK in Homestay accommodation over the 
Christmas and New Year 2 week period will be charged a seasonal 
supplement of GBP50 (UK) or USD100 (USA) per week.  
Language Semester Abroad Start Dates and Holiday policies:
4 Jan, 16 Feb, 28 Mar (USA and Canada only), 29 Mar (UK, Australia 
and New Zealand only), 9 May, 20 Jun, 1 Aug, 12 Sept.
USA and Canada: For every 6 consecutive weeks attended, the 
student will be eligible for 1 week of vacation.  Accrued vacation 
time may not exceed 8 weeks.  If a portion of accrued vacation time 
is taken, the remainder is not transferable to a later date.   
UK: One holiday booking per LSA semester. Holidays may be 
booked before or after arrival in Centre.
Australia: Up to 2 weeks holiday after every 12 weeks of study, to a 
maximum of 4 weeks in 1 year.  Holidays must be booked 
pre-arrival.
New Zealand: Holidays may be booked after arrival provided the 
holiday falls within the end date of the visa.
LSA Holiday Policy: Holidays are flexible and may be booked 
according to the regional Embassy English school policy and  
visa conditions.  

14. Resolution of Disputes
In the event of a dispute between an individual student and 
Embassy English, procedures are in place to facilitate the resolution 
of the dispute. Any complaint should first be made to the student’s 
Embassy English Centre Director. Each complaint will be fully 
investigated provided that it is received within a month of the 
course ending and all fees have been paid. If the matter is not 
resolved, the student should communicate in writing to the local 
Embassy English Head Office (see inside back cover).
In Australia, students may lodge an external appeal or complain 
about this decision through the Overseas Students Ombudsman. 
The Overseas Students Ombudsman offers a free and independent 
service for overseas students who have a complaint or want to 
lodge an external appeal about a decision made by their private 
education or training provider. See the Overseas Students 
Ombudsman website www.oso.gov.au or phone 1300 362 072 for 
more information. 
In New Zealand students may lodge a complaint with the 
International External Appeals Authority (IEAA): Please visit http://
www.justice.govt.nz/tribunals/international-education-appeal-
authority.

15. Liability 
Embassy English and its staff and representatives will not be liable 
for loss, damage or injury to persons or property howsoever caused, 
except where liability is expressly imposed by law. Embassy English 
will not be liable in the event that any service contracted to be 
supplied by Embassy English becomes impossible to supply for any 
reason or any cause outside the control of Embassy English.

16. Valid prices 
Prices are valid from 1 January 2015. Prices are subject to change 
without notice and will only be confirmed upon invoicing. For current 
prices please refer to embassyenglish.com. Agents should refer to the 
Partners website: www.embassyenglish.com/partners 

17. Expulsion
Embassy English reserves the right to expel or evict from 
accommodations and courses arranged by Embassy English any 
student whose conduct is unsatisfactory at the discretion of the 
Centre Director. 
Unsatisfactory conduct includes but is not limited to; threatening 
behaviour, bullying, illegal activities, drug use, inappropriate alcohol 
use or repeated non-attendance of class.
In UK, USA, Canada and NZ that decision is final. No fees will be 
refunded in such cases and any unpaid fees become payable 
immediately. In Australia, a student has the right to appeal against 
such a decision and details of that process are available from 
Embassy English. Students and their parents or guardians, where 
applicable, agree to pay the tuition fees and other charges applicable 
for the course on the due dates. It is understood and agreed that 
failure to do this may result in suspension from the programme and 
cancellation of the enrolment.

18. Promotional Activity
The student (and, where applicable, his or her parent or guardian):
(a) Agrees that the student’s photographs, videos, artwork or other 
works, as well as recorded or written testimonials and details of the 
student’s achievements (hereto referred to as “Student Images and 
Testimonials”) may be used by Embassy English and its parent 
company Study Group, or by a third party agent of Study Group, 
worldwide for promotional purposes including in its printed and 
online marketing materials and on any social media network without 
further consent or notification; and
(b) Gives consent to Embassy English and to its parent company 
Study Group storing, or transferring across international borders, 
copies of the Student Images and Testimonials for such purposes.
19. Student Promise – Progress Guarantee

For the purposes of this clause the following terms have the 
following meanings:

“Entry Level” Means the level of English you start your course with, as 
agreed with you on or around the first day of your course and recorded 
as your entry level on My Embassy English Student Dashboard

“Progress” Means achieving or exceeding your Target Level

“Study Plan” Means the expected improvement in your English over 
the duration of your course to go from the Entry Level to the Target 
Level as recorded on My Embassy English Student Dashboard

“Target Level” Means the level of English you will aim to finish  
your course with (taking into account your Entry Level and chosen 
course), as agreed with you on or around the first day of your  
course and recorded as your target level on My Embassy English 
Student Dashboard

19.1 Subject to clause 19.2 below, if on your final assessment you  
do not Progress, you will be entitled, at your option, to either:
19.1.1 a refund of a proportionate amount of your tuition fee 
calculated from the date your English level was last below your  
Study Plan until the date of your final assessment; or
19.1.2 Additional lessons at no additional tuition cost until you 
Progress (subject to you having a legal right to continue your studies).
19.2 The options set out in 19.1 shall only apply if and when the 
following apply:
19.2.1 Your course is either the Standard or Intensive General English 
course for at least 12 consecutive weeks,
19.2.2 Your attendance at classes is 95% or higher,
19.2.3 You have completed all homework assignments on time,
19.2.4 You have completed all weekly unit reviews,
19.2.5 You have completed all tests on time as part of your Study 
Plan; and
19.2.6 You have taken advantage of all additional support that may 
have previously been offered to you where your English has been 
identified as behind your Study Plan

20. Data Protection
Any information provided to Embassy English may be held on 
computer and shall be used in accordance with its data protection 
registration and the national data protection laws applicable. 
Embassy English may disclose appropriate personal data, including 
sensitive personal data of a medical nature, to relevant Embassy 
English staff and third parties where there is a legitimate need or 
obligation to do so. We will not share sensitive information about 
students to any third party without their consent unless there are 
exceptional circumstances, such as when the health and safety of 
student and others is at risk or where the law requires us to do so. Our 
Privacy Policy is available on the Embassy English website.

21. Further Information: Australia
a)ESOS Framework: The Australian Government wants overseas 
students in Australia to have a safe, enjoyable and rewarding place to 

study. Australia's laws promote quality education and consumer 
protection for overseas students. These laws are known as the 
ESOS Framework and they include the Education Services for 
Overseas Students (ESOS) Act 2000 and the National Code, and 
Tuition Protection Service (TPS). Visit the website https:/aei.gov.au/
Regulatory Information/Education Services for Overseas 
Students-Esos Legislative-Framework/ESOS Regulations and 
https://tps.gov.au/static content/get student overview for details. A 
student who has any concerns about these matters after arrival at 
Embassy English, should contact the Centre Director.
b) Information provided may be made available to Commonwealth 
and State agencies and the TPS Administrator of the Tuition 
Protection Service; administrator@a.tps.gov.au, as part of our 
obligations under the ESOS Act 2000 and the National Code.
c) Each student must notify the campus of any change in their 
contact details or address while enrolled in the course.
d) All courses offering fewer than 24 lessons (20 hours) per week 
are not available to student visa holders.
e) CRICOS Provider Name: Study Group Australia Pty Limited. 
CRICOS Provider Code: 01682E.
f) Any school-aged dependants accompanying overseas students 
to Australia will be required to pay full fees if they are enrolled in 
either a government or non-government school.
g) Students studying in Queensland who are concerned about the 
conduct of a provider may contact officers of the Queensland 
Department of Education; the Chief Executive of that Department 
has power under the Education (Overseas Students) Act to suspend 
or cancel the registration of a provider or a course within that state.
h) Average living expenses Australia: AUD20,000 per year New 
Zealand: NZD18,000 per year.

22. Further Information: New Zealand
a) Protection of Student Fees: Fees paid by students will be fully 
protected by a Bank Guarantee and cash held by an independent 
Trustee. In the unlikely event of the Embassy English school closing 
prior to the conclusion of courses, school fees will be refunded on a 
pro-rata basis by the Trustee.
b) If students experience difficulty with procedures in New Zealand, 
they may contact the Qualifications Authority at PO Box 160, 
Wellington. Telephone: +64 4 802 3000.
c) Code of Practice: Embassy English has agreed to observe and be 
bound by the Code of Practice for the Pastoral Care of International 
Students published by the Minister of Education. Copies of the Code 
are available on request from this institution or from the New 
Zealand Ministry of Education website www.minedu.govt.nz. The 
Code of Practice also establishes that International Educational 
Appeal Authority (IEAA) and the Review Panel receive and 
adjudicate on student complaints. Their email address is: info.ieaa@
minedu.govt.nz.
d) Immigration: Full details of visa and permit requirements, advice 
on rights to employment in New Zealand while studying, and 
reporting requirements are available through the New Zealand 
Immigration Service, and can be viewed on their website at 
immigration.govt.nz.
e) Each student must notify Embassy English of any change to their 
contact details, accommodation type, and residential address.

23. Further information: USA
For students travelling as unaccompanied minors on flights to and 
from the USA, a one-way USD200 unaccompanied minor airport 
service fee will be charged. Pocket money requests will incur a 
processing charge of USD80.

24. Further information: UK
Embassy English (Brighton, Cambridge, Central London, Hastings, 
London Greenwich, and Oxford) is registered with the UKVI register 
of sponsors and its sponsor licence number is 8V1P5MAW1. This 
empowers Embassy English to issue Confirmation of Acceptance of 
Studies (CAS) at its discretion.
Pocket money requests will incur a processing charge of GBP50.
Courses with Standard 20 classes total 16 hours and 40-minutes of 
tuition per week, and with Intensive 28 total 23 hours and 
20-minutes of tuition per week.

25. Force Majeure
Embassy English is not liable in the event where it is unable to fulfil 
any service to which it is contractually bound because of fire, natural 
disaster, acts of government, failure of suppliers or subcontractors, 
labour disputes, or other reasons which are outside its control.

26. Agents
All the above terms are applicable to direct students and agents 
unless variations are expressly agreed between the agent and 
Embassy English or their parent company, Study Group, in writing.

27. Updates to Terms and Conditions 
All Terms and Conditions are subject to change. For the latest 
Terms and Conditions, please visit our website: www.
embassyenglish.com/global/terms-and-conditions.  
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入学申し込み方法とそ
の他詳細

Embassyのサポート体制
出発前に、渡航、学習、宿泊の手配など、必要な情報を全
てお知らせします。また、現地空港で出迎え、宿泊施設ま
でご案内します（オプション）。入学初日には必要なすべ
ての情報を網羅した、Embassyハンドブックをお渡しし
ます。学校生活の初日から最終日まで、Embassyの学生
カウンセラーがいつでもサポートします。24時間緊急連
絡先もお渡しいたします。

お支払い方法
提携エージェントを通じて入学申し込みをする場合はエ
ージェントに、Embassyに直接申し込みする場合は、銀行
振込、または、クレジットカードでEmbassyにお支払いく
ださい。お申し込みに関しては、すべてEmbassyのご利
用規約に定める条件に従います。詳細は、お申込書、また
はembassyenglish.comのサイトをご参照ください。

StudyCare（スタディーケア）保険	
（イギリス、アメリカ、カナダ、ニュ
ージーランド）
留学生用に特別に用意した総合保険プランです。自宅を
出発する日から保証があります。詳細は、StudyCare保険
のパンフレット、またはembassyenglish.com/studycare
のサイトをご参照ください。

Overseas Student Health 	
Cover（オーストラリアのみ）
学生ビザで留学する方は、ビザの有効期間中、Overseas 
Student Health Cover（OSHC）への加入が法律で義務
づけられています。受講プログラムの期間中は常に保険
が有効な状態にしてください。保険料の詳細
は、embassyenglish.comのサイトでご確認ください。

入学申し込み受付の確認
入学のお申し込みが完了しましたら、Eメールにて直接、
または提携エージェントを通してお知らせいたします。

Embassyへの入学申し込み
最寄りのEmbassyオフィシャルエージェントからのお申
し込みか、embassyenglish.comのサイトから直接お申し
込みを行ってください。本パンフレットに記載されていな
い事項については、各国所在のEmbassy International 
Admissions Centre（留学センター）にお問い合わせくだ
さい。（お問い合わせ先は右ページをご参照ください。）



学校休校日とお問い合わせ先
2016年 学校休校日（各国の祝祭日）

イギリス アメリカ カナダ オーストラリア ニュージーランド

ブリスベン メルボルン サーファーズ
パラダイス

シドニー オークランド

1月 1 1、18 1 1、26 1、26 1、26 1、26 1 - 4

2月 15 15 1、8

3月 25 - 28 25 25 - 28 14、25 - 28 25 - 28 25 - 28 25 - 28

4月 25 25 25 25 25

5月 2、30 30 23

6月 13 13 13 13 6

7月 4 1

8月 29 1 10

9月 5 5

10月 10 10 3 3 3 24

11月 24 - 25 1

12月＆クリスマス
休暇

19-1/2 26 19 - 1/2 26 - 1/2 26 - 1/2 26 - 1/2 26 - 1/2 19 - 1/3

お問い合わせ先
イギリス – Admissions Centre
1 Billinton Way, Brighton BN1 4LF, United Kingdom
T +44 1273 339 400 F +44 1273 339 401

アメリカ – International Admissions Centre
41 West Street, Level 1, Boston, MA 02111
T +1 857 362 8980 F +1 857 362 7336

カナダ – International Admissions Centre
80 Bloor Street West, 9th Floor
Toronto, Ontario M5S 2V1
T +1 416 413 0511 

オーストラリア／ニュージーランド – International 
Admissions Centre	
Level 2, 63 Oxford Street, Darlinghurst NSW 2010, 
Australia	
T +61 2 8263 1888 
E anzembassybookings@studygroup.com

Study Group Australia Pty Limited 	
CRICOS企業コード：01682E

エージェント用 studygroup.com/partners

学生用 embassyenglish.com

Embassy Englishは、Study Groupの一員です。同グル
ープは、人生を変えるような学習体験を通じて、学業で
国際的成功を収めたいと願う学生ややりがいのある仕
事に就きたいと願う学生をサポートするグローバルリ
ーダーです。受講生一人一人に合わせたプログラムを
提供し、高校レベルから生涯学習に至るまで、質の高い
言語およびオンライン教育を行っています。2014年に
は、イギリス、ヨーロッパ、アメリカ、カナダ、オーストラリ
ア、ニュージーランドにおいて、170カ国63,000人以上
の学生が学びました。

詳しくは、studygroup.comのサイトをご覧ください

Building FuturesはStudy Groupの非営利の取り組み 
で、発展途上国において教育の機会を提供するという 
ものです。

studygroup.com/buildingfuturesのサイトをご覧ください
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本小冊子は使用後はリサイクルしてください。

Embassy English（Study Group Australia Pty Limited Trading）
CRICOS企業コード：  01682E

ブライトン·ケンブリッジ·セントラルロンドン·ヘイスティングス·ロンドングリニッジ·オックスフォード·ボストン·フォートローダーデール· 
ロサンゼルス·ニューヨーク·サンディエゴ·サンフランシスコ·トロント·ブリスベン·メルボルン·サーファーズパラダイス·シドニー·オークランド




