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Embassy Englishを
選ぶ3つの理由
優れた学習センターをはじめ、仲間の学生や講師陣との
素晴らしい関係など、Embassy Englishを好きになる理由
は数多くあります。しかし、当校が他の語学学校と一線
を画し、学生たちがEmbassy Englishを選択する最大の理
由は、次の3つにあると私たちは考えています。
情熱を持ったスタッフ
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当校の講師陣やスタッフは、熱意をもって仕事に取り組み、Embassy Englishでの体験を通
して学生の皆さんにインスピレーションを与えています。

成果を約束
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Embassy Englishでは、授業料の返金をはじめ、My Embassy English 学生用ダッシュボード
やEmbassy onTrackといった革新的なツールで、成果をお約束しています。

受賞歴のある学習センター
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2015年にSuper Star Awardを受賞した初のグローバルな英語学校であり、Chain School of
the Yearを5回受賞しています。

#BETL（一生使える生きた英語を学ぶ）
Bringing English to Life（一生使える
生きた英語を学ぶ）アクティビティでは
授業で習得した全てのスキルを、実際に
使用し楽しみながら、記憶に残る方法で
英語を学びます。ブログ作成やビデオ製
作、各国の文化を紹介するイベント主催
まで、アクティビティはさまざま。
最 新 の 学 生 プ ロ ジ ェ ク ト を
embassyenglish.com/BETLでご覧くだ
さい！
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選ぶ3つの理由

Embassy の保証と
学生への約束
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成果を約束
Embassy Englishは、授業料の返金保証を行っている唯一の英語学校です。当校では、
学生の皆さんが各自の英語学習の目標を達成できることに自信を持っているので、授
業料の返金システムを設けています*。
· 入学レベルテストを、学校到着前に実施
· Embassy onTrackツールを活用して、5週間ごとのテストと合わせて学習の進度をチ
ェック
· 学習に遅れが生じた場合の一人一人に合わせたサポート
· クラスに規則通り出席、コースの課題をすべて完了、アクティビティやプログラム
などの全てに参加
· もし上記の全てを行っても目標レベルへ到達できなかった場合は、授業料の返金対
象となります
*詳しくはオンラインembassyenglish.com/guarantee

Embassy Englishは学生の皆さんに学習目標達成、貴重なスキ
ル、そして生涯にわたって忘れることのない素晴らしい体験を
提供することをお約束します。
Embassyでできること:
留学は

今すぐ始められます

旅行を楽しみながら、

他では味わうことのできない留学が経験できます

英語の

レベルアップを実感 − 目標達成を保証します

一生の

友達を作り、成功への一歩を踏み出すことができます
Embassy English /// Embassyの約束と保証
embassyenglish.com
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情熱を持った
スタッフ
Embassy English が他の学校と一線を画す理由は、スタッフにあります。受賞やイノベーション
よりも重要なことは、Embassy Englishの学生一人一人に対し、講師やスタッフが忘れられない
体験を生み出していることです。Embassyのスーパースターを一部ご紹介しましょう...

一生使える英語、忘れら
れない文化体験を学生た
ちに提供することが、大
好きです。彼らの世界に
対する見方に影響を与え
ますからね。
JOHN LOGRASSO、

センターディレクター、
サンフランシスコ校

私が受け持つカンバ
セーションのクラス
で、学生たちと会話
の練習をしています
が、生徒たちは、ま
るで大学のようだと
言います...私が全員
に自分の考えを口に
出して述べるよう促
すからです。
JOHN AQUINO、
EMBASSY ENGLISH

講師

学生たちが到着す
ると最初に会い、
そしてここを旅立
つときに最後に会
うのが、私たちで
す。学生たちが
Embassy English
で学ぶ間、快適に
過ごせるよう努め
ています。
CORNELIA GARDNER、

学生サービス

4

Embassy English /// 情熱を持ったスタッフ
embassyenglish.com

アドミッションチー
ムは、卓越したサー
ビスの提供に尽力し
ています。私たちは
毎日、学生たちのた
めに「違いをもたら
すこと」に焦点を当
てて働いています。
JAN FELL、

アドミッシ
ョンディレ
クター

授業に対する
情熱

誰でも英語を学ぶことはできます。しかし、ど
のくらい早く、簡単に、そして効果的に学ぶこ
とができるでしょうか。英語学習で最も大切な
ことは何だと思いますか？学習に本当に影響を
与え、進度を加速させるものは何でしょう？
• 学習や進歩状況に影響を及ぼす要因の
80%は、あなた自身、そして講師です*
• 80%のうちの50％は、あなたがもたら
すもの、つまり、あなたのやる気や努
力、参加、態度、適性です。
• そして残りの 30％が、講師です。あな
たとの関係性、教え方、授業中に学生
一人一人と積極的に関わるか、個々の
学生に対する関心、学生に与える課題
やフィードバック、そしてもちろん重
要なこととして、レッスンや学習が必
ず楽しめるものであるかどうか、とい
ったことです。
• これ以外の要因はわずか20％を占める
にすぎません。

Embassy Englishでは、あなたの習熟度を
測定してモニターし、効果を最大化する
ことに、講師陣が情熱を注いでいます。
また、何が実際に学生の進歩に影響を及
ぼすのか、学生の学習目標への到達をど
のように支援できるかを理解することに
も、焦点を当てています。
VIC RICHARDSON、アカデミック

開発ディレクター

#Embassy2017
のYouTubeプレイリ
ストで、Embassyのス
ーパースターたちを
ご覧ください

*Teachers Make a Diﬀerence:

Whatʼs the Research Evidence?
PROFESSOR JOHN HATTIE

Embassy English /// 情熱を持ったスタッフ
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My Embassy English
Embassy Englishでは、MEEがすべて！My
Embassy English(MEE)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。

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

学校到着前からログイン可能

個人プロフィールとソーシャルメディア 学習リソース

現地へ到着する前にログインして、新しい クラスメートや講師が見ることができる、 今すぐ学習を始めましょう。厳選されたオ
学校に関するリソースや情報の全てにアク 個人プロフィールを作成しましょう。ソー ンラインのワークブック、web 2.0ツール、
セスできます。
シャルメディアのハンドル名を記載すれ アプリにアクセスして、文法や語彙、スピ
ば、WeChatやフェイスブックなどの好み ーキング、リスニングスキルを向上させま
のネットワーキングサイトで、新しい友人 しょう。また、IELTSやTOEFLの試験対策
到着前テスト
資料も用意されています。
到着後すぐに学習を始められるよう、到着前 とつながることができます。
テストは、事前に完了しておきましょう。

マイスクール＆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アクセスもでき
ます。
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Embassy onTrack
Embassy English専有の進歩状況確認
ツール、Embassy onTrackを活用し
て、進度を測定、モニター、成果を
最大限に引き出します。
使用方法:
留学初日に、ひとりひとりに合わせた個人学
習計画表がオンライン上に作成されます：
⋅ 入学時のレベルと学習期間をもとに、5週
間の進歩目標を計算されます
⋅ 最初のチュートリアルを提供します
⋅ 英語を学ぶ理由について話し合います
⋅ 達成したいことについて話し合います
⋅ 最初の5週間の進歩サイクルに向けて目
標を設定します

目標を順調に達成あるいは目標を上回った
場合は、次の5週間の目標について話し合
います。目標達成していない場合は、早期
に介入し、以下を実施して、目標を順調に
達成する支援をします。
⋅ 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

5週間ごとに実施するもの：
⋅ 進歩状況測定テスト
⋅ 進歩状況のチュートリアル
⋅ ダウンロード可能な進歩状況レポート

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
分の進歩状況を確
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。

Embassy onTrack
で、出席状況や課
題、目標をみて、進
歩状況を確認できま
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。

JULIAN、コロンビア

REENA、インド

Embassy English /// Embassy onTrack
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EMBASSY ENGLISHについて

学生満足度

18校

95％

世界各地

98の専門学校
大学と提携

（4カ国）

94％のEmbassy

Pathwaysの学生が、
選択した大学へ進学

45年

にわたる教育実績

131

カ国の学生に教育を提供
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学生満足度

全般的な

99％の学生が、Embassy

Englishのスタッフを

フレンドリーで
支援を提供してくれると
回答

99％

Embassy Englishの
講師に対する満足度

実績
昨年、Embassy Englisihの全
校にわたり、

業界をリードす
る11の単位認定
および調査機関
が調査を実施
5年

米国のEmbassy Englishに
ACCETにより

付与された単位
認定

唯一 Chain School of the

スー
パースターアワ
ードを受賞した英語学校
yearを5回獲得し、

独立した学校調査機関によ
り、すべてのカテゴリーで

「優秀」の評価
を獲得

Chain school of the year

5回受賞

賞を

Embassy English /// 統計
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コース一覧
あなたの実現したい成果が何であって
も、英語学習目標への到達を支援す
る、適切なコースを用意しています。
英語コース
短期間コースは、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週間以上の長期留学コースは、Embassy
onTrack 進歩状況追跡や授業料返金保証を採
用しています。
Embassyでの学習をカスタマイズ：
⋅ 自分に合ったコースと、受講開始日を選択
することができます。大半のコースが全セ
ンターで毎週開講しています
⋅ 学習したいクラス数と期間（週数）を選択
します。さらにご予算やご希望の学習期間
に合わせて、スペシャリストクラスも選択
できます。
Embassy Englishの一般英語プログラムは、
当校の核となるカリキュラムで、あわせて
全てのレベルで次のようなオプションが用
意されています:

スタンダードプログラム

インテンシブプログラム

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
スキルの育成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。

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。興
味ある分野の選択授業8レッスンを組み合
わせたもので、知識を深め、各自の英語学
習、キャリア育成、進学の目標に焦点を当
てることができます。

スタンダードプラスプログラム − アメ 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
リカのみ
スタンダードプログラムにさらに4レッス
ンを加えたプログラムで、学習向上のため
の講師主導のワークショップやレクチャ
ー、プロジェクトワークが含まれます。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。

Embassy Englishのセミインテンシブコース
は、週24レッスンで構成されています。興
味ある分野の選択授業4レッスンを組み合
わせたもので − 学生ビザ取得申請を希望す
る学生に必要な、最小のレッスン数を満た
しています。

Embassy Englishのカリキュラム
シラバス

設備と教材

一生使える生きた英語を学ぶ

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。

全コースに教科書が含まれます。My Embassy
English学生用ダッシュボードには、追加の学
習教材とアプリが用意されています。また講
師も追加のツールを提供して、学生の進歩を
支援します。全教室はWiFiに対応しており、
タッチパネル式のホワイトボードが設置され
ています。

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。#BETL アクテ
ィビティにより、学生は自分のスキルを活
かして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。

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。
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進度
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。

日常会話トラベ
ル＆カルチャー

ビジネス英語
キャリア育成

進学英語
資格対策

一番人気のコースで、
全ての英語レベルに対
応、毎週月曜日に開講
しています。これらの
コースは、日常生活で
スピーキングやリスニ
ングを行う自信を築く
最適なコースです。

今日のペースの速いグ
ローバル経済で成功を
収めるために、言語ス
キルを高めて履歴書
（CV）を強化しまし
ょう。

国際的に認可された大学
入学資格または当校の提
携パートナーが認可した
Embassy Englishのコー
スで、進学に向けて準備
を進めましょう。

これらのコースには、ビジ
ネスコミュニケーション、
プレゼンテーション、パブ
リックスピーキングをはじ
め、報告書作成、面接テク
ニックが含まれます。アメ
リカでは、企業研修のプロ
グラムがあり、英語を実践
に生かすこともできます。

北米およびオーストラリアに
は、Embassyの提携パートナ
ー校がたくさんあります。こ
れらの提携校を通じてあなた
の目標達成を支援します。

スタンダードやインテンシブプ
ログラムからお選びください。
英語コース
· 一般英語
· バケーション＆トラベル英語

英語コース

英語コース
· 進学英語(EAP)
· 大学進学準備英語 (北米)
· ケンブリッジ英語検定試験対策コース
· IELTS試験対策コース
· TOEFL試験対策コース

· ビジネス英語
· English in Action − アメリカ
· 一般英語

Embassy English /// コース一覧
embassyenglish.com
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日常会話ト
ラベル＆カ
ルチャー
英語学習の第一歩、または英
語を思い出すため、あるいは
休日や休職期間中に英語スキ
ルを向上させるためなど、次
の中からコースを1つをお選び
ください。コースはどのセン
ターでも毎週開講しています。

一般英語
スタンダードプログラム スタンダードプラスプ
ログラム
コミュニケーション能力を効果的に向上し、
英語を使うことに自信を持てるようなりま
しょう。インタラクティブなソフトウェア
をはじめ、個人作業とグループワークを活
用した、文法、発音、会話に対するEmbassy
Englishのダイナミックなアプローチによっ
て、楽しく学べ、学習に集中することができ
ます。またリーディング、ライティング、リ
スニングのスキルも伸ばすことができます。

このコースを選ぶ理由

⋅ 毎週月曜開講
⋅ 全てのレベルに対応
⋅ ESTAビザ免除プログラムでアメリカに入
国できる
⋅ 一 部の学習センターではビギナー（初心
者）も受講可能
⋅ 予算と目標に応じてコースの期間を選択可能
⋅ 費用効果の高い長期学習ができる

成果

スタンダードプログラムにさらに4レッスン
を加えたプログラムです。レッスンは、講師
主導のワークショップ、レクチャー、プロジ
ェクトなど、様々な形式で行われます。これ
らのレッスンは全て学習強化と向上を目的と
して構成されています。クラスの人数は15
名以上になる場合があります。このプログラ
ムは、アメリカのみで開講されています。

このコースを選ぶ理由

⋅ 毎週月曜開講
⋅ 全てのレベルに対応
⋅ アメリカの学生ビザが必要です

成果

⋅ リーディング、ライティング、リスニング、
スピーキングの英語スキルが向上
⋅ よ り効果的なコミュニケーションができ
るようになります

⋅ 文法や語彙に関する理解度が深まります
⋅ リ スニングの能力とスピーキングに対す
る自信が向上します
⋅ よ り効果的なコミュニケーションができ
るようになります

バケーション＆トラベ
ル英語
アメリカで週4日だけ学習するメリットを
活用したプログラムです。長い週末を使っ
て滞在地を探求したり、街に小旅行に出か
けましょう。スタンダードコースと同じカ
リキュラムを採用。

このコースを選ぶ理由

⋅ 毎週月曜開講
⋅ ESTAビザ免除プログラムでアメリカに入
国できる
⋅ レジャー活動のための自由時間がある
⋅ ア クティビティで英語を実践で活かしな
がら時間を過ごすことができる

成果

⋅ 文法や語彙に関する理解度が深まります
⋅ リ スニングの能力とスピーキングに対す
る自信が向上します
⋅ よ り効果的なコミュニケーションができ
るようになります

受講可能な
コース一覧と詳細
については、18〜19
ページの表をご覧
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インテンシブプログラ
ムまたはセミインテン
シブプログラム
追加の週4クラスまたは週8クラスを選ん
で、コースをカスタマイズ。学習効果を高
め、成功を最大化しましょう。セミインテン
シブはオーストラリアとニュージーランド限
定です。
就職の機会を高める、試験対策テクニック
を習得する、英語学習の経験を深めるな
ど、個々のニーズや希望する学習成果に合
わせて、全てのセンターで幅広い選択授業
を選ぶことができます。

このコースを選ぶ理由
⋅ 毎週月曜開講
⋅ 向上したい、また向上しなければいけな
い部分に焦点を絞って学習できる
⋅ 試験や仕事で成功するための、さらなる
スキルを獲得できる

インテンシブプログラムまたはセミイ
ンテンシブプログラムをカスタマイズ
目標達成を支援する追加レッスンで、Embassy English
での体験をさらに高めましょう。
コミュニケーション・スキル
日々のシーンをはじめ、パブリックスピーキングやプレゼンテーションで自信をつけたい人に

発音矯正クラス
スピーキングとリスニングのアクティビティに重点を置いて、相手に理解されやすいスピーキングを目指したい人に

ビジネス英語
実際のビジネスで使う英語のスキルを向上させ、英語をビジネスで活かしたい人に

試験対策クラス
IELTSやTOEFLのクラスを組み合わせて、高得点を達成するための知識を獲得したい人に

語彙
語彙力を増やして向上し、より自信を高めたい人に

文法学習
英語の文法に関する理解度を深めて、正確に話したり書くことを学びたい人に

Embassy English /// コースをカスタマイズ
embassyenglish.com
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ビジネス英語
キャリア育成

適切な語学スキルと履歴書を
使って、今日のペースの速い
グローバル経済で成功を収
め、目標達成を実現します。
英語コース
ビジネス英語
English in Action アメリカ

ビジネス英語
インテンシブプログラム

English in Action アメ
リカ

一般英語プログラムの週20レッスンに、ビ
ビジネスの世界で生きて行くための準備と
ジネス英語の週8レッスンを組み合わせ
して、実際のオフィス環境で過ごすこと以
て、ビジネスで成功を収める語学スキルを
上に良い方法があるでしょうか？English In
磨きましょう。
Actionは、実際のビジネス環境でネイティ
ブスピーカーと交流することにより、英語
このコースを選ぶ理由
のスキルを磨くことができます。企業研修
⋅ 履歴書（CV）を強化できる
は、マーケティングや法務、非営利団体、
⋅ ビ ジネスで広く使用される語学スキルを
サービス業などさまざまな分野の企業での
獲得できる
研修を提供しています。
⋅ プレゼンテーションの自信がつく
⋅ フ ォーマル・ライティングのスキルを向
English in Actionを選ぶ理由
上できる
⋅ 英 語のコース受講中または修了後に、ア
メリカ企業で4週間または8週間の研修*
成果
⋅ ネイティブスピーカーとの交流
⋅ ビ ジネスで実践的に使える語彙力が向上
⋅ 企 業での体験を履歴書に加えて、帰国後
します
キャリアの機会を高められる
⋅ デジタルアプリケーションを使用し、自信
⋅ 履 歴書の書き方や面接テクニックに関す
を持ってプレゼンテーションを行えるよ
るコーチング
うになります
⋅ 効果的にネットワーキングを行えます

成果

⋅ 優れた履歴書を作成できます
⋅ 役立つ面接テクニックを獲得できます
⋅ より効果的なコミュニケーションができる
ようになります
⋅ 対人スキルを向上できます

Embassy Englishに
はスピーキングを向
上したくて来ました
が、今ではIELTSか
ケンブリッジ英検を
受けたいと考えてい
ます。ここの試験対
策コースによって、
将来もっと色々なこ
とをやってみたいと
思うようになったの
です。
MAXIMO、アルゼンチ

ン
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参加条件：
⋅ 企業研修開始時には、Upper intermediate
（中級-上）以上の英語力が必須
⋅ 企業研修前に、4週間以上の英語コース修
了が必須
⋅ 企業研修中は、Study Care保険への加入が
必須
保有ビザおよびプログラムによって異なりま
す。インテンシブプログラムの学生は、コース
修了後に企業研修に参加す
ることができます。

*

受講可能なコ
ース一覧と詳細に
ついては、18〜19ペ
ージの表をご覧く
ださい

English in Action
企業研修の例
企業研修に参加するためには、学生は面接にパスしなければなり
ません。面接は学生がアメリカに到着してから、コーディネータ
ーがアレンジします。
アメリカでの企業研修の例：
WEXY Radio Station
分野：放送
Expedition America
分野：観光業
Philippines Consulate
分野：マーケティング/リサーチ
Sincerely
分野：テクノロジー/アプリ開発
GENI- Global Energy
Network Institute
分野：リサーチ非営利組織
The Wellington Hotel
分野：サービス業

カトラー・アンド・アソシエイツ（ボ
ストン）
ボストンの中心にある法律事務所です。人
身傷害、賃金法、刑事事件弁護、会社法、
不動産が専門です。Embassy Englishの学生
は、レターの下書きや裁判文書の準備、日
々のオフィス業務など、様々な業務で弁護
士のアシスタントを務めます。また弁護士
に伴って裁判所に行くこともあります。
「プロフェッショナルな素晴らしい体験でし
た。アメリカで法律事務所がどのような仕事
をしているのかを知ることができました。特
に、素晴らしい人間関係を体験をすることが
できました。アメリカの法律や文化について
多くのことを学んだと思います。」
MANUELA、スイス

Greater New England
Minority Council

レジデンス・イン・バイ・マリオット
（サンディエゴ）

分野：非営利組織

世界で最も知られたホテルブランドのひと
つ、マリオットが運営する人気の全米ホテル
チェーンです。Embassy Englishの学生は、フ
ロントデスクやHR、営業など多くの部門で
トレーニングを受けます。トレーニングの後
は、対面や電話でお客様からの質問に答える
ことができます。

Signal Tribune
分野：新聞
RRR Law Firm
分野：法律
Solstiss
分野：ファッション/ショールーム

「この経験は全員に勧めたいです。Embassy
Englishには、English in Actionの企業研修
先として常にレジデンス・インを加えてほ

BMW (サンフランシスコ)
世界的に有名な自動車ブランド、BMWは、
サンフランシスコのダウンタウンに主要な販
売代理店を構えています。ここではBMW車
の販売、部品、修理を請け負っていま
す。Embassy Englishの学生は、部品、IT、HR
部門で企業研修を受け、さまざまなトピック
で英語を磨くことができます。カスタマーサ
ービスやコンピューター、その他の日々の業
務で英語を使いながら研修を行います。

しいと思います。スタッフの方はとてもフ
レンドリーで、学生をホテルの本当の従業
員の一員として考えてくれます。電話に出
るのはとても怖かったですが、トレーニン
グを受け、今では気楽にできるようになり
ました！」

ALICE、イタリア

HYEONG
JUN
WIは、2016年に
Embassy English
ニューヨークで
学んでいるとき
に、ENGLISH IN
ACTIONに参加しま
した
Q. English in Actionに参加して、どのよ
うなことを学びましたか？
A. 職場の人たちが話しているのを聞い
て、とても役立つ表現を学ぶことができ
ました。それに、アメリカ人と友達にな
る方法も学びました！
Q. 研修先の企業で、どのような業務の
手伝いを求められましたか？
A. 電話をかけたり、プレゼンテーション
の手伝いをしたり、ソーシャルマーケテ
ィングの促進などの仕事をしました。
Q. English in Actionプログラム中に、英
語力はどのように向上しましたか？
A. リスニングのスキルが一番向上したと
思います。最初は皆さんの言っているこ
とが理解できませんでしたが、だんだん
楽に聞き取れるようになりました。
Q. English in Actionはあなたのキャリア
にとって、どのように価値があると思い
ますか？
A. 将来、仕事に就くのに役立つと思いま
す。ネイティブスピーカーと過ごす環境
にいられるという機会は素晴らしいもの
です。韓国ではできないことであり、自
信を付けることができました。1ヶ月で、
自分の英語力がとてもアップしたと思っ
ています。

「ネイティブスピーカーと話すチャンスがた
くさんありました。BMWでの経験は、私
の英語力向上につながり、自動車やITに関
する知識を深めるのに役立ちました。」
HIROKI、日本

Embassy English /// ビジネス英語、キャリア育成
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進学英語
資格対策
国際的に認可された大学入学
資格または当校の世界98カ所
の提携パートナーが認可した
Embassy Englishのコースで、
カレッジや大学留学の成功に
向けた準備を進めましょう。

IELTS試験対策
このコースを選ぶ理由
⋅ IELTSは、イギリス、オーストラリア、ニュ
ージーランド、カナダの大学留学で提出が
求められる、最も一般的な英語力の証明書
です
⋅ ビ ザ取得や移住申請においても、多くの
政府機関により認められています

TOEFL試験対策
このコースを選ぶ理由
⋅ T OEFLは、アメリカのカレッジや大学入
学のために必要な、最も広く認められて
いる、英語力を査定する試験です。

ケンブリッジ英語検定
試験対策
First (FCE)
Advanced (CAE)
このコースを選ぶ理由
⋅ 世 界中の20,000校を超える大学、企業、
政府によって高く評価されています
⋅ 特定のレベル別に分かれています

進学英語EAP（オース
トラリア）
このコースを修了すると、オーストラリアに
数多くあるEmbassy Englishの提携教育機関
への入学が保証されます。

このコースを選ぶ理由
⋅ 30校を超えるオーストラリアの大学とカレ
ッジが認定
⋅ IELTS免除、Embassy Englishより入学資格
を付与
⋅ 各自の英語レベルと、Embassy English提携
校の入学条件によって、4つのステージ
（英語レベル）を提供

成果
⋅ 大学入学に必要な英語レベルに到達します
⋅ 進学後に必要な語彙力やプレゼンテーショ
ンスキルを習得できます
⋅ 講義を聞いてノートを取る能力が向上します
⋅ まとめ、エッセー、レポートが書けるよう
になります
EAP

CEFR
レベル

入学時の語
学力レベル

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

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、Le Cordon Bleu、International College
of Management、Skills Tech Australia、
Martin、Australian Institute of Applied
Sciences

進学英語EAP 2017年開講日

受講可能な
コース一覧と
詳細については、
18〜19ページの表を
ご覧ください
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1月

2月

3月

7月

8月

9月

16 20 27

5月

1
10月

10 14 18 23

6月

5

英語コース修
了後に、チャ
ールズ・スタ
ート大学の講
義を受けられ
るので、大学
進学したらど
んな感じなの
か、その雰囲
気を知ること
ができます。

北米の大学進学への道
（パスウェイプログラム）

ZHENGJUN、中国

Embassy Englishの学習センターで英語を学べば、留学がシンプル
に。アメリカやカナダにある当校の提携校の入学要件を満たし
て、条件付き入学の許可を獲得しましょう。
メリット：
⋅ 提携校の多くが、入学要件を満たせば
TOEFL/IELTSなしで入学を許可していま
す。そのため、必要な書類はEmbassy
Englishの証明書です
⋅ Embassy Englishに到着する前に条件付き入
学の許可を得ます

⋅ 北米のEmbassy English学習センターから
当校の提携大学に進学できます
⋅ 当校のEmbassy onTrackツールを活用して
進歩状況を確認し、大学進学の目標到達
を実現することができます

Embassy Englishで
学んだ後に大学に行
きたいと思っていま
す。ここは大学のキャ
ンパスの中にあるの
で、もう友達もできた
し、大学進学後に役
立つ事をすでに学ん
でいます。
MIJEONG PARK、

韓国

1.

Embassy Englishの
コースとロケーシ
ョンを選択する

2.

大学を選び条件付
き入学許可を獲得
する

3.

4.

大学へ進学する

選択した大学の入
学に必要な英語の
レベルに到達する

Embassy English /// 進学英語、資格対策
embassyenglish.com

17

Embassy Englishセンターおよびコースの詳細
世界に18カ所あるEmbassy Englishのセンターで、多種多様なコースやプログラムからお選びください。

コース

プログラム
インテンシブ
1レッスン = 45分（北米および
イギリス）、50分（オースト
ラリア＆ニュージーランド） 28レッスン

セミインテンシブ（オースト スタンダード
ラリア＆ニュージランドのみ）

スタンダードプラスプロ バケーション＆トラベル
グラム（アメリカのみ） （アメリカのみ）

24レッスン

20レッスン

24レッスン

一般英語コース

一般英語 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
+ 選択授業 週4レッスン

20レッスン
一般英語コース

一般英語 週20レッスン 16レッスン
+ 講師主導のワークシ
一般英語コース
ョップ 4

一般英語 − BEGINNERS
（初心者）

一般英語 週20レッスン
+ 選択授業 週8レッスン

-

-

-

-

ビジネス英語

一般英語 週20レッスン
+ ビジネス英語 週8レッスン

一般英語 週20レッスン
+ ビジネス英語 週4レッスン

-

-

-

コミュニケーション・スキル 一般英語 週20レッスン
+ コミュニケーション・
スキル 週8レッスン

一般英語 週20レッスン
+ コミュニケーション・
スキル 週4レッスン

-

-

-

ケンブリッジ英検（FCE）試 試験対策 週20レッスン
+ 選択授業 週8レッスン
験対策コース

-

試験対策
週20レッスン

試験対策 週20レッスン + 講師主導のワークシ
ョップ 4レッスン

ケンブリッジ英検 CAE

試験対策 週20レッスン
+ 選択授業 週8レッスン

-

試験対策
週20レッスン

試験対策 週20レッスン + 講師主導のワークシ
ョップ 4レッスン

IELTS試験対策コース

試験対策 週20レッスン
+ 選択授業 週8レッスン

-

試験対策
週20レッスン

-

-

一般英語と、選択科目として 一般英語 週20レッスン
+ 試験対策 週8レッスン
IELTS試験対策コース

-

-

-

-

試験対策 週20レッスン
+ 選択授業 週8レッスン

-

試験対策
週20レッスン

試験対策 週20レッスン 試験対策
+ 講師主導のワークシ
16レッスン
ョップ 4レッスン

一般英語と、選択科目として 一般英語 週20レッスン
+ 試験対策 週8レッスン
TOEFL試験対策コース

-

-

-

-

大学留学準備コース（EAP） EAP 週28レッスン

-

-

-

-

ENGLISH IN ACTION
（英語クラスに追加）

-

20レッスン
24レッスン
+ 米国企業で4〜8週 + 米国企業で
間の企業研修
4〜8週間の企業研修

TOEFL試験対策コース

28レッスン
+ コース修了後にのみ米国企業
で4〜8週間の企業研修

16レッスン

16レッスン
+ 米国企業で
4〜8週間の企業研修

1週間ごとの学習時間数について詳しくは、Embassy Englishウェブサイトをご覧ください。コースごとに明記されています

英語の習熟度
レベル

CEFR 学習期間1

各レベルの説明

英語試験

TOEFL iBT

ケンブリッジ

Proﬁcient（最上級） C2

なし

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 7.0 - 8.0
より語彙を増やせばさらに上達する。

94 - 109

CPE

Advanced

C1+

12 - 15

CAE

12 - 15

その国の文化に適切な形で多様に英語を使いこなすことができる。語彙を増や 6.5 - 7.0
し、語法や用語の使い方に注意すればさらに上達する。
6.0 - 6.5

60 - 93

C1

英語を効果的に使いこなすことができる。議論討論や周囲の状況に応じて自分を 5.5 - 6.0
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。
5.0 - 5.5

35 - 59

いくらか自信を持って英語を話すことができる。スピーキング、文法や語彙を強 4.5 - 5.0
化することでさらに上達する。
4.0 - 5.0

31 - 34

IELTS

60 - 93

Upper intermediate B2+
（中級上）
B2

10 - 12

Intermediate

B1+

10 - 12

B1

10 - 12

Pre-intermediate
（中級下）

A2

10 - 12

日常の交流や旅行の場面で意思疎通ができる。スピーキング、文法、語彙を強化 3.0 - 4.0
することでさらに上達する。

0 - 31

KET

Elementary

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 2.0 - 3.0
グ・語彙を強化することでさらに上達する。一般英語、長期留学、バケーショ
ン＆トラベル英語。

-

-

6-8

英語の会話力・理解力が非常に限られている。

-

-

ビギナー（初心者） なし

10 - 12

-

FCE

35 - 59
PET

31 - 34

「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。

1
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コース期間

開講日

レベル

クラスの人数

1〜50週間

毎週月曜

Elementary（初級）−
Advanced（上級）

最大15名
全センター
（スタンダードプラスプログラ
ムの講師主導 4レッスンを除く）

最短 4週間

毎週月曜

ビギナー（初心者）

最大15名

イギリス：ロンドングリニッチを除く全センター
アメリカ：ボストン、ニューヨーク、サンディエゴ
カナダ：トロント
オーストラリア：メルボルン

最短 2週間

毎週月曜

Intermediate（中級）−
Advanced（上級）

最大15名

イギリス：ブライトン、セントラルロンドン、ロンドン
グリニッチ
アメリカ：全センター
カナダ：トロント
オーストラリア：全センター

最短 2週間

毎週月曜

Elementary（初級）−
Advanced（上級）

最大15名

全センター：ヘイスティングスを除く

開講日により10週間または11週間

記載の開講日

Intermediate

最大15名
イギリス：オックスフォード
（スタンダードプラスプログラ アメリカ：サンディエゴ
ムの講師主導 4レッスンを除く） オーストラリア：メルボルン、シドニー

開講日により10週間または11週間

記載の開講日

Advanced

最大15名
イギリス：ケンブリッジ
（スタンダードプラスプログラ アメリカ：サンディエゴ
ムの講師主導 4レッスンを除く） オーストラリア：メルボルン、シドニー

最短 2週間

毎週月曜

Intermediate（中級）−
Advanced（上級）

最大15名

イギリス：ブライトン、セントラルロンドン、ロンドン
グリニッチ、オックスフォード
オーストラリア：全センター
ニュージーランド：オークランド
アメリカ：サンディエゴ

最短 2週間

毎週月曜

Intermediate（中級）−
Advanced（上級）

最大15名

イギリス：ヘイスティングスを除くすべてのセンター
オーストラリア：全センター
カナダ：トロント
ニュージーランド：オークランド

最短 2週間

毎週月曜

Intermediate（中級）−
Advanced（上級）

最大15名
アメリカ：ボストン、ニューヨーク、サンディエゴ、サ
（スタンダードプラスプログラ ンフランシスコ
ムの講師主導 4レッスンを除く）

最短 2週間

毎週月曜

Intermediate（中級）−
Advanced（上級）

最大15名

アメリカ：フォートローダーデール、ロングビーチ

必要な入学時レベルおよび終了時レ
ベルに応じて1ー4 x 10週

記載のEAP日程

Intermediate（中級）−
Advanced（上級）

最大18

オーストラリア：ブリスベン、メルボルン、シドニー

Intermediate（中級）−
Advanced（上級）企
業研修開始時にUpperintermediate（中級-上）
に到達する必要あり

選択したコース/プログラムの アメリカ：すべてのセンター
英語レッスンは、最大15名（ス
タンダードプラスの講師主導の
4レッスンを除く）

最短 4 週間の英語コース + 米国企業 毎週月曜
で4〜8週間の企業研修、保有ビザや
プログラムによりコース受講中また
はコース修了後に研修可能

ロケーション

ケンブリッジ英検試験日
試験

キャンパス

期間（週）

コーススタート日

コース終了日

試験日

メルボルン、シドニー
メルボルン、シドニー

10
10

1月3日
1月3日

3月10日
3月10日

3月11日
3月11日

メルボルン、シドニー
オックスフォード
サンディエゴ
メルボルン、シドニー
ケンブリッジ
サンディエゴ

10
10
10
10
10
10

3月27日
3月27日
3月27日
3月27日
3月27日
3月27日

6月2日
6月2日
6月2日
6月2日
6月2日
6月2日

6月3日
6月6日
6月6日
6月3日
6月7日
6月7日

メルボルン、シドニー
メルボルン、シドニー

10
10

6月19日
6月19日

8月24日
8月25日

8月24日
8月25日

メルボルン、シドニー
オックスフォード
サンディエゴ
メルボルン、シドニー
ケンブリッジ
サンディエゴ

11
11
10
11
10
10

9月11日
9月25日
9月18日
9月11日
9月25日
9月18日

11月24日
12月8日
11月24日
11月25日
12月1日
11月24日

11月28日
12月9日
11月28日
11月25日
12月2日
11月29日

2017年1月

FCE
CAE
2017年3月

FCE

CAE

2017年6月

FCE
CAE
2017年9月

FCE

CAE
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Embassy
ブライトン校
イギリス屈指のユニークな海沿 Embassyブライトン校を選ぶ理由
いの街で、文化、歴史、そして · ブライトンにある他の学校では見られな
い、吹き抜け空間とモダンなデザインの
ビ ー チ ラ イ フ を 満 喫 し ま し ょ 個性的な校舎
う。Embassyブライトン校は、 · 校舎のデザインに見合う素晴らしい施設 −
ベラビーズカレッジ内にあるの おしゃれなサイバーカフェ、学生ラウンジ
で、大規模な学生キャンパスの および共用スペース
· 同じキャンパスで学ぶベラビーズ大学の
利点を得ることができ、また
学生との交流
Embassyのサポートも行き届い · キャンパス内にあるレストランでは、手
ています。
ごろな価格で朝食や昼食を取ることがで
レジデンス
· Voyager House：学校敷地内にある年間
利用可能なレジデンス、1人部屋、2食付
き、3食付き、トイレ・シャワー付きの部
屋があります、16歳以上
· Britannia Study Hotel：年間利用可能でス
タイリッシュなスタディーホテル内のレ
ジデンス、1人部屋、トイレ・シャワー付
き、食事なし、18歳以上

ホームステイ

日本人の割合 – 1％

その他の主な国籍
平均学生数：約250名
ドイツ、イタリア、サウジ
アラビア、トルコ、韓国、
クウェート、ブラジル

きます

英語コース
· インテンシブプログラム
· スタンダードプログラム
· 初心者レベル
· 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）
· マンツーマンレッスン

EMBASSYブライトン校
施設概要：

近所での
ショッピング カフェ/食堂

ROA

EET
S TR

ST

GʼS

OAD

D

WE

KIN

ERN R

CH U

NO

3
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アクティビ
ティ&小旅行

図書館

D

PA
R

AD

E

ON R

AN

RD

ND S T

WE S T

Y

G LA

レジデンス

RCH

RT H

ST
ST 2

Steine Gardens

EDW
A RD

ST JA

4
ブライトン埠頭

20

LE

LON
D

D

EN

Embassyブ
ライトン校

W

DY

NE

アカデミックマ
ネージャーブラ
イトン校

R
ST OU

AD
RO

MATTHEW JONES、

1

EHAM R
OAD

KE

本校はベラビーズカ
レッジ敷地内にあ
り、家族的な雰囲気
がある一方で、市街
地の大きなキャンパ
スを共有するとい
う利点もあります。

SH O R

WI - FI完備

GR

O LD

礼拝堂

OAD

· 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）
· 1日3食も可能（16歳以上）
· 朝食のみの宿泊も可能（18歳以上）

1

デビルズ・ダイク - 傑出した自然景
勝地

2

ロ イヤル・パビリオンとブライト
ン・ドーム

3

ザ・レーンズ - 歴史的商業地区

4

ブライトン・シーライフ・センター

S T RE

ET

MESʼS

MAR

STREE
T
INE P
AR A
DE

クラスの後、友達と一緒によ
く海へ行きます。ブライトン
が本当に好きです！
MISAKI、日本
Embassy English /// Embassyブライトン校
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Embassyケンブ
リッジ校
Embassyケンブリッジ校は、す Embassyケンブリッジ校を選ぶ理由
ぐに家族的な雰囲気を感じるこ · 魅力的で閑静なケンブリッジの郊外住宅地
に所在し、大きな屋外の中庭と庭園があり
とができる、古風で趣きのある1 ます
世 紀 前 の 家 屋 に 所 在 し て い ま · 自転車をレンタルし、この街の人気アクテ
す。ケンブリッジは学問の歴史 ィビティに参加しましょう。校内に自転車
の他にも、活気に満ちたナイト の駐輪スペースは 十分にあり、周辺に自転
車のレンタルショップもあります
ライフシーン、お店やレストラ
· ケンブリッジ英語検定試験(CAE)の準備に
ンで有名です。また、首都ロン 関する経験豊富なセンターです
ドンへも電車ですぐに行くこと · 敷地内のカフェテリアでは、予算に合った
食事を選ぶことができます
ができます。

日本人の割合 – 1％

その他の主な国籍
平均学生数：約150名
中国、イタリア、ドイツ、
ブラジル、トルコ、韓国、
クウェート

· バス、自転車、徒歩での通学

レジデンス

· 年間利用可能なレジデンス、1人部屋、食 英語コース
事なし、トイレ・シャワー 付き、18歳以上 · インテンシブプログラム
· スタンダードプログラム
· 初心者レベル
ホームステイ
· 試験対策：CAE（メインレッスン）、IELTS
· ケンブリッジ地区全域で手配可能
（選択授業）
· 1人部屋または2人部屋
· コミュニケーションスキル（選択授業）
· 朝食のみの宿泊も可能（18歳以上）
· マンツーマンレッスン
· 1日2食（週14回）

EMBASSYケンブリッジ校
施設概要：

WI - FI完備

カフェ/食堂

礼拝堂

卓球

庭園

アクティビ
ティ&小旅行

· 1日3食も可能（16歳以上）

4

IA AVENUE

River Cam

1

ミ
 ッドサマー・コモン：フェ
アやイベントを開催

2

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

3

フィッツウィリアム美術館

4

スタディー・イン学生宿泊施設

5

パーカーズ ピース：街のイベン
トを多く開催

EW
ʼS
ST

5
RE
GE
NT
ST

R EE
ST

GR ANGE RO
AD

R
TO

1

DR

Queenʼs
College

2

AN

3

T
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Embassy
ケンブリッジ校

ST

D

SIDGWICK AVENUE

St Johnʼs
College

PI N

ROA

WEST ROAD

Jesus Green

T RU M

レクター、ケンブリッジ校

E

St Johnʼs
College

EN ʼS

University of
Cambridge
Library

TE

L AN

VIC

OAD

Trinity
College

WHITE、センターディ

ES

ON
RT

T

EY R

EE

INGL

QUE

JASON

MAD

TR
ES

学生の皆さんについ
て知り、ご希望の学
習進度を深く理解し
て、達成に向けたお
手伝いをさせていた
だきます。

ST
L
CH

CA

私の学校は、大きく快適な家
屋にあるので、Embassyでの
生活に馴染むことができ、友
達や先生と親しくなることが
できます。
SANTIAGO、コロンビア
Embassy English /// Embassyケンブリッジ校
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Embassyセント
ラルロンドン校
ロ ン ド ン の 中 心 地 に 所 在 す る Embassyセントラルロンドン校を選ぶ
Embassyセントラルロンドン校 理由
は、大都市を満喫するの最適なロ · 現地の法科大学のキャンパスに所在する本
校では、大学の学生と交流したり、語学交
ケーションです。現地の法科大学 流をしたり、キャンパス内の素晴らしい施
のキャンパスに所在する本校で 設を利用することができます
は、ロンドンの見どころを身近に · 所在地である人気のブルームズベリーに
楽しむことができるほか、世界各 は、数々の大学が立地しており、賑やかな
学生街となっています
地からの学生と交流できるという · 自立した学生のための幅広い宿泊のオプシ
利点もあります！
ョンがあります。レジデンスの1つは、本

Regentʼs
Park

S
EU

L
EL

ST

SS
RU

M

近所での
ショッピング カフェ/食堂

礼拝堂

WI - FI完備

E

R
UA

Embassy
セントラ 1
ルロンド
ン校

D
OXFOR

5

4

RY

2

ST

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

B

6

レスター・スクエア：シネマ・シ
アター地区

6

U

A
SH

IM

AV
E

RD

T
MOR

T
ER S

1

SQ

CT
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EMBASSYセントラルロ
ンドン校施設概要：

RD

ER

センターディ
レクター、
セントラル
ロンドン校

NE R

EN

ELEANOR MALY、

L EB O

N
TO

W
GO

MARY

TT
TO

セ ン トラ ルロンド
ン は ロン ドンの中
心 地 であ り、必要
な も のが すぐ近く
に あ りま す。本校
は 市 街地 にありま
すが、家族的な雰
囲気があります。

平均学生数：約150名
トルコ、ブラジル、中国、
イタリア、韓国、フラン
ス、サウジアラビア

アクティビ
ティ&小旅行 図書館

R

· ロンドン地区全域で手配可能（18歳以上）
· 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
· 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

· インテンシブプログラム
· スタンダードプログラム
· 初心者レベル
· 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）
· マンツーマンレッスン

ST

ホームステイ

その他の主な国籍

英語コース

NT

· 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 付き、食事なし、18歳以上
· Stay Club：活気ある地区にあり、年間利用
可能なレジデンス、学校まで地下鉄で15分
以内、1人部屋または2人部屋、トイレ・シ
ャワー付き、食事なし、18歳以上
· The Curve：テムズ川とロンドン塔の近くに
ある夏季限定のレジデンス、1人部屋、トイ
レ・シャワー付き、食事なし、18歳以上

校から徒歩圏内にあります
· 朝食、昼食や軽食を取ることができるカフ
ェが敷地内にあるほか、付近にも食事をす
る場所はたくさんあります
· 昼休みのショッピングに、オックスフォー
ドストリートに簡単に出ることができます
*18歳以上

E
EG

レジデンス

日本人の割合 – 4％

FT

ES

3

先生はいつも学生
のことや、学生が
学んでいることに
関心を持っていま
す。そのため快適
に過ごし、英語に
自信を持つことが
できます。
JESSICA、
コロンビア
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Embassyヘイス
ティングス校
Embassyヘイスティングス校で Embassyヘイスティングス校を選ぶ理由
は、伝統的なイギリスの海辺の · Embassyで初めて開校した本校は、古い
歴史を持つ魅力的な建物にあり、バーベ
街での生活を体験できます。本 キューやスポーツ、新しい友達と一緒に
校はビーチや開業したばかりの 過ごすためのスペースが十分に用意され
埠頭の近くに所在しており、歴 ています
史地区もすぐ近くにあります。 · ほとんどのホームステイ先は徒歩圏内に
あり、年齢の低い学生に適しています
学習のサポートが整い、家族的
· 非常に経験豊かなチームがセンターを担
な雰囲気があり、Embassyで最 当しており、楽しいコミュニティの雰囲
初に開校したこの学校ならでは 気が感じられるよう配慮しています
の経験から、たくさんのことを · 本校は、英国で最も経済的な学習センタ
ーであり、手ごろな価格の食堂で昼食を
学ぶことができます。
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）
· 1日3食も可能（16歳以上）

日本人の割合 – 1％

その他の主な国籍
平均学生数：約100名
イタリア、サウジアラビア、
ドイツ、チェコ共和国、
トルコ、フランス、ブラジル

取ることができます
· すべての年齢の学生に適した素晴らしい
アクティビティプログラム

英語コース
· インテンシブプログラム
· スタンダードプログラム
· 初心者レベル
· マンツーマンレッスン

EMBASSYヘイスティ
ングス校施設概要：

WI-FI完備

食堂

礼拝堂

アクティビ
ティ&小旅行

ST HELENʼS RD

ERST

ROAD
IO

HE

PR

BO

ST

GA
MAR

LACE

LD P
SFIE

EVER

BR

D

2

Embassy
学習センター

RETʼS

RD

4

ʼS R
EEN

AYBR

D
KE R
O

QU

E
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AD
RO

O

D

RY

IA
M

LES R
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LONDON ROAD

REG VEALE、センタ
ーディレクター、
ヘイスティングス校

1

CH

ヘイスティングスに来
て、リラックスした住宅
と学習環境の中、Embassy
ならではのくつろぎの雰
囲気を味わいましょう。
歴史に溢れ、古風で趣が
あり、絵になる街を気に
入っていただけるはずで
す。ここは、現代英語の
発祥地です...

3
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

ヘイスティングス城

4

ホワイト・ロック・シアター：音楽
とイベント

小規模なクラスなので、先生はす
べての学生に注意を向けることが
でき、クラスメートも容易に助け
合うことができます。
ONSINEE、タイ
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Embassy ロンドン
グリニッジ校

GR

EE

N W ICH M A R K

ロンドンの中心街からわずか20 Embassyロンドングリニッジ校を選ぶ
分のEmbassyグリニッジ校は、ベ 理由
· 歴史的建造物、店やマーケットがある美し
ラビーズ・カレッジのモダンな い郊外のグリニッジで、ロンドンでのゆっ
キャンパスに所在しています。 たりとした生活を経験できます
数々の素敵なレストラン、美し · 安全なゲートがあり、レジデンスがスタデ
ィーセンターに隣接する学生コミュニティ
い公園、歴史的な市場に恵まれ は、年齢が低い学生に最適です
た、魅了的でフレンドリーな街 · キャンパスと学習設備を共有するベラビー
です。テムズ川へ徒歩で行くこ ズカレッジの学生と会うことができます
· 敷地内のレストランでは、学生が必要とす
とができる歴史的なグリニッジ るすべての食べ物が用意されています
での生活をお楽しみください。
レジデンス

· McMillanでは、英国および各国からの学
生と共に年間通してキャンパス内のレジ
デンスに住むことができます
· 年間利用可能なレジデンス、1人部屋また
は2人部屋、食事なし、トイレ・シャワー
付き、18歳以上
· 年間利用可能なレジデンス、1人部屋また
は2人部屋、2食付き、3食付き、トイレ・
シャワー付き、16歳以上

ET

日本人の割合 – 1％

その他の主な国籍
平均学生数：約200名
チェコ共和国、イタリア、
韓国、中国、ブラジル、
ロシア、トルコ

英語コース

· インテンシブプログラム
· スタンダードプログラム
· 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）
· マンツーマンレッスン

EMBASSYロンドングリニ
ッジ校施設概要：

WI - FI完備

カフェ/食堂

礼拝堂

アクティビ
ティ&小旅行

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）
· 1日3食も可能（16歳以上）
· 朝食のみの宿泊も可能（18歳以上）

LOND
ON
BRIDGE

COMMERCI
AL ROA
D

KE
NT

RO
AD

m

es

STOWAGE

Embassy
ロンドングリニッ
ジ校とレジデンス

CREE
KSIDE

LD

VE
LY

a
Th
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1
ROAD

ST

センターディレ
クター、セン
トラルロンドン校

JA
M
AI
CA

N

ELEANOR MALY、

4

E

グリニッジは楽しい街
です。本校のスタッフ
は大きなキャンパス内
にある小さなチームな
ので、学生はその両方
の利点を得ることがで
きます。

近所での
ショッピング 図書館

CREEK RD

2

3

1

O2アリーナ：音楽とイベント

2

国立海洋博物館

3

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

4

ロンドン塔

皆で外に出てネイティブ
スピーカーと話してイン
タビューをします。興味
深く楽しい活動です。
WONSIK、韓国
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Embassyオック
スフォード校
典 型 的 な イ ギ リ ス の 大 学 生 活 Embassyオックスフォード校を選ぶ理由
を、英国最古で最も名声の高い · オックスフォードの中心部の歴史的建造物に
所在する、インテリアはモダンな学校です
大学都市オックスフォードで楽 · 経験豊かな教師がケンブリッジ英語検定
しむことができます。キャンパ （FCE）資格取得のお手伝いをします
スは、オックスフォードの中心 · 予算に合う各種宿泊施設のオプションがあ
部にあり、立派な歴史と刺激的 り、一部のレジデンスは学校から徒歩圏内
にあります
なモダンライフのバランスが取
れています。
英語コース

日本人の割合 - 3％

その他の主な国籍
平均学生数：約150名
イタリア、トルコ、韓国、
中国、サウジアラビア、
タイ、ブラジル

· インテンシブプログラム
· スタンダードプログラム
· 学校から徒歩圏内にレジデンス有り
· 初心者レベル
· Oxford MansionsとBlue Boar Annexe：1人 · コミュニケーションスキル（選択授業）
部屋または2人部屋、トイレ・シャワー付 · FCE（メインレッスン）IELTS（メインレッ
き、食事なし、18歳以上
スン&選択授業）
· Blue Boar residence：2人部屋、トイレ・シ · マンツーマンレッスン
ャワー付き、食事なし、18歳以上

レジデンス

ホームステイ

EMBASSYオックスフォー
ド校施設概要：

· 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）
· 1日3食も可能（16歳以上）
· 朝食のみの宿泊も可能（18歳以上）

WI - FI完備

礼拝堂

近所での
アクティビ
ショッピング ティ&小旅行

’

1

BEAUMONT

Trinity College

ST
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DA T
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HOLY WELL
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ST

Embassy
オックスフ 3
ォード校 IGH STREET

Magdalen
College

H

ON ST
MERT

Merton
College

THAM

ES S
T
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r Tha
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m

ST ALDATES

Christchurch
College
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ST

FABIO DA SILVA MOORE、
資金・入学アドバイザー、
EMBASSYオックスフォー
ド校

TON
WAL

オックスフォード校
では、毎日のやり取
りと英語の練習によ
り、学生の目標達成
を約束する一方で、
楽しく生活をするこ
とができるよう取り
組んでいます。

2

1

アシュモレアン博物館

2

O 2 ア カ デ ミ ー ・ オ ッ ク ス フ ォ ー
ド：音楽コンサートなど

3

カバード・マーケット（屋根付き市
場）：オーガニック食品やファッ
ションブティック

私は、皆さんをサポー
トする学生アンバサダ
ーです。毎週月曜日
に、アクティビティな
ど学校で起きているこ
とをお話しします。
MEQBEL、クウェート
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Embassy
ボストン校
アメリカ最古の都市の1つである Embassyボストン校を選ぶ理由
ボストンは、アメリカの歴史と · 大学で有名な都市、ボストンのダウンタウ
ンに所在するモダンな学校で、世界レベル
文 化 の 体 験 に 最 適 な 場 所 で の教育を期待できます
す。Embassyボストン校は、ボス · 本校のセンターディレクターのLindaは、
トンの中心部に所在し、博物館 長年学生を迎え入れており、どうすれば学
や人気のある史跡の近くにあり 生がリラックスし、学校での時間を最大限
に活用できるかを正確に心得ています
ます。ショッピングや食事、社
· 本校の素晴らしい講師のチームとTOEFLを
会生活にとても適しています！
学びましょう。また、バケーション&トラ
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・シャワー付きまたはトイレ・シ
ャワー 共有を選択可能
· 2つのレジデンスのうちの1つには、フィ
ットネスセンターとカフェがあります
· 食事なしのアパートも選択可能

ホームステイ
· ボス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

日本人の割合 – 4％

その他の主な国籍
平均学生数：約200名
サウジアラビア、コロンビ
ア、タイ、トルコ、メキシ
コ、中国、ブラジル

ベル英語コースでも学べます

英語コース
· インテンシブプログラム
· スタンダードプログラム
· スタンダードプラスプログラム
· 初心者レベル
· 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）
· バケーション＆トラベル英語
· マンツーマンレッスン

EMBASSYボストン校
施設概要：

大学カウン
セリング

WI-FI完備

礼拝堂

近所での
ショッピング

アクティビ
ティ&小旅行
Charlestown

1

North Point Park

IN

RS
TE
TA
93
BOWDOIN
STREET

Boston
W
Common EST S

ON S T
LE S T

O NT S

T

Embassy
ボストン校

SE

AP

OR

TB

LV
D

1

ハーバード大学とマサチューセッ
ツ工科大学

2

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

3

エスプラナード：無料コンサート
や映画上映も行われる川沿いの美
しい場所

4

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

T

INTERSTATE 9 0
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North End

Lederman Park

LINDA WALSH、

センターディレク
ター、ボストン

TE

当校が優れてい
るのは、その充
実したテクノロ
ジーとスタッフ
にあります。

レジデンス

ボストンのダウンタウ
ンを歩き回るのが大好
きです。またボストン
の人々と話すだけでも
素晴らしい体験です。
PATRICIA、ブラジル
Embassy English /// Embassyボストン校
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Embassy フォート
ローダーデール校
太陽いっぱいのフォートローダ フォートローダーデールを選ぶ理由
ーデールは、アメリカ的なビー · モダンな本校は、フォートローダーデール
リバーウォークのすぐ近くに所在してお
チライフ、文化、そして娯楽の り、ラスオラスのトレンディーな商業地区
体験に最適な場所です。Embassy から歩いてすぐの所にあります
フォートローダーデール校は、 · レジデンスは、ビーチから1ブロックしか
レジデンス、リバーフロントカ 離れていません。ビリヤード台やバーベキ
ュー施設、屋外プールがあり、学生に非常
フェ、ブティック、そして刺激
に人気です
的なナイトライフスポットに近 · フロリダの気候は、リラックスした温かい
いモダンな学校です。
雰囲気を醸し出し、楽しく学習することが
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・シャワー付き
· 食事なし

日本人の割合 – 5％

その他の主な国籍
平均学生数：約150名
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

できます
· 米国のEmbassy Englishで最もコスト効果の
良い学校です

英語コース

EMBASSYフォートローダ
ーデール校施設概要：

· インテンシブプログラム
· スタンダードプログラム
· スタンダードプラスプログラム
· コミュニケーションスキル（選択授業）
ホームステイ
· ビジネス英語（選択授業）
· フォートローダーデール地区全域で手配 · English in Action（企業研修）
可能
· 試験対策：TOEFL（選択授業）
· 1人部屋または2人部屋
· バケーション＆トラベル英語
· 1日2食（週14回）
· マンツーマンレッスン
· 朝食のみの宿泊も可能

大学カウン
セリング

WI-FI完備

礼拝堂

近所での
ショッピング

アクティビ
ティ&小旅行

W SUNRISE BLVD

W BROWARD BLVD

3

Holiday Park

E BROWARD BLVD

4

E LAS OLAS BOULEVARD

DAVIE BLVD

AVE

Sth FEDER AL HIGHWAY

Sth ANDREWS
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レジデンス
1

Embassyフォート
ローダーデール校
4th AVE

34

Nth FEDERAL HIGHWAY

NW 6th ST

STEPHEN IACULLO、

センターディレクタ
ー、フォートローダ
ーデール校

Nth ANDREWS AVE

目標を達成するた
めに本校へお越し
ください。また暖
かく太陽いっぱい
の天気の中で楽し
く過ごせますよ！

E LAS OLAS BOULEV
ARD

2

Fort
Lauderdale
Beach Park

SE 17th STREET

1

FORT LAUDERDALE BEACH

2

LAS OLAS BEACH

3

ヒマーシーヴィレッジ：活気あふれ
るエンターテイメント地区

4

ラスオラスのショッピング&レスト
ラン街

レベル1から始め、
既にレベル4に到
達しました。この
ことを非常に誇り
に感じています！
GLADYS、
フランス
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Embassy
ロングビーチ校
Embassyロングビーチ校は、活 Embassyロングビーチ校を選ぶ理由
気あるビーチコミュニティにあ · ロサンゼルスとその高速道路の喧騒から逃
れる場所、ロングビーチは、ビーチカルチ
り、ショッピングスポット、公 ャーが似合うリラックスしたカリフォルニ
園、娯楽が豊富です。カリフォ ア流のオルタナティブなライフスタイルが
ルニアでの週末を、大都市ロサ あります
ンゼルスの魅惑的なハリウッド · 中庭や屋外の庭を備えたモダンな本校では、
学習も友達作りも楽しむことができます
で過ごしたり、アメリカ有数の
· ビーチカルチャーを満喫したい長期滞在の
美しい海岸線を探索したりする 学生にも、素晴らしいカリフォルニアの自
ことができます。
然を探索したいバケーション&トラベル英
レジデンス
· 18歳以上
· ビーチにすぐに行ける距離にあり、各部
屋からプールやバーベキュースペース、
マリーナを見渡すことができます
· 2人部屋、食事なし、トイレ・シャワー付
き、各部屋に冷蔵庫と電子レンジ有り

日本人の割合 – 8％

その他の主な国籍
平均学生数：約100名
サウジアラビア、ブラジ
ル、トルコ、韓国、スイ
ス、ロシア、コロンビア

語コースの学生にも最適です

英語コース

· インテンシブプログラム
· スタンダードプログラム
· スタンダードプラスプログラム
· 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）
ホームステイ
· 試験対策：TOEFL（選択授業）
· ロサンゼルスおよびロングビーチ地区全 · バケーション＆トラベル英語
域で手配可能
· マンツーマンレッスン
· 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
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礼拝堂

アクティビ
ティ&小旅行

E
S AV
MITO

E BROADWAY

AL A

Embassy
ロングビ
ーチ校

WI-FI完備

2

E 6th ST

E OCE AN

BLVD

IVE

W OCEAN BLVD

大学カウン
セリング

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

DR

W S H O R EL I N E D R I V E

W BROADWAY

LONG BEACH BOULEVARD
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W 4th ST
W 3rd ST

PINE AVE

MARK CANETT、
アカデミックマネージャー、
ロングビーチ校

W 7th ST

W 6th ST

Los Angeles River

ロングビーチ校で
は、私達は家族のよ
うに一緒に過ごすこ
とが多いのですが、
ハリウッドや南カリ
フォルニアのビー
チ、ディズニーラン
ドへ出掛けることも
あります。

PACIFIC AVE

MAGNOLIA AVE

1

EMBASSYロングビーチ校
施設概要：

H
WS

3

OR

EL

IN

E

4
Qu

ee
nsw
ay B
ay

3

ロングビーチ水族館

4

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

この学校が大好きです。誰か
が誕生日のときは、皆でお祝
いをしてビーチへ行きます。
KUHEI、日本
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Embassy
ニューヨーク校
伝説的なEmbassyニューヨーク校 Embassyニューヨーク校を選ぶ理由：
で、世界有数の大都市での生活 · マンハッタンの中心部にある本校は、30年
間学生の教育で成功を収めてきました
を体験しましょう。エンパイア · 経 験 豊 富 な 講 師 の チ ー ム を 擁 す る 本 校
ステートビルとマディソンスク は、TOEFLの高得点を達成するために最適
エアガーデンから数ブロック、 な場所です。バケーション&トラベル英語プ
タイムズスクエアからは2駅しか ログラムでも、TOEFLの学習が可能です
· レジデンスは、賑やかなニューヨーク市の中
離れていない本校は、ニューヨ
心部に所在しています。マディソンスクエ
ークの真の中心部で学習するこ アガーデンの向かい側にあり、学校へは徒
とができる学校です！
歩10分で到着します。
· マンハッタンはアクティビティが非常に多
レジデンス
く、本校の幅広い選択肢からどれを選べば
· 18歳以上
よいか迷うほどです。またアクティビティ
· The New Yorker：1人部屋または2人部屋、 では、新しい友達を作ったり、街について
食事なし、トイレ・シャワー付き、学校ま 学ぶこともできます
で徒歩圏

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

日本人の割合 – 7％

その他の主な国籍
平均学生数：約250名
ブラジル、韓国、トルコ、
イタリア、コロンビア、フ
ランス、中国

英語コース
· インテンシブプログラム
· スタンダードプログラム
· スタンダードプラスプログラム
· 初心者レベル
· 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）
· バケーション&トラベル英語
· マンツーマンレッスン

EMBASSYニューヨーク校
施設概要：

大学カウン
セリング

WI-FI完備

アクティビ
近所での
ティ&小旅行 ショッピング
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TU

BR

ZACHARY
PIPER、センタ
ーディレクター、
ニューヨーク校

LN

R D RI V

ニューヨークは賑
やかな大都市です
が、Embassyニュー
ヨーク校の学生は、家
庭的な雰囲気を感じて
います。本校は、
主要都市圏にあ
る学生の拠点
です。

CO

FD

LIN

NA
VE

AM

D RI V E

SBU

RG

BR

ID G

E

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

タイムズスクエア

3

エンパイアステートビル

4

自由の女神

5

THE NEW YORKER RESIDENCE

ブルックリンへ行
く時に、先生はと
ても良いレストラ
ンをいくつか教え
てくれました。こ
こはとても素敵
な場所で大好き
です！
GULIA、イタリア
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Embassy
サンディエゴ校
Embassyサンディエゴ校でサー Embassyサンディエゴ校を選ぶ理由
フィンを楽しもう！明るいダウ · アメリカのEmbassyで有数の人気の高い学
校です。世界各国の友達を作るチャンスが
ンタウンのキャンパスで学び、 たくさんあります。
カリフォルニアの素晴らしい天 · 本校が所在する22階からは、海とサンディ
気とリラックスしたライフスタ エゴのスカイラインの素晴らしい眺めが味
イルをお楽しみください。本当 わえます
· ケンブリッジ英語検定やTOEFL試験の学習
に素敵なビーチ、刺激的な周辺
等、本校のスタッフには成功に向けた学習
地域、そしてもちろんカリフォ を支援する豊かな経験があります
ルニアの素晴らしい自然の近く
英語コース
で生活することができます！

日本人の割合 – 3％

その他の主な国籍
平均学生数：約250名
サウジアラビア、ブラジ
ル、スイス、韓国、トル
コ、イタリア、ドイツ

· インテンシブプログラム
· スタンダードプログラム
· スタンダードプラスプログラム
· 18歳以上
· 初心者レベル
· 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 · 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）
ー共有を選択可能
· English in Action（企業研修）
· 食事なし
· 試験対策：FCE、CAE、TOEFL（メインレ
ッスン）
ホームステイ
· バケーション＆トラベル英語
· サンディエゴ地区全域で手配可能
· マンツーマンレッスン
· 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

レジデンス

EMBASSYサンディエゴ校
施設概要：

大学カウン
セリング

WI-FI完備

アクティビ 近所での
ティ&小旅行 ショッピング

2

Embassy BROADWAY
サンディエゴ校
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3 1
1st AVE
FRONT ST

センターディレクター、
サンディエゴ校

STATE ST

DANIEL NOWATNICK、

COLUMBIA ST

IC HWY
PACIF
N HARBOUR DRIVE

学生が目標を達成
するために熱心に
取り組んでいます
が、ときにはアメ
リカ有数の美しい
ビーチで太陽の光
を浴びて皆で楽し
むこともあります。

4

1

BALBOA PARK

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 産地直
送市場

英語を学ぶことができ、
ビーチへも行くこともで
きると知った時、すぐに
この学校にしようと決め
ました。信じられないほ
ど素晴らしい経験をしま
した。
ANDRES、コロンビア
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Embassy サン
フランシスコ校
サ ン フ ラ ン シ ス コ は 活 気 が あ Embassyサンフランシスコ校を選ぶ理由
り、文化的に豊かなアメリカの · 経験豊富で熱心な当校チームがサポート
する、離れがたくなるほどアットホーム
都 市 で す 。 音 楽 や 芸 術 で 有 名 なコミュニティ
で、ゴールデン・ゲート・ブリ · 地元企業との提携により高い人気を博す
ッジやフィッシャーマンズワー るイングリッシュ・イン・アクションの
フといった、著名な観光地もあ 企業研修
· 1日2食付きの滞在オプションで留学費用
ります。Embassyサンフランシ
を節約
スコ校は、ユニオンスクエアの
近くに所在しているため、市街 英語コース
地を探索する素晴らしい拠点に · インテンシブプログラム
· スタンダードプログラム
なります。

日本人の割合 – 8％

その他の主な国籍
平均学生数：約200名
ブラジル、韓国、サウジア
ラビア、台湾、フランス、
トルコ、イタリア

· スタンダードプラスプログラム
· コミュニケーションスキル（選択授業）
レジデンス
· ビジネス英語（選択授業）
· 1人部屋または2人部屋
· English in Action（企業研修）
· トイレ・シャワー付またはトイレ・シャワ
· 試験対策：TOEFL（メインレッスン）
ー共有を選択可能
· バケーション＆トラベル英語
· 食事なし
· マンツーマンレッスン
· 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

EMBASSYサンフラン
シスコ校施設概要：

大学カウン
セリング

WI-FI完備

礼拝堂

近所での
ショッピング

ホームステイ
· サンフランシスコ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
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WAY ST
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JOHN LOGRASSO、
センターディレクター、
サンフランシスコ校

FILLMO

アットホームをモッ
トーとする当校なら
ではの柔軟な姿勢
で、すべての留学生
を心を込めてサポー
トします！
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San Francisco
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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

サンフランシスコ校が本当に気
に入っています。ここでは、人
と文化が最も大切にされている
のです。
KIRAL、トルコ
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Embassy
トロント校
この素晴らしい街、トロントには Embassyトロント校を選ぶ理由
「フレンドリー」と「コスモポリ · スタッフがフレンドリーで、当校の経験豊
富なチームが皆様を温かく迎え入れます
タン」という二つの言葉がぴった · トロントの美しいスカイラインを望む大き
り当てはまります。Embassyトロ な明るい教室、快適な学習環境
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 英語コース
· インテンシブプログラム
市」を肌で体験してみませんか。
· スタンダードプログラム
学校はCNタワーやオンタリオ湖 · 初心者プログラム
にも近く、数々の文化活動を楽し · 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）
むこともできます。
レジデンス

· パワースピーキングプログラム
· 試験対策：IELTS（選択授業）

· 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

日本人の割合 – 14％

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

EMBASSYトロント校
施設概要：

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（お弁当も利用可能）
· 希望に応じて、朝食のみの宿泊も可能

大学カウン
セリング

WI-FI完備

礼拝堂

近所での
ショッピング

アクティビ
ティ&小旅行
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センターディレクタ
ー、トロント校

EGE
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入学初日から卒業
まで、私たちは一
貫して一人一人の
目標と成果にコミ
ットしています。

Embassy
学習センター

2

2

1

ST

Roundhouse
Park

GARDINER E X
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Y
SWA

1

3
4

CNタワー
セント・ローレンス・マーケット
ロイヤル・オンタリオ博物館
ケンジントン・マーケット

毎日が大変楽しいです。
勉強しているんですが、
気が付くといつも笑顔に
なっています。
NICO、ドイツ
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Embassy
オークランド校
文化とナイトライフ、そして冒険 Embassyオークランド校を選ぶ理由
で有名なオークランド。Embassy · 同じキャンパスで学ぶ大学生と交流
· ヴィンテージショップ、現代美術、ライブ
オークランド校に留学して、魅力 音楽を楽しめる活気に満ちたKロードに立地
的なビーチや険しい山々、そして · 経験豊富なチームが、充実した学習と余暇
多様な島々の景観など、世界的に を楽しめるようサポート
有名なニュージーランドの自然の
英語コース
驚異を探求してみませんか。
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

日本人の割合 – 8％

· インテンシブプログラム
· セミインテンシブプログラム
· 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）
· マンツーマンレッスン

その他の主な国籍
平均学生数：約150名
ブラジル、韓国、コロンビ
ア、タイ、ドイツ、サウジ
アラビア、フランス

EMBASSYオークランド校
施設概要：

· 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）
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M
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LINDSAY SPEDDING、
センターディレクター、
オークランド校

Sa

E

RN

オークランドは活気に
満ちた多文化都市で、
自然美を誇るニュー
ジーランドへの入口
です。各自が最高の学
習体験を得られるよう
に、フレンドリーなス
タッフが献身的にサポ
ートします。

y
s Ba
ar y

大学カウン
セリング

4

スカイタワー
オークランド大学
ピハビーチ
ボイジャー・ニュージーランド国立
海洋博物館

素敵な先生です。
私が常にベストを
尽くせるように、
いつも励ましてく
れます。
BUSCRA、トルコ
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Embassy
ブリスベン校
水の都ブリスベンでは、機能的 Embassyブリスベン校を選ぶ理由
な都市の生活と冒険に満ちた屋 · オーストラリア的くつろぎのライフスタ
イルを実感できる州都ブリスベンで、フ
外活動を楽しめます。キャンパ レンドリーなスタッフがアットホームな
スがブリスベンの中心部に位置 雰囲気でサポート
しているため、地元の観光スポ · 同じキャンパスで学ぶ専門学校生と交流
ットやすばらしいオーストラリ · アットホームな環境を提供する厳選され
たホストファミリー
アの自然に気軽にアクセスが可
· 進学英語コースはクイーンズランドの提
能です。
携専門学校・大学への進学希望者に最適
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
· 共用バスルーム
· 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

日本人の割合 – 13％

その他の主な国籍
平均学生数：約200名
コロンビア、韓国、サウ
ジアラビア、ブラジル、
中国、イタリア、タイ

英語コース
· インテンシブプログラム
· セミインテンシブプログラム
· 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）
· マンツーマンレッスン

EMBASSYブリスベン校
施設概要：

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）

WI-FI完備

カフェ
（地上階）

近所での
アクティビ
ショッピング ティ&小旅行
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学生たちが言語学習に励
み、ネイティブスピーカ
ーのように英語を話せる
ようになるという夢の実
現に向けて努力できる環
境を提供することが当校
の目標です。

1
2

3
4
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クイーンストリートモール
ホイール・オブ・ブリスベン（大観
覧車）
カンガルー・ポイント・クリフ
シティ・キャットによる船旅

Embassyに留学したこと
で、信頼できる先生方に
出会い、英語を上達する
素晴らしい機会を得るこ
とができました。
MARISTELA、ブラジル
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Embassy
メルボルン校
オーストラリアのスタイリッシ Embassyメルボルン校を選ぶ理由
ュな国際都市に位置する、近代 · 最新設備を完備した近代的な美しい校舎
· 同じキャンパスで学ぶ専門学校生・大学生
設備を誇るEmbassyメルボルン （オーストラリア人多数）と交流
校。セントラル・ビジネス・デ · ケンブリッジ英検とIELTS試験対策に最適
ィストリクトの中心部に位置す · キャンパスでケンブリッジ英検（FCEまた
る当校は、同グループの専門学 はCAE）の受験可能 ケンブリッジ英検試験
会場に指定
校・大学とキャンパスを共有
し、近隣にはファッショナブル 英語コース
なショップやトレンディーなカ · インテンシブプログラム
フェ、多様なレストランが軒を · セミインテンシブプログラム
· スタンダードプログラム
連ねています。

日本人の割合 – 10％

その他の主な国籍
平均学生数：約500名
サウジアラビア、韓国、
コロンビア、タイ、イン
ド、ブラジル、フランス

· 初心者レベル
· コミュニケーションスキル（選択授業）
レジデンス
· ビジネス英語（選択授業）
· Urban Central：大部屋、1人部屋、2人部屋
· 進学英語
（ダブル・ツイン）、ファミリールームを
· 試験対策：FCE、CAE、IELTS（メインレッ
選択可能学校まで徒歩15分
スン＆選択授業）
· マンツーマンレッスン

EMBASSYメルボルン校
施設概要：

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）

大学カウン
セリング

カフェ
（地上階）

WI-FI完備

アクティビ
ティ&小旅行
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JULES KAPLAN、
センターディレクター、
メルボルン校
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LA

RU

Flagstaﬀ
Gardens

KIN

モダンでダイナミック
な楽しみに満ちた都市
メルボルンは、刺激的
な体験の宝庫です。当
校の最新施設で勉学に
励み、生きた英語を身
につけてください！

Unilodge
Residence

1
2

YR

D

3
4

スペンサーアウトレットセンター
州立図書館
メルボルン水族館
ユーレカタワー

意見を述べる機会がたくさん
あり、英語が成長しました。
MASAHIRO、日本
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Embassyサーファー
ズ・パラダイス校
名 称 が す べ て を 物 語 っ て い ま Embassyサーファーズ・パラダイス校を
す！世界的に有名なゴールドコ 選ぶ理由
· 名高い観光地サーファーズ・パラダイスビ
ーストでの生活を体験してみた ーチからわずか1ブロックの立地
いなら、Embassyサーファーズ・ · 経験豊富で熱心なチームの指導により、行
パラダイス校は理想的です。オ 楽地を満喫しながらしっかり勉強
ーストラリアの名高いビーチで · 学生サービスマネージャーのマーガレット
が学生のケアを管理
サーフィンを学びながら、英語
力を磨くことができます。
英語コース
· インテンシブプログラム
· セミインテンシブプログラム
· さまざまな滞在先を手配可能。プール、 · スタンダードプログラム
バーベキューエリア、レクリエーション · ビジネス英語（選択授業）
施設が完備
· コミュニケーションスキル（選択授業）
· 大部屋、1人部屋、2人部屋（ツイン・ダ · 試験対策：IELTS（メインレッスン＆選択
ブル）を選択可能
授業）
· 食事なし
· マンツーマンレッスン

レジデンス

ホームステイ

日本人の割合 – 14％

その他の主な国籍
平均学生数：約100名
ブラジル、韓国、サウジア
ラビア、コロンビア、スイ
ス、スペイン、中国

EMBASSYサーファーズ・
パラダイス校施設概要：

· 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）

WI-FI完備

カフェ
（地上階）
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美しいゴールドコースト
にあるキャンパスで、楽
しく勉強してください。
各自が目標を達成できる
よう優れた教師陣が指導
します。また、徒歩わず
か数分で世界有数の美し
いビーチが広がります。

OA ST HW Y

近所での
アクティビ
ショッピング ティ&小旅行

2
3
4

ドリームワールド（テーマパーク）
ムービーワールド
シーワールド
サーファーズ・パラダイス

人生で最高の経験
です...様々な文化
圏から来た人々と
たくさん出会うこ
とができました。
GISELLE、コロンビア
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Embassy
シドニー校
大 学 風 の キ ャ ン パ ス が 特 徴 の Embassyシドニー校を選ぶ理由
Embassyシドニー校には、レス · 同じキャンパスで学ぶ同グループの専門学
校生・大学生と交流
トランやバーをはじめ、様々な · 経験豊富な教師陣が揃い、ケンブリッジ英
観 光 ス ポ ッ ト が 近 接 し て い ま 検対策に最適
す。シドニーのアイコンである · キャンパスでケンブリッジ英検（FCEまた
オペラハウスやハーバーブリッ はCAE）の受験可能 ケンブリッジ英検試験
会場に指定
ジは徒歩圏内、バスやフェリー
· ニューサウスウェールズ州の様々な提携専
を使えば、簡単にシドニーの人 門学校・大学への足掛かりとなる進学英語
気のビーチを訪れることができ コース
· ランチ、軽食、コーヒーを楽しめる場所が
ます。

日本人の割合 – 11％

その他の主な国籍
平均学生数：約250名
韓国、ブラジル、中国、
コロンビア、インド、
スペイン、ドイツ

近隣に豊富に揃う

レジデンス
· 便利な立地、あらゆるニーズに対応でき
る様々な設備を完備
· Jack’s Place、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（ダブル、ツイン）
· 専用または共用バスルームを選択可能
· 食事なし

ホームステイ

英語コース
· インテンシブプログラム
· セミインテンシブプログラム
· スタンダードプログラム
· 進学英語
· 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）
· 各種試験対策：FCE、CAE、IELTS（メイン
レッスン＆選択授業）
· マンツーマンレッスン

EMBASSYシドニー校
施設概要：

大学カウン
セリング

· シドニー郊外全域で手配可能
· 1人部屋
· 1日2食（週16回）

WI-FI完備
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美しいビーチ、オ
ペラハウス、ハー
バーブリッジで知
られるシドニー。
この地で、フレン
ドリーな環境とと
もに質の高い教育
を提供することが
当校の目的です。

2
ST

3

4

シドニー・オペラハウス
シドニータワー
ダーリングハーバー：バー＆レスト
ラン
チャイナタウン

英語力を高めてか
ら、大学で工学を専
攻したいと思ってい
ます。
NICOLAS、ドイツ
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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います。
レジデンス − 他の学生と生活
自分のペースで生活しながら、世界中から集まった
留学生たちと経験を分ち合えます。当校のレジデン
スは、快適姓、ロケーション、設備、スタッフを考
慮して厳選しております。
⋅ 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
⋅ 専用または共用バスルームと部屋タイプを選択可能
⋅ 自炊、食堂付、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
ホームステイでは、フレンドリーなホストファミリ
ーの自宅で生活を共にする機会が得られます。地元
の人たちとの交流を通じ、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
Embassy Englishは、18歳未満の学生に適した安全な
宿泊施設を提供しています。未成年者は、ホームス
テイまたはEmbassyが承認したレジデンスを選択す
ることができます。多くの施設で1日3食付きのオプ
ションが提供されています。ホームステイとレジデ
ンスの両方で門限が設定されています。
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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
Visa documents are issued when appropriate payment has been
received. Transfer and accommodation documents are released
14 days prior to course start date provided appropriate payment
and travel details have been received and enrolment processed
more than four weeks in advance of course start date.
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.
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 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 account of the Embassy English Representative or if no
representative, then to the account of the individual from whom
Embassy English has received the original direct payment.
2. Services
Embassy English reserves the right to change details of its services,
including courses, facilities, schools, 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.
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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. 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.
 rovided travel details and payment in accordance with your payment
P
arrangement has been received.

*

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 and Canada, students not wishing to take StudyCare
must present an equivalent insurance certiﬁcate on arrival. In New
Zealand students who are covered by an alternative insurance policy
must have a level of cover at least equivalent to that offered by
StudyCare. 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/agent
from whom the fees were originally paid or, if there is no representative/
Agent on the account, to the individual from whom Embassy English
has received the original direct payment. In UK, ANZ, and Canada, 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. In the USA 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.
In New Zealand the refund will be paid directly to the student. 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. However, a refund will not be provided in any
circumstances where the student has supplied fraudulent, forged or
deliberately misleading documentation. 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). In Australia, Embassy English further reserves
the right to withdraw or cancel an offer at any time in circumstances
where evidence of non-genuine temporary entrant status is identified.
In such instances, the following refund policies apply: 100% tuition
Fee, Enrolment Fee, Courier Fee, Accommodation Placement Fee,
or Administration Fee. However, a refund will not be provided in any
circumstances where the student has supplied fraudulent, forged or
deliberately misleading documentation.
10. Tuition Refunds before Arrival
In the 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. In the USA, students will be refunded tuition fees in
full, less fees not exceeding $500.
In Australia, for pre-arrival Student visa refusal, the following applies:
Embassy English agrees to refund within 28 days, tuition and nontuition 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, nontuition 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.
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).
In the USA, student will be refunded accommodation costs in full, less
the Accommodation Placement Fee.
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. In the 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
enrolment period or any subsequent enrolment period, i.e. extension,
Embassy English will retain a pro-rated amount of tuition at the nondiscounted (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. In the 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.
In 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.
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.
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 period will be charged a seasonal
supplement of GBP50 (UK) or USD100 (USA) per week. Language
Semester Abroad Start Dates and Holiday policies: please refer to our
2017 brochure or website at www.embassyenglish.com/global/
holiday-dates for complete listing.
In 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.
In the UK: One holiday booking per LSA semester. Holidays may be
booked before or after arrival in Centre.
In 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.
In 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 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 2017. 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: 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 Australia, New York, and California centres, 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.

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.
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:
embassyenglish.com/global/terms-and-conditions.

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.
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スタディツアー

Embassyサマー

Embassyアカデミー

英語の学習や新しい街の探索を 若い学生向けの教育アドベンチ 専門コースでイギリスの伝統的
よ り 一 層 楽 し く し て く れ る も ャー
寄宿学校体験
の、それは友人たちです！
エンバシーサマーでは、若い学生たちに一生に 午前中は熱心に英語の授業に取り組み、午後は
Embassyスタディツアーは、各グループに合わせた
テーラーメイドのプログラムを提供します。追加の
ツアーや校外学習から専門クラス、教員研修に至る
まで、幅広い活動を組み込むことができます。
宿泊施設：1日3食付きや2食付き、ホームステイや
学生寮など、ご希望の留学先でご利用いただける宿
泊施設の種類についてはお問い合わせください。
グループ最少人数：10名
年齢制限：語学学校により8歳から
ロケーション：
イギリス − ブライトン、ケンブリッジ、セントラル・
ロンドン、ニューランド・パーク、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
北米 − 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
オーストラリア＆ニュージーランド − オークランド、
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

一度しかできない体験を提供しています。英語
の授業の他にも、ざまざまなアクティビティや
校外学習を楽しむことができます。

各自が選択したスポーツやアクティビティでプ
ロのコーチや教師の指導を受ける...こんな伝統的
な寄宿学校で一夏を過ごしませんか。

こうしたアクティビティや校外学習により貴重
なライフスキルを磨く場を提供することで、学
生の好奇心が刺激され、創造性と自信が高まり
ます。

ゴルフ、サッカー、ダンス、セーリングなど、
プロのコーチの下で、上達のための適切なスキ
ルやテクニックを習得することができます。

Embassyサマー体験
· イギリス、アメリカ、カナダにおける当校すべ
てのロケーションで優れた施設完備
· 年少者、グループ、個人
· 初級から上級までの全レベル
· 宿泊施設：大学寮、ホームステイ
· 完全なアクティビティ・プログラム
詳しくは、embassysummer.comをご覧ください。

Embassyアカデミー体験
· 素晴らしい設備を完備したイギリスの全寮制寄
宿学校
· 少人数制の英語クラス（最大12名）
· プロが指導するスポーツ、芸術、学術コース
· 豊富な11コース
· 学生5人に付きスタッフ1人の割合で安全・安心
な環境
· 校外学習やアクティビティ・プログラムすべて
を含む大規模なパッケージ
詳しくは、embassyacademy.comをご覧ください。

詳細については、embassystudytours.comをご覧く
ださい。

お役立ち情報
Embassyのサポート
ご出発前に、渡航、学習、宿泊施設の手配に必要な
情報をすべてご提供します。空港から宿泊施設まで
の送迎サービスを用意しています（追加の送迎手数
料がかかります）。初日に、必要な情報がすべて記
載されているEmbassy学生ハンドブックを配布しま
す。不明な点は、学生サービスチームにお問い合わ
せください。24時間体制で緊急時に対応する電話番
号をご用意しています。
お支払い
現地の代理店を通じて入学手続きを行った場合は、
その代理店にお支払いください。入学手続きを直接
行った場合は、Embassyに直接銀行振込するか、ク
レジットカードでお支払いください。すべての入学
予約には当校の利用規約が適用されます。入学用紙
の詳細は、embassyenglish.comをご覧ください。
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スタディケア保険（イギリス、アメリカ、カナダ、
ニュージーランド）
留学生を対象とする総合保険プランです。出発日から
完全な保障が発効されます。詳しくは、スタディケア
保険冊子か、（embassyenglish.com/studycare）をご
覧ください。
留学生医療保険（オーストラリア）
学生ビザで留学している場合は、留学期間中、海外
留学生保険（OSHC）への加入が義務付けられていま
す。プログラム期間中、保障期間が切れないように
ご注意ください。価格リストはembassyenglish.com
でご覧ください。

入学の確認
学生または学生の代理店宛に、電子メールで入学の
確認書が送信されます。
Embassyへの入学手続き
最寄りのEmbassy代理店にご連絡いただくか、
embassyenglish.comで直接手続きを行ってくださ
い。本パンフレットに記載のない情報が必要な場合
は、留学先のInternational Admissions Centre（留学
センター）にご連絡ください。
連絡先は裏表紙に記載されています。

LSA(Language Semester Abroad)
長期留学コース
柔軟性が高く、長期に渡って費用対効
果の高い英語コース
Embassy Englishは、学生の皆さんにとって学びやすく、簡潔で、
さらにフレキシブルにコース変更が可能な長期留学コース、LSA
を提供しています。
毎週月曜日、入学可能です。いつでもどこでも、始めたいときに
スタートできます。
· Embassy Englishのスタンダード、 · 学習期間中、12週間ごとに無料のテ
ストをプレゼント（TOEFL, IELTS,
スタンダードプラス、あるいはイン
Cambridge等）
テンシブプログラムに12、24、36、
または48週間参加して、長期割引の · My Embassy Englishの学生用ダッ
メリットを活用してください*
シュボードへは到着前からアクセス
· 一般英語コースは、18カ所ある当校
することができます
のどの学校でも毎週月曜日に開講し · 進歩状況は 当校の Embassy onTrack
ています。
システムで確認できます – 進歩を維
· 試験対策コースへの変更には、追加
持しているか、目標達成を確実に果
たせるか、私たちがサポートしま
費用は一切かからず、同じ割引料
す。できなければ無料でレッスン追
金が適用されます。
加または返金でご対応

Embassy Englishの返金保証について詳しくは、
embassyenglish.com/guarantee をご覧ください
*プログラムの種類は目的地の国のビザ要件によって異なります。米国での12週間のスタンダードプログラム、バ
ケーション＆トラベル英語と進学英語は対象外です。12、24、36、48週間を超えた追加の週は通常のウィークリ
ー料金で購入可能です。

お問い合わせ
イギリス − 入学センター（Admissions Centre）、1 Billinton Way, Brighton BN1 4LF, United Kingdom 電話 +44 1273 339 400 ファックス +44 1273 339 401 Eメール iacuk@studygroup.com
アメリカ合衆国 − 留学生入学センター（International Admissions Centre）、41 West Street, Level 1, Boston, MA 02111 電話 +1 857 362 8980 ファックス +1 857 362 7336
Eメール iacusa@studygroup.com
カナダ − 留学生入学センター（International Admissions Centre）、80 Bloor Street West, 9th Floor, Toronto, Ontario M5S 2V1 電話 +1 416 413 0511 Eメール iacusa@studygroup.com
オーストラリア/ニュージーランド − 留学生入学センター（International Admissions Centre）、Level 2, 63 Oxford Street, Darlinghurst NSW 2010, Australia 電話 +61 2 8263 1888
Eメール anzembassybookings@studygroup.com
Study Group Australia Pty Limited CRICOS Provider Code:01682E。
代理店 embassyenglish.com/partners 学生 embassyenglish.com

Study Group Australia Pty Limited Embassy Englishとして事業を展開。オーストラリア CRICOS 企業コード：01682E.
ACN 070 919 327 ABN 88 070 919 327
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