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追記

授業料 含

ー ス 個室
朝夕食付

ー ＄=95

追記
5週間以上 無料！

最安値プ ン

追記
目安 月＄6ごご

目安 月＄5ごご

● ース開始3ヶ月前 お申込 をお願いし す 3ヶ月を お申込 場合 緊急⼿配料を別途頂戴い し す

$13,200
全体的 留学費用概算 上記 ＋ ＋ 合計を目安 し ください

●上記留学生保険料⾦ 代表的 プ ン料⾦を参考 し 掲載し い す 補償内容・ 契約プ ン よ 保険加⼊料 異 す
●上記 含 い費用：空港送迎・現地 ー 費用 プ ン ービス 追加 お問い合わせく い
●プ 費用 教育機関等 都合 及び為替 ー 変 よ 予告 く変更 す 最新料⾦ つい お問い合わせく い

渡航後 費用 4週間 24週間 4。週間

注意事項 上記 あくま も概算 す 最新 学校料⾦・ ャン ーン情報 ャ ン ま 問い合わせください

パー 滞在費 ー $3,6ごご $、,2ごご
現地生活・交通費 $5ごご $3,ごごご $6,ごごご

 小計 でA$ $500 $6,600

海外留学生保険料 むさ9,64ご むさご。,ごさご む223,さ2ご
 小計 日本円 ¥1。5,440 ¥2、3,。10 ¥3。。,920

ビ 申請 ー むご む35,ごごご む35,ごごご
往復航空券 目安 むさ2ご,ごごご むさ2ご,ごごご むさ2ご,ごごご

プ ⼿配費 む35,ごごご ¥0 ¥0
海外通信送⾦費 むさご,。ごご むさご,。ごご むさご,。ごご

小計 日本円  ¥250,990 ¥、。0,140 ¥1,646,540

渡航前 費用 4週間 24週間 4。週間

学生ビ 申請費 ー $さ5ご $さ5ご
小計でA$ $2,642 $。,212 $1、,332

滞在⼿配費 $25ご $25ご $25ご
滞在費

ー ス 4週間
$952 $952 $952

学校教材費・設備費 ー ー ー
授業料 $さ,3ごご $6,、2ご $さ5,。4ご

時期 よ 授業料割引 ャン ーン等 あ ます ャ ン 問い合わせください！
学費・ビ ・滞在費用 4週間 24週間 4。週間

学校申込⾦ $さ4ご $さ4ご $さ4ご

ビ 不要短期留学
週20 ッ ン

学生ビ 要英語ｺｰｽ
週20 ッ ン

学生ビ 要英語ｺｰｽ
週2。 ッ ン

Embaイイオ Enるliイh  ン

まず 相談

電話･来社で

無料カウンセ ング

お見積作成依頼

お気軽にお申付け

く い。

プ ンが決定し ら

留学開始

3ヶ月前を目安に

ら 留学プ ンに興味がある方 ・・・・

株式会社 ャ ン  エエエ.caィeeィ-ex.c【m
〒104-0061 東京都中央区銀座3-11-3 LEAにUE303
電話：03-62、。-。、50 なAX:03-6264-15、。 E-mail：inり【@caィeeィ-ex.c【m



Embassy

トロント校

この素晴らしい街、トロントに

は「フレンドリー」と「コスモ

ポリタン」という二つの言葉が

ぴ っ た り 当 て は ま り ま

す。Embassyトロント校に留学

して、たくさんの公園に囲まれ

た「最も住みやすい都市」を肌

で体験してみませんか。学校は

CNタワーやオンタリオ湖にも近

く、数々の文化活動を楽しむこ

ともできます。

レジデンス 

·  カナダ自然療法医学大学内の1人部屋。食

事なし、バスルーム共用

· 18歳以上

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食も選択可能

·  希望に応じて、朝食のみの宿泊も可能

Embassyトロント校を選ぶ理由
·  カナダ人はフレンドリーで、当校の経験豊

富なチームが皆様を温かく迎え入れます

·  トロントの美しいスカイラインを望む大き

な明るい教室、快適な学習環境です

·  2つの素晴らしい高等教育提携校：Lakehead 

University、Toronto Centennial College

·  独自のPower Speakingプログラムではパブ

リックスピーキングとプレゼンテーション

スキルを磨くことができます。

コース
·  インテンシブ28

·  スタンダードプログラム

·  ビギナーレベル

·  ランゲージ・セメスター・アブロード 

·  30プラス

·  ビジネス英語

·  パワースピーキングプログラム

·  試験対策：IELTS試験対策 

*16歳以上

Embassyトロント校

は、生徒達の成功、

アカデミックな目標

達成ができるよう親

身になってお手伝い

します。ここでは、

あなたもファミリー

の一員。この多文化

都市をとことん満喫

してください！ 

TANYA GALUEVA、

アカデミックマ

ネージャー、トロント

Embassy English · Embassy トロント校
embassyenglish.com
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1
 CNタワー

2
 セント・ローレンス・マーケット

3
 ロイヤル・オンタリオ博物館 

4
 ケンジントン・マーケット
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EMBASSYトロント校
施設概要：

3

WI-FI完備
大学カウン
セリング

礼拝堂
近所でのシ
ョッピング

アクティビ
ティ&小旅行

その他の主な国籍

平均学生数：約150名

ブラジル、韓国、メキシ

コ、コロンビア、中国、

サウジアラビア、イタリア

日本人の割合 – 15％ 



進捗状況

Embassy English · 進捗状況
embassyenglish.com
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My Embassy English Student Dashboardへのアクセス
マイスクールとシティガイド
学校スタッフの一覧を見たり、施設につい

て学んだり、滞在都市の地図やシティガイ

ド、アクティビティ情報にもアクセスでき

ます。

個人プロフィールとソーシャルメディア
クラスメートや講師が見ることができる、

個人プロフィールを作成しましょう。ソー

シャルメディアのハンドル名を記載すれ

ば、WeChatやフェイスブックなどの好み

のネットワーキングサイトで、新しい友人

とつながることができます。

学習リソース
今すぐ学習を始めましょう。厳選された

オンラインのワークブック、web 2.0ツー

ル、アプリにアクセスして、文法や語彙、

スピーキング、リスニングスキルを向上さ

せましょう。また、IELTSやTOEFLの試験

対策資料も用意されています。

Embassy onTrack

ダッシュボードから進捗状況のトラッカー

にアクセスし、着実に英語力を向上させま

しょう！

テクノロジーを駆使した教授法

私達は電子黒板をいち早く教室に取り入れたことに

より、ダイナミックで会話型のソフトウェア、無料

のオンラインコース教材、インターネットを活用し

た、対話の多いレッスンを提供しています。

教室ではWi-Fiが利用できるので、ご自分のスマート

フォン、タブレット、ノートパソコン、ラップトッ

プなどを使うことができます。学習アプリやデジタ

ル化されたコース教材に簡単にアクセスすることが

できます。

#BETL（一生使える生きた英語を学ぶ）

私達が提案するBringing English to Life（一生使える

生きた英語を学ぶ）アクティビティは、教師と生徒

が積極的にデジタル技術を活用することを後押し、

教室内外での体験を記録させたり、ブログを立ち上

げたり、ビデオを作成したり、SNSを通じて新しい

友人と思い出を共有することができます。

すべての学校で実施されている無料アクティビティ

や放課後のスタディクラブを活用してあなたの学習

機会を最大限に広げると同時に、新しい友達を作っ

てください。

My Embassy English学

生用ダッシュボード  - 

あらゆるデバイスから

アクセス可能です

My Embassy English学生用ダッ

シュボードは、Embassy English

での成功に必要なものが全て一

か所にまとめられたウェブサイ

トです。

到着前テスト
到着後すぐに学習を始められるよう、到着

前にログインし、事前にテストを完了して

おきましょう！

学生が実

際に参加している

エキサイティングなア

クティビティはこちら

からご覧になれます－

embassyenglish.com

Embassy English の成功は、ひとえにイノベーションを推進し続けてきたことにあります。私達

は最新テクノロジーを積極的に取り入れることにより、現代的な学習環境を提供し、活気に満

ちた対話形式の授業を行い、オンライン上のリソースへのアクセスを可能にし、学生の進捗状

況をモニタリングしています。



イノベーション

Embassy English · イノベーション
embassyenglish.com
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Embassy onTrack Home / Embassy onTrack

Dec 27 - Jan 29 (Most Recent)
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ACTUAL VS TARGET LEVEL

11 138

Progress: OnTrack

Embassy onTrack

Embassy English独自の進捗状況確認ツール

であるEmbassy onTrackを活用して、進捗

を測定、モニターし、そして最大限に引き

上げましょう。

使用方法:

1日目
あなただけの個人学習計画をオンライン上

で作成します：

⋅  初日にはあなたが英語を学ぶ理由と、達成

したい目標について話し合います。

⋅  入学時のレベルと学習期間に基づき、卒業

レベルと進捗目標を計算します。

⋅  あなたの第1の進捗サイクルに向けた目標

を立て、個人学習計画をオンライン上で作

成します。

毎週
個人学習計画内にある学習日記に記入し

ます。

⋅  その週に学んだ内容を復習します。

⋅  あなたの成績を評価します。

5週間ごと
以下を提供します： 

⋅ 進捗状況測定テスト

⋅ 進捗状況のチュートリアル

⋅ ダウンロード可能な進捗状況レポート

次の進捗サイクルに向けた目標設定につい

て話し合います。目標達成していない場合

は、早期に介入して以下を実施することに

より、軌道修正し、目標を順調に達成でき

るようサポートします：

⋅  チュートリアル＆担当講師からのコーチング

⋅ ソーシャルプログラム＆放課後クラブ

⋅ 学習スキルと宿題

⋅ 個別に授業を行う場合もあります

最後の週
以下を提供します：

⋅ 最終テスト

⋅ 卒業チュートリアル

⋅ ダウンロード可能な進捗状況レポート

⋅ 修了証

2017年、Embassy onTrack が、

British Council ELTon awardの

Digital Innovationカテゴリー

で最終選考に残りました。これらの栄えある

賞は英語教育におけるイノベーションを評価

し、讃えるものです。

2017年*、学生

の98％は
onTrack で目標
英語レベルを達
成、また目標レ
ベル以上の成果
を出しました。

*2017年7月の時点で目標レベルを達成した生徒

自分の進捗状況がト
ラッキングでき、出
席状況、勉強、目標
がひと目でわかりま
す。計画が用意され
ているので、次の目
標は何か、目標達成
のために何をやるべ
きかが簡単にわか
り、本当に役立ち
ます。
REENA、インド

自分のプロフィー
ルを作成して、担
当講師と一緒に目
標 を 設 定 し ま し
た。携帯電話で自
分の進捗状況を確
認したり、自分に
合わせた学習計画
をダウンロードで
きるので、学習の
向上に役立ち
ます。

JULIAN、

コロンビア



Embassy English · 成果を保証
embassyenglish.com
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成果を保証
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Embassy Englishは、あなたが目標とする語学レベルに到達するこ

とを保証します。Embassy onTrackは、独自のオンラインツール

です。これにより、目標の設定、進捗状況の確認、そして目標レ

ベルに達せなかった場合のサポートが可能になります。

私達は、ここ数年の間、学生の進捗状況を

ヨーロッパ共通言語参照枠と照らし合わ

せ、このデータを利用してあなたの進捗状

況と目標を科学的に決定しています。

あなたと教師は進捗状況を毎週確認できるた

め、学校で過ごす時間を効率的に使い、最終

目標に焦点を置くことができるのです。

5週間ごとに行われる個別指導により、個別

のフィードバックと、目標レベルに達成す

るためのサポートを得ることができます。

当校は、学生の皆さんが各自の英語学習の

目標を達成できると自信を持っていますの

で、授業料の返金システムを設けていま

す。私達は授業料の返金保証を行っている

唯一の英語学校です。

Embassy Englishは生徒の英語ス

キルの向上を保証しているため、

是非皆さんにお勧めします。
ABDULAH ALBAKRI, アドミッションマネージャー

YOUSTUDY、イエメン

入学レベルテストを、学校到着前
に受験しましょう。

クラスに規則通り出席し、コースの
課題をすべて完了し、すべてのアク
ティビティやプログラムに参加しま
しょう。

Embassy onTrack を活用し、5週
間ごとのテストと合わせて学習の
進捗状況をチェックしましょう。

学習に遅れが生じた場合、一人一
人に合わせたサポート を受けるこ
とができます。

上記のすべての取り組みを行って
も目標に達せなかった場合、授業
料の返金対象となります。

授業料の返金保証は12週間または
それ以上学習した学生に適用され
ます。



英語コース

短期コースは、1週間から11週
間の間で自由に期間設定がで
き、毎週開講しています。

12週間以上の長期コースに
は、Embassy onTrack 進捗状
況追跡や授業料返金保証が適
用されます。

ランゲージ・セメスター・アブロード
ランゲージ・セメスター・アブロードは６

週間ごとに開講する、もっとも費用対効

果の高いコースです。授業料の割引を適用

し、24週、36週、または48週間学び、目

標レベルに到達しましょう。

以下の開講日はカルポリ校およびメリマッ

ク校には該当しません。詳しい情報は22ペ

ージ目をご覧ください。

2018年ランゲージ・セメス

ター・アブロード開講日

*オークランド－1月3日
†イギリス－5月8日
^オーストラリアとニュージーラン

ドのみ

1月

2*
2月

12
3月

26
5月

7†

6月

18
7月

30
9月

10
10月

22^

スタンダードプログラム
Embassy Englishの中心的なスタンダード

プログラムは、日常的に使用するスピーキ

ング、リスニング、リーディング、ライテ

ィングスキルの上達と向上を図るシラバス

（学習計画）に沿って、週20レッスンで構

成されています。

スタンダードプラスプログラム – アメ
リカのみ
スタンダードプログラムに4レッスンから

成る学習向上のための講師主導のワークシ

ョップ、レクチャー、プロジェクトワーク

を追加。さらに多くのことを学ぶことがで

きます。このコースはアメリカで学生ビザ

を必要とする学生向けです。

インテンシブ28

Embassy Englishのインテンシブプログラ

ムは、週28レッスンで構成されています。

追加される8つのスキルアップレッスンは

レベルに応じた内容を教えるもので、あ

なたの語学スキルを向上させると共に、英

語、キャリア、またはアカデミックな目標

を達成することを目的としています。

インテンシブ24 – オーストラリアとニ
ュージーランドのみで受講可能
Embassy Englishのインテンシブ24プログ

ラムは、週24レッスンで構成されていま

す。あなたのレベルに合わせたスキルアッ

プレッスンが4レッスン含まれています。

本コースは20時間以上に渡って行われるた

め、学生ビザ申請可能です。

夜間クラス－オーストラリアのみで受
講可能
夜間コースは24レッスンを含み、メルボル

ン、シドニー、ブリスベンのセンターで夜

間に受講することができます。このコース

は月曜日から金曜日まで行われ、生徒は受

講期間中にMy Embassy English Student 

DashboardとEmbassy OnTrackにアクセス

することができます。

Embassy English · 英語コース
embassyenglish.com
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英語学習の目的がどのようなものでも、

その目標の達成をサポートする、適切な

コースを用意しています。 

2018年、30歳以上の学生を対象にした

30プラスプログラムが開講されます。

詳細は14ページ目をご覧ください。

最新

情報！



カリキュラム

Embassy English · カリキュラム 

embassyenglish.com
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すべてのコースは、各レベルに設定された語

学力まで成果を上げるための、総合的なシラ

バス（学習計画）に沿って行われます。

レッスンと授業時間

イギリスおよび北米 レッスン数 授業時間 1週間当りの

時間数

バケーション＆トラベル英語

（アメリカのみ）

16 45分 12

スタンダード 20 45分 15

スタンダードプラス（アメリカのみ） 24 45分 18

インテンシブ28 28 45分 21

オーストラリア ・ ニュージーランド レッスン数 授業時間 1週間当りの

時間数

スタンダード 20 50分 16時間40分

インテンシブ24 24 50分 20

インテンシブ28 28 50分 23時間20分

語学指導法
Embassy Englishの講師陣は、会話中心の指

導法のもと、興味深く、飽きさせない楽し

いレッスンで、生徒が無理なく学習できる

方法を採用しています。

設備と教材
下記を提供しています。

　テキストおよび教材

　 My Embassy English Student 

Dashboardへのアクセス

　 Wi-Fi完備電子黒板

　オンライン個人学習計画

　コース修了証明書

一生使える生きた英語を学ぶ (BETL)

学生は教室の外に出て、現実の世界で

スキルを生かすことができます。学生

は、BETL アクティビティを通じて、自分

のスキルを活かしたブログ作成やビデオ制

作、グループプロジェクトなどの課題に参

加します。

進捗状況
第1日目、そして5週ごとに、学生全員にチ

ュートリアルと合わせて個人学習計画を提

供し、目標達成を支援します。

タイムテーブル
当校のバケーション＆トラベルイングリッ

シュ、スタンダード、スタンダードプラス

のレッスンは、各学校の時間割によって午

前中または午後に行われます。インテンシ

ブ24と28のレッスンは午前と午後の両方に

行われます。
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30歳以上の学生が対象の、年齢に応じた英語コースです。30プラ

スは、世界中のEmbassy Englishセンターできめ細やかな英語トレ

ーニングを提供します。

30プラスのキーポイント年齢に応じた英語コース
30歳以上のクラスメートと授業を受講、よ

り落ち着いた環境で英語力を伸ばすことが

できます。こちらのコースの学生は、興味

深い、時事性のある授業や、学生の年齢を

意識して考案されたレッスンにより、多く

を学ぶことができます。

⋅  コースは毎週月曜日に開講

⋅  1クラス最大12人までの少人数クラス 

⋅  年齢に応じた雰囲気と教授法

⋅  個人学習計画、目標、進捗状況のトラッ

キング

幅広い選択肢から選べるコース
エンバシー30Plusでは一般英語コースを受

講することができます

スタンダードプログラム
コアプログラム20レッスン

スタンダードプラス－サンフランシス

コのみ
コアプログラム20レッスン＋ワークショッ

プ4レッスン

インテンシブ24－メルボルンのみ
コアプログラム20レッスン＋スキルアップ

4レッスン

インテンシブ28 

コアプログラム20レッスン＋スキルアップ

8レッスンまたは試験対策

レッスン：各レベル向けに設定された語

学力を実現するための、年齢に応じた総

合的なシラバス（学習計画）に沿って行

われます。スピーキング、リスニング、

文法、ボキャブラリー、発音等の上達を

目指します。

教授法：実践力がつく対話形式の教授法

に沿い、興味深い、飽きの来ない、楽し

める授業を行います。

設備と教材：Wi-Fi完備の教室、電子黒

板、デジタルメディア・教材を揃えるこ

とにより、厳選された語学教材と生きた

英語の両方に触れることができます。

一生使える生きた英語を学ぶ：授業内容

をしっかり身につけるため、レベルに応

じた宿題に取り組みます。また現地での

校外学習や各種アクティビティも、英語

の習得に役立ちます。

進捗と目標達成：Embassy onTrackで進

捗状況を確認することができます。ま

た、目標と目的を設定し、個人学習計画

を作成します。これがあれば、いつも自

分の進捗状況を把握することができ、遅

れが生じた場合にはサポートを受けるこ

ともできます。

世界中の4カ所で受講可能

イギリス － Embassyケンブリッジ校

アメリカ － Embassyサンフランシスコ校

オーストラリア － Embassyメルボルン校

カナダ － Embassyトロント校


