
イギリス・2023年

ES London

イーエス・ロンドン 語学学校

ドバイの人気語学学校『ES Dubai』のロンドンキャンパス！
スピーキングに力を入れた授業が特徴
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追記

割引キャンペーン有！

￡＝￥150

追記
5週間以上で無料！

6ヶ月以上はビザ必須

最安値プラン

追記
目安　月￡600

目安　月￡600

￡＝￥150

ES London イギリス・ロンドン
学費・ビザ・滞在費用 4週間 24週間 44週間

一般英語
週20レッスン

一般英語
週20レッスン

学校申込金 £50 £50 £50
学校教材費・設備費 ー ー ー

授業料 £1,100 £4,800 £8,140
滞在手配費 £50 £50 £50

滞在費(下記いづれか）

44週間の場合4週間の
みホームステイ

ホームステイ
個室・朝食

£620 ー £620

学生アパート
2人部屋・食事なし

ー £4,400 ー

学生ビザ申請費 ー £100 £200

小計ポンド £1,820 £9,400 £9,060

①小計　日本円　 ¥273,000 ¥1,410,000 ¥1,359,000

渡航前にかかる費用 4週間 24週間 44週間
プログラム手配費 ¥35,000 ¥0 ¥0
海外通信送金費 ¥6,600 ¥6,600 ¥6,600
ビザ申請サポート ¥0 ¥0 ¥50,000
往復航空券（目安） ¥120,000 ¥120,000 ¥120,000
海外留学生保険料 ¥10,180 ¥80,440 ¥152,180

②　小計　日本円 ¥171,780 ¥207,040 ¥328,780
③渡航後にかかる費用 4週間 24週間 44週間
シェアアパート滞在費 ー ー £6,000
現地生活・交通費 £600 £3,600 £6,600

③　小計　￡ポンド £600 £3,600 £12,600
全体的な留学費用概算は、上記①＋②＋③の合計を目安としてください

【ご注意事項】上記はあくまでも概算です。最新の学校料金・キャンペーン情報はキャリアエクスチェンジまでお問い合わせください。

まずはご相談！
電話･来社での

無料カウンセリング

お見積作成依頼は
お気軽にお申付け

ください

プランが決定したら
留学開始の

3ヶ月前を目安に
当社へお申込ください

こちらの留学プランに興味がある方は・・・・
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英語講師

Our London

SCHOOL
有資格英語講師

クラス
1クラスあたりの最大人数 : 16名
1クラスあたりの平均人数 : 10名
受け入れ年齢 : 18歳から

開講コース
•    一般英語クラス
•    スピーキングクラス
•    IELTSクラス

学校設備
•    無料Wifi
•    落ち着いた学習スペース
•    カフェテリア
•    中庭

世界的なコスモポリタンな都市ロンドンでぜひ英語留学を始めまし
ょう!

私たちES Londonは英語留学の目的が一人ひとり違うことを理
解しており、一人ひとりの目的が達成できるようサポートします。ES 
では経験豊富な講師が教えるさまざまなプログラムを提供しており
ます。講師は学習目標が達成できるように支援します。

ES Londonはラッセル スクエア のブルームズベリー地区の中心部に
位置し、ロンドン中心部へのアクセスが簡単で、セント パンクラス駅
とキングス クロス駅から徒歩ですぐです。

ブルームズベリーはビジネス、教育、文化に触れる機会にあふれ、ロ
ンドンの最も有名なランドマークも隣接しています。



Check out
our facilities!



Reasons
to choose London

経験豊富な講師
ES Londonの全英語講師は経験豊富な有資
格講師です。最先端の設備を備えた最高の教
室環境で生徒一人ひとりの英語学習をサポー
トします。講師のエネルギーと情熱は皆さんの留
学経験を忘れられないものにしてくれます。 

真新しいキャンパス
私たちの真新しい学校に足を踏み入れて、
最高の学習環境を提供するために設計され
たキャンパスをその目でご確認ください。 最新
の教室テクノロジーと学習リソース、そして素
敵なラウンジ、カフェテリア、中庭を備えたキャ
ンパスはまるで自宅にいるように感じることが
できます!

ロンドンの見どころを巡るスクー
ルアクティビティ
教室の外でも英語を話す機会を提供するた
め、ES Londonはあらゆる観光地を訪れるツ
アーを提供しています。

世界中から集まったクラスメイ
ト
世界中から集まったクラスメイトと出会うこと
は留学経験をより思い出深いものにしてくれ
ます。ES Londonでの80ヶ国以上から集まっ
たクラスメイトとの出会いは皆さんの視野を広
げ、世界へ踏み出す一歩になることを約束し
ます。

20言語以上をカバーする生徒
サポート
経験豊富な私たちスタッフはいつも生徒一
人ひとりに寄り添い、それぞれの目標を達成
できるようサポートします。

Why choose

4.8 4.7
AVERAGE RATING AVERAGE RATING

Facebook
200+ reviews

Google
1200+ reviews

We don’t say it, our students do!

+80
nationalities
at school

どこでも英語が話される環境

多様性

最高峰の教育

国際的なハブ都市

エンターテインメント

最高の留学先として、ロンドンは有名な教育機関で世界
中の学生に人気があります。生活し、発券するのにダイナ
ミックな都市であるロンドンは、信じられないほど英語に没
頭できる体験と、その他多くの利点を提供します。



Studying

開講コース
�    一般英語クラス
�    スピーキングクラス
�    IELTSクラス

習得状況の確認
毎週末に習熟度を確認するテストが行われます。タームの終わりに
次のタームの学習目標を設定するための講師からのフィードバックも
あります。習熟度は記録され、ターム毎またはコース終了時にレポー
トが発行されます。

各レベルの受講期間
セミインテンシブクラスを受講する場合、各レベルは12週間で完了し
ます。 インテンシブクラスを受講する場合は6週間で完了します。6週
間ごとに各レベルのユニット1が始まりますが、生徒は毎週月曜日に
入学できます。

ES Londonの講師
ES Londoonの講師は全員、有資格かつ外国語として英語を教え
てきた長年の経験があります。また、学士号と修士号を取得した講
師の比率が高くなっています。

講師は生徒の学ぶ意欲を高めるために、刺激的でインタラクティブ
なレッスンを計画しています。ES Londonのコースは、興味深く、関
連性があり、楽しいものです。

Studying

AT ES!

4.8
AVERAGE RATING

ES Dubai Teachers
(out of 5)

Meet our
teachers!

コース提供期間
通年

コースレベル
初級から上級

受講期間
1週間から44週間

1週間あたりのレッスン数
セミインテンシブ 20レッスン
インテンシブ 40レッスン

授業時間
午前クラスと午後クラス


