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Embassy Englishでは、 
グローバルコミュニティを 
築いています
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Embassy Englishで学習することにより、人生を変える経験を得ることができます。
個人的にもキャリアでも新たな可能性が広がります。 

世界に13カ所あるEmbassy Englishの
センターには、毎年、世界160カ国を
超える国々から多くの学生が集まりま
す。多様な国々から集まる学生たちに
よって生み出されるユニークな雰囲気
とニーズに合わせた英語コースによ
り、グローバルコミュニティが形成さ
れます。

成果を約束
教師による個別的なサポートと業界
をリードする技術により、Embassy 
Englishのプログラムは、学生が目標と
する英語力を身に着けることを保証し
ます。

Study Groupに所属するEmbassyは、
世界でトップクラスのカレッジや大学
への進路を提供しています。詳細は4
ページをご覧ください。

人生を変える経験
英語学習と同時に社会的および文化
的な体験を得られるよう、サポー
ト体制が整った学習環境を提供し 
ます。

見知らぬ文化に溶け込み、新たな
人々と出会い、グローバルな感性を
身に着けたいと望む学生にとって、
Embassy Englishは最適です。

Embassy Englishを選ぶ
理由
1972年以来、Embassy Englishは有益な
語学スキルとかけがえのない体験を学生
に提供し続けています。45年以上にわた
り学生がEmbassy Englishを選んできた
理由をご紹介します。

·  学生に成果を保証します

·  革新的な指導法を使用します

·  多数の受賞実績

·  世界的に学校を展開

·  生きた英語が身につきます

グローバルコミュニティを築く



Embassy Englishは、45年以上にわたって学生たちに英語を教えてきました。1972年にヘイスティング
ズで開校した学校から始まり、2011年にカナダで開校した学校に至るまで、Embassy Englishは英語教
育分野におけるリーダー的存在へと成長を遂げました。現在は3つの大陸にある5カ国において複数の
学校を運営していますが、学生たちがそれぞれの目標を達成できるようにするというビジョンは、 

設立当時から変わっていません。

Embassyが大人に英語を教える初の学
校をヘイスティングスに開校

Embassyがヘイスティングスで初の児
童学習者向けのコースを開始

Embassyがブライトンに2校目を開校

Embassyの学生数が1万人を突破

EmbassyがアメリカのCentre 
for English Studiesと提携して
EmbassyCESを設立

Embassyがサンディエゴにある学校を
通じてカリフォルニア州へ進出

Embassyがケンブリッジにある
Newnham Language Centreを獲得

Embassyがロンドンの特設校へ移転

EmbassyがBellerbys Collegeと共に、ブライ
トンの大規模な新しいキャンパスへ移転

史上初の電子黒板を導入することにより、
Embassyが英語教育におけるテクノロジー
活用の先駆者となる

Embassyがトロントに開校

Embassyの歴史

Embassyが独自のオンラインツール
であるonTrackを導入。onTrackは
2017年ELTON賞の最終選考に残る

EmbassyがST AwardのLeading Starカテ
ゴリーおよびPIEoneer AwardのReal Life 
Learning賞の最終選考に残る
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Embassyとその姉妹ブランドであるBellebys 
Collegeが、今では世界的な教育機関へと成
長を遂げたStudy Groupを設立
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Association of Recognised English Language 
Schoolsに加盟（現在ではEnglish UK）

EmbassyがInnovation and Chain School 
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Embassyが5回目のST Chain School Star Award
を受賞し、新記録を樹立。唯一のSuper Star Chain 
Schoolとなる
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受賞実績

世界的展開 － 
Embassyパスウェイ

Embassy Englishは、これまでに栄えある賞や各種認証を取得してきました。私達は各
種規制機関が設定した高いスタンダードを維持し、私達が提供するサービスや革新的な
授業が評価されることに尽力しています。

Study Groupを設立した1つの企業として、
Embassy Englishは高い成果をもたらして
いるグローバルな教育コミュニティのメン
バーであり、世界でトップクラスの大学を
はじめ、高校、進路プログラム、専門学校
などにアクセスする機会を学生たちに提供
しています。

Embassy Englishは、合計7回、Chain 
Schoolカテゴリーにおいては5回、
Study Travel Star Awardsを受賞したこ
とを誇りに思っています。また、当校
はこのカテゴリーで Super Starを受賞
した初めての、また唯一の学校です。
2018年には、新カテゴリーであるST 
Leading Star Awardの最終選考に残り
ました。また、Embassy Englishは、
Study Travel Star award for Innovation
賞を受賞したほか、私達が展開してい
るEmbassy Summerブランドは18歳以

33カ国に40のオフィスを構え、世界
的に展開しているStudy Groupは、
昨年だけで160カ国からの6万人の学
生たちに、一生の思い出となる教育
的、文化的、言語的な体験を提供し
ました。

北米、イギリス、オーストラリアの
大学進学をEmbassy Englishとともに
始めましょう。Study Groupに所属す
るEmbassyは、世界でトップクラス
のカレッジや大学への進路を提供し
ています。

下の学生を対象にしたジュニアコース
として賞を受賞しました。

2018年、EmbassyのEnglish in Action
プログラムが、非常に格式のある
PIEoneer AwardにおいてReal Life 
Learning賞の最終選考に残りました。

2017年には、独自のオ
ンライントラッキング
ツールであるEmbassy 

onTrack が、Digital Innovationカテゴ

リーにおけるBritish Council ELTon 
awardsの最終選考に残りました。

ELTon awardsとは、英語教育におけ
るイノベーションを評価し、讃える
賞です。

アメリカでは、2015年にEmbassyの
すべての学校がACCETから5年の単位
認定を付与されました。

Chain Schoolカテゴリー 
唯一のSuper Star 

2017年ELTon awards 
最終選考に残る

English in Actionプログ 
ラムが2018年PIEoneer  
Award最終選考に残る 

Chain school of the year 
賞を5回受賞 

4 受賞実績

アメリカおよびカナ
ダの高等教育への進
学に関する情報は
20ページをご覧く
ださい。

イギリスの高等教育
への進学に関する情
報は30ページをご
覧ください。

オーストラリアおよび
ニュージーランドの高
等教育への進学に関す
る情報は40ページを
ご覧ください。



2. 
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。

3. 
Embassy独自のオンラ
インツール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。

4. 
目標達成していない場
合は、一人一人に合わ
せたサポートにより軌
道修正を行います。

5. 
左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。

1. 
可能であれば、入学レ
ベルテストを学校到着
前に受験しましょう。

成果を約束
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。

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、魅力的なレッスンを
提供しています。

教室ではWi-Fiが利用できるので、
ご自身のスマートフォン、タブレッ
ト、ノートパソコンなどを使うこと
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。

My Embassy English Student Dashboard
へのアクセス
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すべて
一カ所にまとめられたウェブサイトです。

My Embassy Englishに含まれるもの：
»  到着前テスト

»  マイスクール＆シティガイド

»  個人プロフィールの作成

»  ソーシャルメディア情報を追加して新しい友人
と繋がる

»  学習リソースとEmbassy onTrackにアクセスす
る（onTrackに関する情報は6ページをご覧くだ
さい）
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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おり、12週間以上のコースを対象とした 
授業料の返金システム*を設けています。このシステムを利用するには以下をご確認ください：

* ご利用規約が適用されます。詳細はembassyenglish.comをご覧ください。

イノベーション

My Embassy Englishに
関する情報はYouTubeで
もご覧いただけます： 

youtube.com/
Embassy-English-

Language-
School



Embassy onTrack 

初日にあなたが英語
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、
コースを通じた卒業
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
内にある学習日記を
作成します。
·  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

 

Embassy onTrackは、当校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到達するために必要
なサポートを受けることができます。使用方法：

5週間ごとに実施す
るもの：
·  進捗状況測定テスト 
·  進捗状況のチュー
トリアル 

·  ダウロード可能な
進捗状況レポート

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：
·  担当講師からの
チュートリアル＆
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
· 個別授業

最終週に実施する 
もの：
·  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

6 Embassy onTrack



#BETL － 
一生使える生き
た英語を学ぶ
教室外での学習はEmbassyの語学プログラムにおいて大きな割合を
占めています。私達の一生使える生きた英語を学ぶアクティビティ
では、留学生に英語を使用するコミュニティとの接点を持たせ、教
室の外で英語を使いながら地域のコミュニティや文化に溶け込むこ
とをサポートします。

7embassyenglish.com

アクティビティ例：
·  コミュニティの環境プロジェクト
·  スポーツ
·  会話クラブ
·  ゲストレクチャー
·  教室での学習を補完する校外学習

Embassyブライトン校に通う
Seda（トルコ）が、どのように
目標通りに学習を進めているかを
語ってくれました：

「 ネイティブスピーカー
と話すチャンスはトル
コでは得られないもの
です。私はソーシャル
プログラムに参加する
ことが好きで、学生ア
ンバサダーを務めてい
ます。

 
すべての教室には電子黒板など
の素晴らしい設備が整っていま
す。また、先生はアプリを使っ
て私たちの英語の理解度をテス
トしてくれます。とても楽し
く、役に立ちます。先生方は教
室で毎日電子黒板を使用して、
答えを書いたり動画を再生し
たりしてくれます。IELTSリー
ディングの重要なフレーズを
強調したりエッセイの例文など
を参考にできて、とても便利 
です。

先生にわからないことを質問す
る機会はたくさんありますし、
要望があれば次の授業で追加の
課題も与えてくれます。チュー
トリアルでは、先生は学習を向
上させるアイデアや方法を提案
してくれます。

私の目標は将来IELTS試験で好
成績を得ることです。私は課題
が好きで、特にリーディング
に関しての厳しい課題が必要で
す。厳しい課題をこなし続けて
いけば、目標を達成できると思
います。」

校外学習スポーツ

会話クラブ

校外学習

会話クラブ

私達のYouTubeチャンネルで、
学生が制作した#EmbassyLifeの

動画をご覧ください：

youtube.com/Embassy-
English-Language-School



適切なコースの  
選び方

Embassyでは、あらゆるタイプの学習者に適したコースを提供しています。
あなたにぴったりの英語学習法がきっと見つかります。 

8 適切なコースの選び方

1：コースを選ぶ
次の数ページでは、さまざまなタイプの英語コースをご紹介いたします。進学英語、ビジネス英語、 

トラベル英語など目的に合わせた英語学習についての詳細をご覧ください。

2：行き先を選ぶ
Embassyでは5カ国13カ所の素晴らしいロケーションを提供しています。20~51ページでは、アメリカ、カナダ、

イギリス、オーストラリア、ニュージーランドで英語を学ぶ際の違いについてご覧いただけます。

3：希望する学習期間（週数）を選ぶ
Embassyでは、ご希望の期間学習を続けることができます。ランゲージ・セメスター・アブロードはもっとも費用対効果
の高いコースです。6週間ごとに開講され、24週間、36週間、48週間の各コースにはお得な割引が適用されてます。

4：1週間のレッスン数を選ぶ
週のレッスン数は16レッスンから28レッスンまでです。目標に応じてレッスン数を選ぶことができます。

また、個人レッスンで学習時間をさらに増やすことができます。

5：宿泊施設を選ぶ － レジデンスまたはホームステイ
Embassyでは各都市ごとにさまざまな宿泊オプションを提供しています。レジデンスとホームステイはEmbassy

センターへの通学が便利で、それぞれ利点や特徴があります。詳細は52ページをご覧ください。

6：最高の体験に向けて準備する
Embassyコースへの登録が済むと、My Embassy English Student Dashboardへアクセスするためのログイン情
報が送信されます。ここで、到着前テストを受け、センター情報を入手し、すばらしい冒険に備えてください。



カリキュラム

イギリスおよび北米

オーストラリアとニュージーランド

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。

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 
すべてのコースには以下が含まれ 
ます：
⋅  設備と教材 
⋅  M y  E m b a s s y  E n g l i s h  S t u d e n t 
Dashboardへのアクセス

⋅  Wi-Fi完備電子黒板

評価と進度
⋅  入学時クラス分けテスト
⋅  初日および5週間ごとのチュートリ
アル

⋅  チュートリアルに組み込まれたオン
ライン個人学習計画

⋅  毎週の復習
⋅  5週間ごとの進捗状況測定テスト
⋅  内省＆学習日記
⋅  卒業テストおよびコース修了証明書

時間割 
当校のバケーション＆トラベル英語
およびスタンダードプログラムは、
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。スタンダード
プラスとインテンシブ28のプログ
ラムは午前と午後の両方に行われ 
ます。

レッスンと授業時間 

コース 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 24 45分 18

インテンシブ28 28 45分 21

コース 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 16.6

スタンダードプラス 24 50分 20

インテンシブ28 28 50分 23.3

環境活動 Going Green!
当校の環境対策についてはウェブサイトをご覧ください。 embassyenglish.com/goinggreen

9embassyenglish.com



12ページをご覧ください 14ページをご覧ください 16ページをご覧ください

コース一覧

一般英語 
トラベル＆カルチャー
一番人気のコースで、すべての英語レベル
に対応、毎週月曜に開講します。これらの
コースは、スピーキングやリスニングの自
信を築くため最適なコースです。スタン
ダードとインテンシブプログラムからお選
びください。

コース
⋅  一般英語 

⋅ バケーション＆トラベル英語 
⋅ 30プラス 
⋅ 夜間クラス

進学英語 
資格対策
資格対策や進学英語を学びます。大学留学
に必要な語学力を身に着けるために、さま
ざまなオプションから適したコースを選択
します。北米およびオーストラリアには、
Embassyの提携カレッジや大学が数多くあ
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。

コース
⋅  進学英語（EAP）
⋅  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 
キャリア育成
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、ビジネス英語のスキルを
高めて履歴書（CV）を強化しましょう。
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、レポート作
成、面接テクニックが含まれます。アメリ
カでは、当校のEgnlish in Actionプログラ
ムが提供する企業研修により、より実践的
な英語力を身につけることができます。

コース
⋅ ビジネス英語
⋅ インテンシブビジネス英語
⋅ 上級ビジネス英語
⋅  English in Action (企業研修) － アメリカ
＆カナダ

短期コース
1週間から11週間の間で期間を
選べる、毎週開講しているコー
スです。

長期コース
Embassy onTrack進捗状況追跡
や授業料返金保証が適用され
る、12週間以上のコースです。

英語学習の目的がどのような場合でも、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。

10 コース一覧

General English (Beginner to Advanced) (1 to 52 weeks): CRICOS Course Code 072051D
Language Semester Abroad (Elementary to Advanced) (1 to 52 weeks): CRICOS Course Code 072052C
English for Academic Purposes (Intermediate to Advanced) (10 to 40 weeks): CRICOS Course Code 072049J
IELTS Preparation (Intermediate to Upper Intermediate) - 52 weeks: CRICOS Course Code 076473E *52 weeks including breaks

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。授業料の割引と無
料の試験が受けられ、24週、
36週、または48週間学習して目
標レベルに到達することができ 
ます。

2019年ランゲージ・ 
セメスター・アブロード 
開講日

1月
7

2月 
18

4月 
1

5月 
13

6月 
24

8月 
5

9月 
16

10月
28



Embassyロンドン校

さまざまな国籍や文化的背景を持つ学生が集うEmbassy
での学習は、人生を変える体験となります。Embassyで
のユニークな学習体験について、学生の声を聞いてみま
しょう。

11embassyenglish.com

Embassy 
での経験

Patricia、ブラジル、2016年Embassyケンブ
リッジ校卒：

「 私にとって最高の体験と言えるのは世界
中から来た素晴らしい人々に会えたこと
です。Embassyで学習することを心か
らお薦めします。Embassyのおかげでケ
ンブリッジがまるで故郷のように感じら
れ、毎日懐かしく思い出しています。」

Petra、チェコ共和国、2017年
Embassyブライトン校卒：

「 一番の体験はなんといって
もいろいろな人と知り合え
たことです。それは他の学
生に限ったことではなく、
講師や学校のスタッフ、そ
れにブライトンの地元の
人々などあらゆる人々を含
みます。Embassyの内外
で出会った人だれもが心か
ら歓迎してくれたと感じま 
した。」

Henrique、ブラジル、2014年Embassy 
サンフランシスコ校卒：

「 最高の体験は世界中から集まっ
た人々と知り合い友情を築けた
こと。中には自国ブラジルの出
身者もいるんですよ。そのおか
げで、さまざまな状況で英語を
使うことに自信が持てたし、 
世界中いたるところで英語を 
学ぶことの重要性を認識できま
した。」

Eva-Marijn、ベルギー、2017年
Embassyオークランド校卒：

「 今では英語教師になる可能性
も出てきました。」

Tyrone、ドイツ、2018年Embassyサンディエ
ゴ校卒：

「 様々な出身国の方と知り合い、友達が
できました。自由時間に学校でクラス
メイト達と過ごすのが大好きでした。学
校のスタッフはみんな親切で、いろいろ
と助けてもらいました。とても貴重な、
価値のある体験でした！皆に薦めたいで
す！」

Embassyゴールドコースト校
Simon、コロンビア、2017年Embassyシドニー
校卒：

「 Embassyシドニー校はアットホームな場
所です。世界各地から来た学生と友達に
なり、文化を共有したり発見したり、夢
をかなえるきっかけとなる場所です。」

M i n j o o、韓国、 2 0 1 5年
Embassyトロント校卒：

「 私は自分自身と英語スキ
ルを向上させることがで
き、そのおかげで今は日
本企業の翻訳部門で働い
ています。」

Embassyケンブリッジ校

Embassyシドニー校

Embassyサンディエゴ校

学生の声は E m b a s s yの
YouTubeチャンネルでもご
覧いただくことができます。
youtube.com/Embassy-
English-Language-School



一般英語 
トラベル＆カルチャー
一般英語コースでは、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
信を持てるようになります。タッチパネル式の黒板をはじめ、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。

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、目的に合わ
せて次の中からコースを1つをお選びくだ 
さい。

以下のコースは毎週月曜日開講で、すべて
のレベルに対応しています。学習の成果：

·  リスニングとスピーキングに対する自信が
向上します

·  文法や語彙に関する理解度が深まります

·  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

·  リーディングとライティング能力が高まり
ます 

スキルアップレッスン
スキルアップレッスンは、通常授業に加え
て強化したい分野を教室で集中的に学習で
きる追加レッスンです。コース開始時に、
受講したい追加レッスンを選ぶことができ
ます。レッスン内容はセンターにより異な
りますが、主に以下のレッスンが含まれ 
ます：

• 発音
• 文法
• 語彙
• コミュニケーション・スキル

スタンダードプログラム
⋅  20レッスン
⋅  全センターで受講可能

このコースを選ぶ理由：
⋅  費用効果の高い長期学習ができる
⋅  アメリカ入国時にF（学生）ビザ不
要のプログラムB（観光）ビザまた
はESTAビザ免除プログラムを含む、
他の認められたビザで入学可能。

⋅  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

スタンダードプラスプログラム
⋅  20レッスン+ スキルアップ  4レッ 
スン

⋅  オーストラリア、ニュージーラン
ド、アメリカで受講可能

このコースを選ぶ理由：
⋅  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
⋅  スタンダードプログラムにスキル
アップレッスンをプラス

⋅  オーストラリアでは夜間プログラム
も受講可能

⋅  一部の学習センターではビギナー
（初心者）も受講可能

12 一般英語、トラベル＆カルチャー

夜間クラス－オーストラリア
のみで受講可能 
メルボルン校、シドニー校、ブリ
スベン校のスタンダードプラスプ
ログラムは夜間クラスも開講して
います。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。

このコースを選ぶ理由：
⋅  Embassyブリスベン校、メルボル
ン校、シドニー校で受講可能

⋅  初級レベルから上級レベルまで 
開講

⋅  日中のコースに出席できなくても

Embassyの学習成果保証の対象

General English (Beginner to Advanced) (1 to 52 weeks): CRICOS Course Code 072051D



バケーション＆トラベル英語
⋅  16レッスン
⋅  アメリカのみで受講可能

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散策したり、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
⋅  観光やESTAビザで受講可能
⋅  レジャー活動のための自由時間が 
ある

⋅  英語をアクティビティ等の実践で活
かしながら過ごすことができる

30プラス
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、Embassy Englishのケンブ
リッジ校、メルボルン校、サンブランシスコ校、ト
ロント校で提供しています。30プラスでは以下の
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プログラム* 
コアプログラム20レッスン＋スキルアップ4レッ 
スン

*サンフランシスコ校とメルボルン校のみ

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

このコースを選ぶ理由
⋅  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、進捗状況の確認

インテンシブ28
⋅  20レッスン+ スキルアップ 8レッスン
⋅  全センターで受講可能

このコースを選ぶ理由：
⋅  計画的な学習により、授業時間を最
大限に活用

⋅  英語力を素早く向上
⋅  語彙、ライティング、発音等を改善
する追加レッスン

13embassyenglish.com

ビザ情報あくまで参考情報です。より正確な情報は移民局のサイト等をご確認ください。
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
インテンシブ28 トラベル＆ 

バケーション英語
イギリス 短期学生ビザYMS 該当なし 短期学生ビザYMS 該当なし

オーストラリア 観光ビザ、ワーキングホリ
デービザ

観光ビザ、学生ビザ、ワーキ
ングホリデービザ

観光ビザ、学生ビザ、ワーキ
ングホリデービザ

該当なし

アメリカ 観光ビザまたはESTAビザ免除
プログラム

F（学生）ビザ F（学生）ビザ 観光ビザまたはESTAビザ免除
プログラム

カナダ 観光ビザ、ワーキングホリ
デービザ

該当なし 観光ビザ、ワーキングホリ
デービザ

該当なし

ニュージーランド 観光ビザ、ワーキングホリ
デービザ

観光ビザ、ワーキングホリ
デービザ、学生ビザ

観光ビザ、ワーキングホリ
デービザ、学生ビザ

該当なし



進学英語 
資格対策

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
·  コースタイプ  

· 20 FCE または CAE + 8 GEレッスン 
·  28 FCE または CAEレッスン（オー
ストラリアのみ）

TOEFL試験対策
このコースを選ぶ理由
·  TOEFL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の査定試験 
です。

·  特定のレベル別に分かれています
·  コースタイプ：  

· 20 TOEFL + 8 GEレッスン  
· 20 GE + 8 TOEFLレッスン

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

·  コースタイプ：  
· 20 IELTS + 8 GEレッスン  
· 20 GE + 8 IELTSレッスン  
· 28 IELTSレッスン  
·  20 IELTS + 4 GEレッスンが夜間ク
ラスとして受講可能（メルボルン
校＆シドニー校）

·  20 GE + 4 IELTSレッスン（オースト
ラリア＆ニュージーランドのみ）

 
（GE = 一般英語）

ケンブリッジ英語検定試験対策コース日程 全コースとも10週間

試験 受講可能キャンパス 開講日 終了日 試験日

2019年1月

FCE メルボルン／シドニー 1月7日 3月15日 3月15日

CAE メルボルン／シドニー 1月7日 3月15日 3月16日
2019年4月

FCE ケンブリッジ／ブライトン 4月1日 6月7日 6月11日

メルボルン／シドニー 4月1日 6月7日 6月11日

サンディエゴ 4月1日 6月7日 6月11日

CAE ケンブリッジ 4月1日 6月7日 6月12日

メルボルン／シドニー 4月1日 6月7日 6月12日

サンディエゴ 4月1日 6月7日 6月12日
2019年6月

FCE メルボルン／シドニー 6月17日 8月23日 8月22日

CAE メルボルン／シドニー 6月17日 8月23日 8月23日
2019年9月

FCE ケンブリッジ／ブライトン 9月23日 11月29日 12月3日

メルボルン／シドニー 9月23日 11月29日 12月3日

CAE ケンブリッジ 9月23日 11月29日 12月7日

メルボルン／シドニー 9月23日 11月29日 12月4日

14 進学英語、試験対策

IELTS Preparation (Intermediate to Upper Intermediate) - 52 weeks: CRICOS Course Code 076473E
Cambridge ESOL Exam Preparation (Intermediate to Advanced) (10 weeks): CRICOS Course Code 072053B



進学英語（EAP）
メルボルン校、シドニー校、ブリスベン校でのみ受講可能

Embassy卒業生Jyoti Gurung、ネパール：

「 EAPで10週間学ぶことにより、参
考文献の検索、文法、語彙、プレ
ゼンテーションの能力が強化され
ます。進学後にとても役に立ちま
す。ありがとうございました。」

進学英語（EAP） 
開講日
2018年  2019年

12月
31

2月 
4

3月 
11

4月 
15

5月 
20

6月 
24

7月 
29

9月
2

10月
7

11月
11

12月
16

* Embassyブリスベン校のEAPコースは10週間
ごとに開講します。開講日は2月4日、4月15
日、6月24日、9月2日、11月11日です

当校が提携する40の教育機関と大学の一例 
です：

EAPプログラムは、集中的な語学学
習と進学英語を組み合わせることに
よって、進学のために必要なスキル
を身に着けるコースです。EAPコー
スを修了すると、オーストラリアの
40を超える大学やTAFE提携校への入
学が保証されます。

最も効率よく提携教育機関へ入学す
るための集中コースです。

コースについて 
·  28レッスン
·  必要英語レベルに応じて10、20、

30、40週間のコース期間

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

·  講義等に対する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

·  コース修了時に到達した語学レベル
を記載した修了証が授与されます

評価
·  到着時の英語力診断テスト
·  授業内外の課題による継続的な評価
·  中間、期末チュートリアルおよび進
捗状況レポート

94%
の学生が目標
達成！*

*2017年申請数に 
基づく

Embassy卒業生Dilshan、スリランカ：

「 EAPで英語を強化でき、自信が付
きました。先生の指導のおかげで
オーストラリアで最初の目標を達
成し、大学に進学できました。」

15embassyenglish.com

English for Academic Purposes (Intermediate to Advanced) (10 to 40 weeks): CRICOS Course Code 072049J



ビジネス英語 
キャリア育成

インテンシブビジネス英語 

インテンシブ28
⋅  サンフランシスコ校で受講可能
⋅  ビジネス英語20レッスンに一般英語

8レッスンを組み合わせて、ビジネ
ス英語を実際のビジネスコンセプト
にあてはめて学びます。

このコースを選ぶ理由
·  初心者から上級までの全レベルに 
対応

⋅  ビジネスで広く使用される語学スキ
ルを習得できます

⋅  実際のビジネコンセプトやその実践
について学びます

⋅  ビジネスライティングやビジネスプ
レゼンテーションの自信がつきます

成果
⋅  ビジネスで実践的に使える語彙力が
向上します

⋅  デジタルアプリケーションを使用
し、自信を持ってプレゼンテーショ
ンを行えるようになります

⋅  ビジネスの場で効果的にネットワー
キングを行えます

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。

ビジネス英語
インテンシブ28
⋅  ブリスベン校、ケンブリッジ校、ブ
ライトン校、ロンドン校で受講可能

⋅  Intermediate (中級) レベル以上
⋅  一般英語プログラムの週20レッス
ンにビジネス英語の週8レッスンを
組み合わせて、ビジネスで実践的に
使われる英語を身に着けます。この
コースでは、ビジネスライティング
スキルと語彙力を強化します。

このコースを選ぶ理由
⋅  ビジネスで広く使用される語学スキ
ルを習得できます

⋅  ビジネスプレゼンテーションの自信
がつきます

⋅  ビジネスライティングスキルと語彙
力を強化します

成果
⋅  ビジネスで実践的に使える語彙力が
向上します

⋅  デジタルアプリケーションを使用
し、自信をもってビジネスにふさわ
しいプレゼンテーションを行えるよ
うになります

⋅  ビジネスの場で効果的にネットワー
キングを行えます

上級ビジネス英語
インテンシブ28
⋅  サンディエゴ校、ニューヨーク校、
トロント校で受講可能

⋅  Intermediate (中級) レベル以上の一
般英語コースに8レッスンを追加で
きます。ビジネスに特化したこの追
加レッスンでは、地元企業への訪問
も含まれます。

⋅  一般英語のレッスンにビジネスに焦
点を当てたレッスンを追加希望する
学生に最適なコースです。このコー
スでは、ビジネスに使用する語彙
力、プレゼンテーションスキル、面
接テクニックを磨き、実際のビジネ
スコンセプトについて学びます。

このコースを選ぶ理由
⋅  最長12週間まで、受講期間を選択で
きます

⋅  実際のビジネスコンセプトを学ぶと
ともにビジネス英語が身につきます

⋅  Egnlish in Actionプログラムとの組み
合わせに適したコースです

成果
⋅  履歴書を強化できます
⋅  ビジネス英語の理解が深まります
⋅  マーケティング、マネジメント、プ
レゼンテーションスキルなど、重要
なビジネスコンセプトが学べます

⋅  面接テクニックと効果的な履歴書の
書き方が身につきます

16 ビジネス英語、キャリア育成



English in Action –  
アメリカ＆カナダ
ビジネスの世界で生きて行
くための準備として、実際
のオフィス環境で過ごすこ
と以上に良い方法はありま
せん。English in Actionプロ
グラムはその機会を提供し
ます。

アメリカとカナダのみで実施される
English in Actionプログラムでは、学
生はEmbassy Englishのレッスンに加
えて、地元企業やボランティア組織で
4週間または8週間*の研修を行うこと
ができます。学生が必要な語学レベル
に達すると、パートナー企業での研修
が提供されます。非営利組織、法律、
マーケティング、観光、人事など、さ
まざまな業界が含まれます。

成果：
⋅  職場で自信を持って英語を話せるよ
うになります

⋅  アメリカやカナダの企業の日常を知
ることができます

⋅  企業での体験を履歴書に加えて、
キャリアの機会を高められます 

⋅  アメリカやカナダの最もエキサイティ
ングな都市の生活を体感できます

参加条件：
⋅  企業研修開始時には、 U p p e r 

Intermediate（中上級）以上の英語
力が必須

⋅  企業研修前に4週間以上のいずれかの
英語コース修了が必須

⋅  企業研修中はStudyCare保険への加入
が必須

北米の企業研修例：

サンフランシ
スコ

RESIDENCE INN BY  
MARRIOTT HOTELS
分野：サービス業

PHILIPPINES CONSULATE  
TO THE UNITED STATES
分野：リサーチ/マーケティング

BMW
分野： 人事/IT/部品

ニューヨーク THE WELLINGTON HOTEL
分野：サービス業

WF360
分野： マーケティング/ソー

シャルメディア/ネット
ワーキング

LES COPAINS
分野： ファッション/ショー

ルーム

サンディエゴ RJS LAW OFFICE 
分野：法律

RESIDENCE INN BY  
MARRIOT HOTELS
分野：サービス業

CYGNET THEATRE
分野： マーケティング/エン

ターテインメント

* 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英語コース修了後にのみ、企業研修に
参加することができます。カナダでは保有ビザに応じて4週間以上の期間を設定できます。

17embassyenglish.com

2019年 － トロントでEnglish in Action開始
人気のEnglish in Actionプログラムが2019年からトロント校で開始されます。研
修は主にボランティア組織および非営利組織で行われます。詳細はウェブサイト
をご覧ください。

English in Action 
企業研修 
「 英語を実践するチャンスであるだけで
なく、職場という環境でネイティブス
ピーカーと交流できることが魅力で、
私はこのプログラムに参加しました。 
 
新しいスキルや知識を身に着けることがで
きるという点にも惹かれました。8週間後
に自分の英語力が高まっていることに気
づきました。私はサンフランシスコの
BMWで企業研修を行いました。そこで
は、主にオンライン販売を行うパーツ部
門に配属されました。オンラインセール
スチームの一員として、私は毎日5人の素
晴らしい同僚と作業を行いながら、たく
さんのことを学びました。  
 
私 も さ ま ざ ま な 業 務 に 携 わ り ま し
た。例えばAmazonからのオーダーを
処理したり、梱包や発送準備など想
像できることすべてです。  
 
サンフランシスコのようなすばらしい都市
で、友達を作ったり、大変だけど報われた
と感じられる経験をしたいなら、このプ
ラグラムはお薦めです。」  
 
Guilhermo、ブラジル  
サンフランシスコのBMWで研修

Guilhermoとチーム



18 センターおよびコースの詳細

世界中にあるEmbassy Englishのセンターで提供している、さまざまなコースの中から、希望のコースを選んでください。

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

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、読書により語
彙を増やせばさらに上達します。

7.0 - 8.0 94 - 109 CPE

Advanced 
（上級）

C1+ 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 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 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、文法や語彙を強化する
ことでさらに上達します。

4.5 - 5.0 31 - 34 PET

B1 10 - 12 4.0 - 4.5 31 - 34
Pre-intermediate
（準中級）

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 日常的な場面において、ゆっくりかつはっきりと話される英語を理解することができ
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 - -

ビギナー（初心者） なし 6 - 8 英語の会話力・理解力が非常に限られている。 - - -

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。

英語の習熟度  
1週間ごとの学習時間数についての詳細は、本冊子9ページまたは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

プログラム
北米＆イギリス： 
1レッスン = 45分 

オーストラリア＆ニュージー 
ランド： 
1レッスン = 50分

インテンシブ28

28レッスン

スタンダード

20レッスン

スタンダードプラス 
（アメリカ、オーストラリア、
ニュージーランド限定） 

24レッスン

バケーション＆トラベル 
（アメリカのみ）

16レッスン

コース期間 開講日 レベル クラスの人数 ロケーション

コ
ー
ス

一般英語コース 一般英語 20レッスン 
+ スキルアップ8レッスン

20レッスン 
一般英語コース

一般英語 20レッスン 
+ スキルアップ4レッスン

16レッスン 
一般英語

1～50週間 毎週月曜 Elementary（初級）-  
Advanced（上級）

北米＆イギリス　最大15名、オーストラ
リア＆ニュージーランド　最大18名 
（スタンダードプラスのスキルアップ4
レッスンを除く）

全センター

一般英語 － BEGINNERS 
（初心者）

一般英語 20レッスン 
+ スキルアップ8レッスン

- - - 最短 4週間 毎週月曜 ビギナー（初心者） 北米＆イギリス　最大15名、オーストラ
リア＆ニュージーランド　最大18名

イギリス：ブライトン、ケンブリッジ、ロンドン、ヘイスティング
スは7、8月に開講
アメリカ：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

一般英語 － 30プラス 一般英語 20レッスン 
+ スキルアップ8レッスン

20レッスン 
一般英語コース

一般英語 20レッスン 
+ スキルアップ4レッスン

16レッスン 
一般英語

1～50週間 毎週月曜 Elementary（初級）-  
Advanced（上級）

最大12名 イギリス：ケンブリッジ
アメリカ：サンフランシスコ
カナダ：トロント
オーストラリア：メルボルン

ランゲージ・セメスター・ 
アブロード

20レッスン
+ スキルアップ 8レッスン

20レッスン（ビザの必要条件により、イギ
リスのみで受講可能）

20レッスン 
+ スキルアップ 4レッスン

24週間
36週間
48週間

1月7日
2月18日
4月1日
5月13日
6月24日
8月5日
9月16日
10月28日

Elementary（初級）-  
Advanced（上級）

北米＆イギリス　最大15名、オーストラ
リア＆ニュージーランド　最大18名

全センター

ビジネス英語 一般英語 20レッスン 
+ ビジネス英語 8レッスン

- - - 最短 2週間 毎週月曜 Intermediate（中級）- 
Advanced（上級）

北米＆イギリス　最大15名、 
オーストラリア＆ニュージーランド　 
最大18名

イギリス：ブライトン、ケンブリッジ、ロンドン
オーストラリア：ブリスベン

インテンシブビジネス英語 ビジネス英語 20レッスン 
+ スキルアップ 8レッスン

- - - 最短 2週間 毎週月曜 Elementary（初級）-  
Advanced（上級）

最大15名 アメリカ：サンフランシスコ

上級ビジネス英語 一般英語 20レッスン  
+ ビジネスコンテンツ 8レッスン（例：リー
ダーシップ、起業、ビジネスプランニング）

- - - 2～12週間 毎週月曜 Intermediate（中級）- 
Advanced（上級）

最大15名 アメリカ：ニューヨーク、サンディエゴ 
カナダ：トロント

ENGLISH IN ACTION  
（英語コースに追加）

28レッスン 
+ コース修了後に4週間または8週間の企業
研修または非営利組織研修

20レッスン 
+ 4週間または8週間（トロントは4週間以
上の期間を選択）の企業研修または非営利
組織研修

24レッスン 
+ 米国企業で4週間または8週間の企業研修
（アメリカのみ）

16レッスン 
+ 4週間または8週間の企業研修  
（アメリカのみ）

最短4週間の英語コース + 保有ビザやプ
ログラムに応じてコース中またはコー
ス後に4週間または8週間の企業研修ま
たは非営利組織研修

毎週月曜 企業研修開始時には 
Upper-intermediate（中級上） 
が必要

英語コースは最大15名（スタンダードプ
ラスのスキルアップ4レッスンを除く）

アメリカ：ニューヨーク、サンディエゴ、サンフランシスコ 
カナダ：トロント

ケンブリッジ英検FCE 試験対策 20レッスン+ スキルアップ 
8レッスン 
オーストラリア － 試験対策 28レッスン

試験対策 20レッスン 試験対策 20レッスン +  
スキルアップ 4レッスン（アメリカのみ）

- 10週間 記載の開講日 Intermediate（中級） イギリス＆アメリカ　最大15名、オース
トラリア＆ニュージーランド　最大18名
（スタンダードプラスのスキルアップ4
レッスンを除く）

イギリス：ブライトン、ケンブリッジ
アメリカ：サンディエゴ
オーストラリア：メルボルン、シドニー

ケンブリッジ英検CAE 試験対策 20レッスン+ スキルアップ 
8レッスン 
オーストラリア － 試験対策 28レッスン

試験対策 20レッスン 試験対策 20レッスン +  
スキルアップ 4レッスン（アメリカのみ）

- 10週間 記載の開講日 Advanced（上級） イギリス＆アメリカ　最大15名、オース
トラリア＆ニュージーランド　最大18名
（スタンダードプラスのスキルアップ4
レッスンを除く）

イギリス：ケンブリッジ
アメリカ：サンディエゴ
オーストラリア：メルボルン、シドニー

IELTS試験対策コース 試験対策 28レッスンまたは 
試験対策 20レッスン 
+ スキルアップ 8レッスン

試験対策 20レッスン 試験対策 20レッスン +  
スキルアップ 4レッスン（オーストラリア＆
ニュージーランドのみ）

メルボルン＆シドニーでは夜間クラス開講

- 最短 2週間 毎週月曜 Intermediate（中級）- 
Advanced（上級）

北米＆イギリス　最大15名、 
オーストラリア＆ニュージーランド　 
最大18名

イギリス：ブライトン、ケンブリッジ、ロンドン
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

一般英語 
とIESLTS試験対策コース

一般英語 20レッスン 
+ 試験対策 8レッスン

- - - 最短 2週間 毎週月曜 Intermediate（中級）- 
Advanced（上級）

北米＆イギリス　最大15名、 
オーストラリア＆ニュージーランド　 
最大18名

イギリス：ブライトン、ケンブリッジ、ロンドン
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
注：イギリスとオーストラリアでは、IELTSは通常科目および
IELTS選択科目の両方で提供されています

TOEFL試験対策コース 試験対策 20レッスン+  
スキルアップ 8レッスン

試験対策 20レッスン 試験対策 20レッスン +  
スキルアップ 4レッスン（アメリカのみ）

試験対策 16レッスン 最短 2週間 毎週月曜 Intermediate（中級）- 
Advanced（上級）

最大15名（スタンダードプラスのスキル
アップ4レッスンを除く）

アメリカ：ニューヨーク、サンディエゴ、サンフランシスコ

進学英語（EAP）－ オースト 
ラリア 

EAP 28レッスン - - - 必要な入学時レベルおよび終了時レベ
ルに応じて1 - 4 x 10週

記載のEAP日程 Intermediate（中級）- 
Advanced（上級）

最大18名 オーストラリア：ブリスベン、メルボルン、シドニー

Embassy English 
センターおよびコースの詳細
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祝日
各国・各州の祝日・祭日は、休校日となります。各センター
の休校日はembassyenglish.comでご覧いただけます

プログラム
北米＆イギリス： 
1レッスン = 45分 

オーストラリア＆ニュージー 
ランド： 
1レッスン = 50分

インテンシブ28

28レッスン

スタンダード

20レッスン

スタンダードプラス 
（アメリカ、オーストラリア、
ニュージーランド限定） 

24レッスン

バケーション＆トラベル 
（アメリカのみ）

16レッスン

コース期間 開講日 レベル クラスの人数 ロケーション

コ
ー
ス

一般英語コース 一般英語 20レッスン 
+ スキルアップ8レッスン

20レッスン 
一般英語コース

一般英語 20レッスン 
+ スキルアップ4レッスン

16レッスン 
一般英語

1～50週間 毎週月曜 Elementary（初級）-  
Advanced（上級）

北米＆イギリス　最大15名、オーストラ
リア＆ニュージーランド　最大18名 
（スタンダードプラスのスキルアップ4
レッスンを除く）

全センター

一般英語 － BEGINNERS 
（初心者）

一般英語 20レッスン 
+ スキルアップ8レッスン

- - - 最短 4週間 毎週月曜 ビギナー（初心者） 北米＆イギリス　最大15名、オーストラ
リア＆ニュージーランド　最大18名

イギリス：ブライトン、ケンブリッジ、ロンドン、ヘイスティング
スは7、8月に開講
アメリカ：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

一般英語 － 30プラス 一般英語 20レッスン 
+ スキルアップ8レッスン

20レッスン 
一般英語コース

一般英語 20レッスン 
+ スキルアップ4レッスン

16レッスン 
一般英語

1～50週間 毎週月曜 Elementary（初級）-  
Advanced（上級）

最大12名 イギリス：ケンブリッジ
アメリカ：サンフランシスコ
カナダ：トロント
オーストラリア：メルボルン

ランゲージ・セメスター・ 
アブロード

20レッスン
+ スキルアップ 8レッスン

20レッスン（ビザの必要条件により、イギ
リスのみで受講可能）

20レッスン 
+ スキルアップ 4レッスン

24週間
36週間
48週間

1月7日
2月18日
4月1日
5月13日
6月24日
8月5日
9月16日
10月28日

Elementary（初級）-  
Advanced（上級）

北米＆イギリス　最大15名、オーストラ
リア＆ニュージーランド　最大18名

全センター

ビジネス英語 一般英語 20レッスン 
+ ビジネス英語 8レッスン

- - - 最短 2週間 毎週月曜 Intermediate（中級）- 
Advanced（上級）

北米＆イギリス　最大15名、 
オーストラリア＆ニュージーランド　 
最大18名

イギリス：ブライトン、ケンブリッジ、ロンドン
オーストラリア：ブリスベン

インテンシブビジネス英語 ビジネス英語 20レッスン 
+ スキルアップ 8レッスン

- - - 最短 2週間 毎週月曜 Elementary（初級）-  
Advanced（上級）

最大15名 アメリカ：サンフランシスコ

上級ビジネス英語 一般英語 20レッスン  
+ ビジネスコンテンツ 8レッスン（例：リー
ダーシップ、起業、ビジネスプランニング）

- - - 2～12週間 毎週月曜 Intermediate（中級）- 
Advanced（上級）

最大15名 アメリカ：ニューヨーク、サンディエゴ 
カナダ：トロント

ENGLISH IN ACTION  
（英語コースに追加）

28レッスン 
+ コース修了後に4週間または8週間の企業
研修または非営利組織研修

20レッスン 
+ 4週間または8週間（トロントは4週間以
上の期間を選択）の企業研修または非営利
組織研修

24レッスン 
+ 米国企業で4週間または8週間の企業研修
（アメリカのみ）

16レッスン 
+ 4週間または8週間の企業研修  
（アメリカのみ）

最短4週間の英語コース + 保有ビザやプ
ログラムに応じてコース中またはコー
ス後に4週間または8週間の企業研修ま
たは非営利組織研修

毎週月曜 企業研修開始時には 
Upper-intermediate（中級上） 
が必要

英語コースは最大15名（スタンダードプ
ラスのスキルアップ4レッスンを除く）

アメリカ：ニューヨーク、サンディエゴ、サンフランシスコ 
カナダ：トロント

ケンブリッジ英検FCE 試験対策 20レッスン+ スキルアップ 
8レッスン 
オーストラリア － 試験対策 28レッスン

試験対策 20レッスン 試験対策 20レッスン +  
スキルアップ 4レッスン（アメリカのみ）

- 10週間 記載の開講日 Intermediate（中級） イギリス＆アメリカ　最大15名、オース
トラリア＆ニュージーランド　最大18名
（スタンダードプラスのスキルアップ4
レッスンを除く）

イギリス：ブライトン、ケンブリッジ
アメリカ：サンディエゴ
オーストラリア：メルボルン、シドニー

ケンブリッジ英検CAE 試験対策 20レッスン+ スキルアップ 
8レッスン 
オーストラリア － 試験対策 28レッスン

試験対策 20レッスン 試験対策 20レッスン +  
スキルアップ 4レッスン（アメリカのみ）

- 10週間 記載の開講日 Advanced（上級） イギリス＆アメリカ　最大15名、オース
トラリア＆ニュージーランド　最大18名
（スタンダードプラスのスキルアップ4
レッスンを除く）

イギリス：ケンブリッジ
アメリカ：サンディエゴ
オーストラリア：メルボルン、シドニー

IELTS試験対策コース 試験対策 28レッスンまたは 
試験対策 20レッスン 
+ スキルアップ 8レッスン

試験対策 20レッスン 試験対策 20レッスン +  
スキルアップ 4レッスン（オーストラリア＆
ニュージーランドのみ）

メルボルン＆シドニーでは夜間クラス開講

- 最短 2週間 毎週月曜 Intermediate（中級）- 
Advanced（上級）

北米＆イギリス　最大15名、 
オーストラリア＆ニュージーランド　 
最大18名

イギリス：ブライトン、ケンブリッジ、ロンドン
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

一般英語 
とIESLTS試験対策コース

一般英語 20レッスン 
+ 試験対策 8レッスン

- - - 最短 2週間 毎週月曜 Intermediate（中級）- 
Advanced（上級）

北米＆イギリス　最大15名、 
オーストラリア＆ニュージーランド　 
最大18名

イギリス：ブライトン、ケンブリッジ、ロンドン
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
注：イギリスとオーストラリアでは、IELTSは通常科目および
IELTS選択科目の両方で提供されています

TOEFL試験対策コース 試験対策 20レッスン+  
スキルアップ 8レッスン

試験対策 20レッスン 試験対策 20レッスン +  
スキルアップ 4レッスン（アメリカのみ）

試験対策 16レッスン 最短 2週間 毎週月曜 Intermediate（中級）- 
Advanced（上級）

最大15名（スタンダードプラスのスキル
アップ4レッスンを除く）

アメリカ：ニューヨーク、サンディエゴ、サンフランシスコ

進学英語（EAP）－ オースト 
ラリア 

EAP 28レッスン - - - 必要な入学時レベルおよび終了時レベ
ルに応じて1 - 4 x 10週

記載のEAP日程 Intermediate（中級）- 
Advanced（上級）

最大18名 オーストラリア：ブリスベン、メルボルン、シドニー



アメリカ
多様性に富む地理や豊かな文化を有
するアメリカは、世界中の学生に人
気の留学先です。サンディエゴの
リラックスしたビーチサイドから
ニューヨークやサンフランシスコ
の有名なスポットまで、アメリカの
Embassy Englishセンターはアメリカ
ンドリームをかなえる絶好の場所に
位置しています。

限定コース
English in Actionプログラムはアメ
リカとカナダのみで実施されていま
す。学生たちは英語のレッスンに加
えてEmbassyのパートナー企業の下
で企業研修を行うことができます。
English in Actionプログラムの詳細は
17ページをご覧ください。

アメリカのEmbassyセンターは、
キャリア育成のためにビジネス英語
を身に着けたい学生に最適です。詳
細は16ページをご覧ください。

アクティビティ・プログラム
エキサイティングなアクティビ
ティ・プログラムに参加して、アメ
リカでの生活を体感しましょう。野
球観戦やエンパイア・ステート・ビ
ルディングからの写真撮影、ラスベ
ガス、ボストン、ワシントンDCな
ど有名な都市への週末旅行を楽しめ 

ます。

カナダ

語学留学： 

北米

見事な景観と豊富なアウトドアスポッ
トで知られるカナダは、多様な文化を
有する興味深い国です。Embassyト
ロント校はフレンドリーな雰囲気と豊
富なアクティビティ・プログラムで、
英語を学ぶのに最高の環境を整えてい
ます。

コース 

トロント校は進学を希望する学生にも
最適です。ここでのみ受講可能なパ
ワースピーキングコースでは、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。

アクティビティ・プログラム 

アイスホッケーの試合観戦やナイアガ
ラの滝の観光のほか、人気のカナディ
アン会話クラブに参加することもでき
ます！詳細は28～29ページをご覧く
ださい。

北米の高等教育
アメリカやカナダの大学教育は世界でトップクラスとみなされています。Embassy Englishでは、アメリカやカナダの高等教育機関
への留学の機会を数多く提供しています：
·  アメリカとカナダのいずれのセンターでも手続きを行うことができます 
·  Study Groupを通じて提携校より条件付きオファーを取得
·  TOEFL/IELTS不要 

提携校一例：

サンフランシスコ

サンディエゴ

ニューヨーク

トロント

カナダ

アメリカ

20 北米への留学

北米の東海岸から西海岸にいたるまで、Embassy Englishの語学学校は 
アメリカとカナダの最も有名な都市に位置しています。
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ニューヨーク、ハイライン

サンディエゴ、ホートンプラザ サンフランシスコ、ピア39 

サンディエゴ、ビーチEmbassyトロント校

Embassyサンフランシスコ校の教室内Embassyニューヨーク校



ニューヨーク校の主な国籍 10 
カ国*

*2017年全体の平均に基づく

Embassy

ニューヨーク
Embassyニューヨーク校で、世界有数の大都市での生活を体験しましょう。本校はエンパイアステー
トビルとマディソンスクエアガーデンから数ブロック、タイムズスクエアからはわずか2駅の中心部
に位置しています。スピーディなシティライフが好きで、気の合う仲間を探したければ、Embassy
ニューヨーク校が最適です！

体験
都市の雰囲気：Embassyニューヨー
ク校では学生が参加できる素晴らし
いアクティビティを豊富に用意して
います。野球、各国の文化を紹介す
るイベント、ボーリング、地元のア
メリカ人大学生が主催するアメリカ
ン会話クラブへの参加、ナイアガラ
の滝やボストンへの週末旅行はほん
の一例です。

ニューヨークのシティライフ：眠ら
ない街ニューヨークはすべてが揃う
場所。多様性に富む文化、目まぐる
しく刺激に満ちた、真のシティライ
フを体験できます。

設備 
WiFi、コンピュータールーム、電子
黒板、学生ラウンジ、大学進学カウ
ンセリング。

コース
一般英語コース
⋅  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
⋅  インテンシブ28
⋅  初心者レベル
⋅  バケーション&トラベル英語
⋅  ランゲージ・セメスター・アブロード

専門コース
⋅  上級ビジネス英語
⋅  試験対策：TOEFL（試験対策20レッ 
スン）

⋅  マンツーマンレッスン
⋅  English in Action（企業研修）：北米セ
ンターのみ、17ページ参照 

滞在方法
レジデンスまたはホームステイを選択。
⋅  レジデンス：W e s t s i d e  Y M C A、

Vanderbilt YMCA、The New Yorkerな
ど、ニューヨーク中心部に数多くのレ
ジデンスがあります 

⋅  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
ジャージー等で手配可能、1人部屋、 
1日2食付き（週14回食事が提供されま
す）または朝食付き

Embassyニューヨー
ク校を選ぶ理由：
Embassyニューヨーク校は30年以
上にわたり学生の教育で成功を収
めてきました

経験豊富な講師のチームを擁する
本校は、TOEFLの高得点を達成
するためにも最適な場所です。バ
ケーション＆トラベル英語でも、
TOEFLの学習が可能です

本校はマンハッタンの中心部、マ
ディソンスクエアガーデンにほど
近く、タイムズスクエアから徒歩
10分です。

見るものもすることも数多い
ニューヨークならではの豊富なア
クティビティが揃っています。

22 ニューヨーク
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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レジデンス
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5EmbassyのYouTubeチャンネル：
youtube.com/Embassy-English-
Language-School

平均学生数:約100名

日本人の割合 – 14％
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John McQuaid、リージョナルディレクター、アメリカ東海岸：

「 ニューヨークでお会いしましょう！多様性に
富む文化、目まぐるしく、刺激に満ちた都
市、ニューヨーク。世界の首都で生活しつ
つ、温かくて居心地の良いキャンパスライフ
をぜひ過ごしてください」

Jiyeoun、韓国、Embassy学生：

「 Embassyニューヨーク校はとて
もダイナミックでカラフルでし
た。ここで私は、世界中から来
た人々と学び働く素晴らしい機
会を得ることができました。」 

学生ラウンジ

教室

ハドソン川

Embassyニューヨーク校

マンハッタン 学生ラウンジ

コンピュータールーム

レセプション 

コンピュータールーム学生ラウンジ



サンディエゴ校の主な国籍 10 
カ国*

*2017年全体の平均に基づく

Embassy

サンディエゴ
最新設備を備えたEmbassyサンディエゴ校は、サンディエゴの中心部に位置し、サンディエゴのすべ
ての観光スポットに簡単にアクセスできます。学習意欲に燃え、アウトドアのライフスタイルを好む学
生に最適です。

体験
アクティビティ：Embassyサンディエ
ゴ校では、地元のアメリカ人大学生が
主催するアメリカン会話クラブ、各国
の文化を紹介するイベント、パドル
ボードツアー、シティイベント、ロサ
ンゼルスやラスベガスへの週末旅行な
ど、学生が参加できるアクティビティ
を数多く用意しています。

サンディエゴのシティライフ：サン
ディエゴでサーフィンを楽しみましょ
う！この美しい都市には、美しいビー
チ、散策に最適な活気あふれる街並
み、ぜひ味わってみたい素晴らしいレ
ストランがバランスよく揃っていま
す。大都市サンディエゴでは、いつで
も何かしら新しい発見が得られます。

設備
WiFi、コンピュータールーム、電子
黒板、学生ラウンジ、大学進学カウ
ンセリング。

コース
一般英語コース
⋅  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
⋅  インテンシブ28
⋅  初心者レベル
⋅  バケーション&トラベル英語
⋅  ランゲージ・セメスター・アブロード

専門コース
⋅  上級ビジネス英語
⋅  試験対策：ケンブリッジ英検FCEお
よびCAE、TOEFL（試験対策20レッ 
スン）

⋅  マンツーマンレッスン
⋅  English in Action（企業研修）：北米セ
ンターのみ、17ページ参照

滞在方法
レジデンスまたはホームステイを選択。
⋅  レジデンス：1人部屋または2人部屋、
食事なし、トイレ・シャワー付きまた
はトイレ・シャワー共有を選択可能。
レジデンスはいずれもセンターに通学
しやすい場所にあります

⋅  ホームステイ：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食付きオプション

Embassyサンディ
エゴ校を選ぶ理由：
素晴らしい気候、美しいビーチ、
リラックスした雰囲気で知られる
カリフォルニアのライフスタイル
を体感できます

ケンブリッジ英語検定試験対策と
TOEFL試験対策コースでビジネ
スや進学に適した英語力や思考力
が身につきます

エキサイティングなアクティビ
ティ・プログラムにより活気あふ
れるサンディエゴのライフスタイ
ルを体験しながら英語を実践でき
ます

世界各地から来た学生たちと長期
にわたるコミュニティを形成でき
ます

24 サンディエゴ

1  バルボアパーク

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  
ファーマーズマーケット
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受入年齢近隣での
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EmbassyのYouTubeチャンネル：
youtube.com/Embassy-English-
Language-School

平均学生数:約100名

日本人の割合 – 10％
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Daniel Nowatnick、センターディレクター、サンディエゴ校：

「 サンディエゴ校の経験豊富なスタッフチーム
は、学生がEmbassy Englishで素晴らしい体
験ができるように尽力しています。このフレ
ンドリーなセンターで皆さんをお待ちしてい
ます。」

Afrim、スイス、Embassy学生：

「 Embassyサンディエゴ校の雰
囲気は最高です。特に講師陣と
Embassyが企画したイベントが
良かったです。」

サンディエゴのスカイライン

サンディエゴ、ガスランプ歴史地区

対話型の学習



サンフランシスコ校の主な国籍
10カ国*

*2017年全体の平均に基づく

26 サンフランシスコ

Embassy

サンフランシスコ
フレンドリーで居心地の良いEmbassy サンフランシスコ校は、観光客に大人気のフィッシャーマン
ズ・ワーフと美しいサンフランシスコ湾の近くに位置しています。真のアメリカンライフをじっくりと
体験したいなら、Embassyサンフランシスコ校が最適です！

体験
アクティビティ：Embassyサンフラ
ンシスコ校では数多くのエキサイ
ティングなアクティビティを用意し
ています。地元アメリカ人大学生が
主催するアメリカン会話クラブ、ラ
イティングセミナー、各国の文化を
紹介するイベントへの参加、ヨセミ
テ、ロサンゼルス、ラスベガスへの
週末旅行はそのほんの一例です。

サンフランシスコのシティライフ：
サンフランシスコは活気があり、文
化的に豊かな都市です。音楽や芸術
で有名で、ゴールデン・ゲート・ブ
リッジや、ペインテッド・レディ、
アルカトラズ島といった、有名な観
光地もあります。

設備
WiFi、礼拝堂、コンピュータールー
ム、電子黒板、学生ラウンジ、大学
進学カウンセリング

コース
一般英語コース
⋅  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
⋅  インテンシブ28
⋅  30プラス
⋅  バケーション&トラベル英語
⋅  ランゲージ・セメスター・アブロード

専門コース
⋅  インテンシブビジネス英語
⋅  試験対策：TOEFL（試験対策20レッ 
スン）

⋅  マンツーマンレッスン
⋅  English in Action（企業研修）：北米セ
ンターのみ、17ページ参照

滞在方法
レジデンスまたはホームステイを選択。
⋅  レジデンス：多彩なレジデンスオプ
ション：食事なしまたは1日2食付き、
1人部屋または2人部屋、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

⋅  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食付きまたは朝食のみ

Embassyサンフラ
ンシスコ校を選ぶ 
理由：
経験豊富で熱心な当校のチームが
サポートするアットホームなコ
ミュニティです

フィッシャーマンズ・ワーフの一
等地、ピア39の向かいのアライア
ント国際大学キャンパス内に位置
し、アカデミックな環境を提供し
ています

地元企業との提携により、学生は
English in Actionプログラムやビ
ジネス英語プログラムを効果的に
勉強することができます

教室の外では活気に満ちたサンフ
ランシスコの街を散策したり、ア
メリカ西海岸への週末旅行が楽し
めます
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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

大学カウン
セリング

WiFi 小旅行

受入年齢近隣での 
ショッピング

礼拝堂

EmbassyのYouTubeチャンネル：
youtube.com/Embassy-English-
Language-School

平均学生数:約100名

日本人の割合 – 16％
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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：

「 自立心を持ち、楽しいこと好きで勤勉な学生
は当校にぴったりです。私たちは本当にファ
ミリーのようで、さまざまな国籍の学生が集
まっています。」

Alexis、フランス、Embassy学生：

「 なんといってもEmbassyサン
フランシスコ校のアットホーム
な雰囲気が最高でした。世界中
から来た人々と出会うことがで
き、フレンドリーな講師たちに
囲まれ、多彩なアクティビティ
に参加して、まさに人生で最高
の夏を過ごしました！」

Embassyサンフランシスコ校 

教室 

サンフランシスコで観光 

図書館 対話型の学習

学生ラウンジ

教室

レセプション 



Embassy

トロント
Embassyトロント校は明るくモダンなセンターで、トロントの賑やかなショッピング街の中心部Bloor 
Streetに位置しています。カナダ最大の都市トロントの全主要スポットへ徒歩圏内です。大きな家族の
ような学生の一員になるなら、Embassyトロント校が最適です。

トロント校の主な国籍10カ国*

*2017年全体の平均に基づく

体験
アクティビティ：Embassyトロント
校のスタッフは、素晴らしい旅行や
体験ができるアクティビティをたく
さん用意しています。経験豊富な地
元のカナダ人大学生が週に3日開催す
る会話クラブは特筆に値します。こ
こでは語学スキルを磨き、いろいろ
な人に出会うことができます。

トロントのシティライフ：「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る素晴ら
しい街、トロントは、「最も住みやす
い都市」に何度も選ばれています。

設備
礼拝堂、WiFi、コンピュータールー
ム、電子黒板、学生ラウンジ、大学
進学カウンセリング。

コース
一般英語コース
⋅  スタンダードプログラム
⋅  インテンシブ28
⋅  初心者レベル
⋅  30プラス
⋅  ランゲージ・セメスター・アブロード

専門コース
⋅  上級ビジネス英語
⋅  試験対策： I E L T S（試験対策8レッ 
スン）

⋅  パワースピーキングプログラム
⋅  マンツーマンレッスン
⋅  English in Action（企業研修）：北米セ
ンターのみ、17ページ参照

滞在方法
レジデンスまたはホームステイを選択。
⋅  Alexandra Hotel：1人部屋またはルー
ムシェア、トイレ・シャワー付き、各
部屋に簡易キッチンが付き、原則食事
なし。1人部屋または2人部屋を選択 
可能

⋅  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食付きまたは 
1日3食付き

Embassyトロント
校を選ぶ理由：
トロントのスカイラインを臨む大
きな明るい教室、快適な学習環境
です

独自のパワースピーキングプログ
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

カナディアン会話クラブが週3日
放課後に開かれています

たくさんの公園に囲まれた素晴ら
しいダウンタウンに位置し、CN
タワーやオンタリオ湖にも簡単に
アクセスできます

28 トロント
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EmbassyのYouTubeチャンネル：
youtube.com/Embassy-English-
Language-School

平均学生数:約150名

日本人の割合 – 17％
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Tanya Galueva、センターディレクター、トロント校：

「 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
ミリーの一員です。この多文化都市をとこと
ん満喫してください！」

Asunción、スペイン、Embassy学生：

「 Embassyトロント校は本当に居
心地が良く、先生方を含む素晴
らしい友人たちに出会うことが
できました。人生で最高の体験
のひとつです。」

学生ラウンジ

コンピュータールーム

教室

教室

Embassyトロント校



語学留学： 

イギリス

アーティスティックな海沿いの街、ブライトンやヘイス
ティングス、伝統の大学都市ケンブリッジ、世界有数の
大都市ロンドン。Embassy Englishは魅力的な都市に位置
しています。

イギリスはなんといっても英語の本
場。活気のある都市、美しいカント
リーサイド、数千年におよぶ長い歴
史を誇る国で英語を学びましょう。

コース
イギリスのセンターには全レベルに
向けたさまざまなコースが揃ってい
ます。ケンブリッジ校は試験対策に
最適で、ロンドン校やブライトン校
は教育を継続したい学生が進学でき
るカレッジやインターナショナルス
タディセンターとキャンパスを共有
しています。

アクティビティ
イギリスセンターのチームはエキサ
イティングで充実したアクティビ
ティの提供に尽力しています。加え
て、近隣のヨーロッパ諸都市への週
末旅行や、ストーンヘンジ、バー
ス、オックスフォードなどイギリス
各地への日帰り旅行も楽しめます。

イギリスのパスウェイ
·  大学が求めている IELTSスコアの取
得を支援

·  志望大学や internat ional  study 

centre pathway、またはベラビーズ
カレッジファウンデーションプログ
ラムより、条件付きオファーを取得

·  12週間以上のパスウェイコース受講
の場合、UKVI IELTS試験提供

提携校一例：

Embassyブライトン校

Embassyケンブリッジ校

ロンドングリニッジの学生

ケンブリッジ

ロンドン

ブライトン ヘイスティングス

イギリス

30 イギリスへの留学



Embassyブライトン校学生ラウンジ

Embassyブライトン校コンピュータールーム

Embassyヘイスティングス校

ケンブリッジの学生ブライトンの海岸沿い ヘイスティングス校の学生の小旅行

31embassyenglish.com

ブライトン・ピア



ブライトン校の主な国籍10カ国*

*2017年全体の平均に基づく

Embassy

ブライトン
豊かな歴史と文化、そして創造性に富んだイギリス屈指のユニークな海沿いの街を満喫しましょう。
Embassyブライトン校は、ベラビーズカレッジ内にあり、留学生コミュニティ専用に設計、建設され
ているため、大規模な学生キャンパスの利点を得ることができ、またEmbassyのサポートも行き届い
ています。いろいろな人と知り合いになりたいですか？それならEmbassyブライトン校が最適です！ 

体験
アクティビティ：Embassyブライトン
校では、学生が参加できる夜間アク
ティビティ、学習グループ、観劇、週
末のハイキング、イギリス国内への日
帰り旅行など、市場をリードするさま
ざまなアクティビティを用意していま
す。当校のアクティビティは、学生が
この賑やかなブライトンの街を満喫で
きるようにデザインされています。

ブライトンのシティライフ：ブライ
トンは、人口およそ30万人を擁する
活気に満ちた海沿いの街です。ブラ
イトンは学生にとても人気があり、
いつもイベント等が開催されていま
す。また、ロンドン中心部から電車
で1時間かかりません。

設備
カフェ /食堂、図書館、礼拝堂、
WiFi、コンピュータールーム、優れ
た教室設備、学生ラウンジ、大学進
学カウンセリング

コース
一般英語コース
⋅ スタンダードプログラム
⋅ インテンシブ28
⋅ 初心者レベル
⋅ ランゲージ・セメスター・アブロード

専門コース
⋅ ビジネス英語
⋅  試験対策：IELTS、ケンブリッジ英検

FCE（試験対策20レッスン）
⋅ マンツーマンレッスン

滞在方法
レジデンスまたはホームステイを選択。
⋅  Voyager House：夏のみ利用可能、学
校敷地内にあるレジデンス、1人部屋、
2食付きまたは3食付き、トイレ・シャ
ワー付き、16歳以上

⋅  Britannia Study Hotel：年間利用可能
でスタイリッシュなホテル内のレジデ
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：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食付きまたは朝食付き

Embassyブライト
ン校を選ぶ理由：
ベラビーズカレッジキャンパス内
にある最新設備の整ったモダンな
建物で、1000人余りの学生を擁
する活気のある環境です

15年を超える経験を誇る優秀な
チームにより、学生満足度96％を
達成しています

充実したアクティビティが用意さ
れており、学生はデイリーアク
ティビティや週末の小旅行に参加
できます

ロンドンから電車でわずか50分
のユニークで興味深い海沿いの街
で、たくさんの史跡があります
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1  ブライトン駅

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 

32 ブライトン
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WiFi食堂

礼拝堂近隣での 
ショッピング

小旅行

受入年齢

EmbassyのYouTubeチャンネル：
youtube.com/Embassy-English-
Language-School

図書館

平均学生数:約200名

日本人の割合 – 3％



Katie Wash、センターディレクター、ブライトン校：

「 教室、国際色豊かな食堂、学生サービス、 
24時間セキュリティ、コンピュータールー
ム、図書館など、Embassyブライトン校の
すべてが当校の留学生に合わせて用意されて
います。美しい学生ラウンジからは街が一望
できます。ブライトンにこのような建物は2
つとありません。」

Choi、韓国、Embassy学生：

「 Embassyブライトン校は講師
陣が素晴らしくて大好きでし
た。センターではたくさんのア
クティビティにも参加できま 
した。」

図書館の学習スペース

図書館コンピュータールーム

Embassyブライトン校

コンピュータールーム

教室

33embassyenglish.com
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ケンブリッジ
学術的豊かさと活気に満ちた雰囲気がバランスよく溶け合ったEmbassyケンブリッジ校では、新しい
友人を作り、イギリス文化を満喫できます。進学を目標としながら真のイギリスを体験したければ、
Embassyケンブリッジ校が最適です！

ケンブリッジ校の主な国籍 10 
カ国*

*2017年全体の平均に基づく

体験
アクティビティ：会話クラブやロンド
ンでの観劇、ボーリング、イギリス国
内への日帰り旅行など、多彩なアク
ティビティが用意されています。

ケンブリッジのシティライフ：歴史を
誇るケンブリッジは大学都市です。常
に賑やかな学生街の雰囲気に包まれて
います。美しいカレッジ、川でのパン
トボート遊び、大きな書店や見事な庭
園の数々をお楽しみください。

設備
カフェ/食堂、礼拝堂、WiFi、卓球、
大きな屋外パティオ＆庭園、コン
ピュータールーム、電子黒板、大学
進学カウンセリング。

コース
一般英語コース
⋅  スタンダードプログラム
⋅  インテンシブ28
⋅  初心者レベル
⋅  30プラス
⋅  ランゲージ・セメスター・アブロード

専門コース
⋅  ビジネス英語
⋅  試験対策：ケンブリッジ英検FCEおよ
びCAE（試験対策20レッスン）

⋅  IELTS (試験対策8レッスン)
⋅  マンツーマンレッスン

滞在方法
レジデンスまたはホームステイを選択。
⋅  Study Inn：学生専用宿泊ブロック、 

18歳以上、食事なし、家具付きの大き
な部屋です。Embassyケンブリッジ校
まで自転車で10分

⋅  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食付き（16歳以上）、1日3食付
き、または朝食付き（18歳以上）を選
択可能

Embassyケンブリッ
ジ校を選ぶ理由：
ケンブリッジ郊外住宅地に建つ築
100年の建物で、真のイギリスを
体験できます

ケンブリッジ英語検定試験FCEと
CAEのための準備に最適、経験豊
富なセンターです

センターでは貸自転車をご用意、
授業の後にケンブリッジを探索で
きます 

進学を希望する学生に最適です

34 ケンブリッジ

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・イン学生宿泊施設 

5  パーカーズ ピース：イベントを多く開催
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平均学生数:約100名

日本人の割合 – 2％
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Najah Hussein、センターディレクター、ケンブリッジ校：

「 学生はEmbassyケンブリッジ校のアカデミッ
クな雰囲気、多文化性、熱心なスタッフ、そ
してケンブリッジならではの美しいカレッジ
や川をとても気に入ります。」

Franziska、イタリア、Embassy学生：

「 Embassyケンブリッジ校のどの
人もいつもとても親切でした。
絶対に助けてくれるとわかって
いたので躊躇なく質問すること
ができました。」

Embassyケンブリッジ校

教室

ケム川

学生ラウンジ

屋外休憩所
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ヘイスティングス
Embassyヘイスティングス校はコミュニティのような、アットホームでくつろげる雰囲気で
す。建物内にアクティビティ用のスペースがあるほか、歴史ある旧市街地へも簡単にアクセス
できます。友人を作りながらイギリスの生活を満喫したければ、Embassyヘイスティングス校
が最適です！

ヘイスティングス校の主な国籍
10カ国*

*2017年全体の平均に基づく

体験
アクティビティ：本校にはすべての年
齢の学生に適した多彩なアクティビ
ティを用意しています。例として、
ウォーキングツアー、映画ナイト、カ
ラオケのほか、イギリス国内やヨー
ロッパへの週末旅行が挙げられます。

ヘイスティングスのシティライフ：
ヘイスティングスは絵画のように美
しい港町です。学生はよくハイキン
グに出かけ、崖からの素晴らしい海
の景色を堪能しています。歴史ある
旧市街は個性に富み、新たにオープ
ンされた桟橋やバー、レストランも
学生に大人気です。

設備
カフェ/食堂、礼拝堂、WiFi、コン
ピュータールーム、電子黒板、学生ラ
ウンジ、大学進学カウンセリング。

コース
一般英語コース
⋅ スタンダードプログラム
⋅ インテンシブ28
⋅ 初心者レベル（7、8月）
⋅ ランゲージ・セメスター・アブロード

専門コース
⋅ マンツーマンレッスン

滞在方法 
レジデンスまたはホームステイを選択。
⋅  レジデンス：1人部屋またはルームシェ
ア、トイレ・シャワー付き。各室とも
机、いす、ワードローブ完備。食事な
し、共有キッチン有り、18歳以上 

⋅  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食付きまたは1日3食付きを選
択可能

E m b a s s yヘイス
ティングス校を選ぶ
理由：
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、バーベキューやアクティ
ビティのためのスペースが十分に
用意されています

キャンパス付近にホームステイが
あり、センターのチームは経験豊
富なため、低年齢の学生にも適し
ています

イギリス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
で昼食を取ることができます

イギリス国内やヨーロッパへの旅
行に便利なロケーション、ロンド
ンまでわずか1時間半です

36 ヘイスティングス
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平均学生数:約100名
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Katie Taylor、センターディレクター、ヘイスティングス校：

「 Embassyヘイスティングス校のチームはと
ても経験豊かでフレンドリー、陽気です。た
だし学生に素晴らしいサービスを提供するこ
とにかけてはとても真剣です。」

Andrea、グアテマラ、Embassy学生：

「 Embassyヘイスティングス校
で学習した中で最高の思い出は
素晴らしい人々に出会えたこ
とです。彼らは今でも私の友人 
です。」

ヘイスティングスの海岸沿い

教室

教室

Embassyヘイスティングス校



Embassy

ロンドン
フレンドリーな環境に恵まれたキャンパスでの生活体験を提供するEmbassyロンドン校ではベラビー
ズカレッジおよびコヴェントリーユニバーシティのISCとキャンパスを共有しており、学生は少人数の
チームからきめ細かいサービスを受けることができます。キャリアを目指し、イギリスでさらに教育を
受けたいと思うなら、Embassyロンドン校が最適です！

ロンドン校の主な国籍10カ国*

*2017年全体の平均に基づく

体験
アクティビティ：Embassyロンドン
校ではベラビーズカレッジと提携し
て充実したアクティビティを用意し
ています。アクティビティには観
劇、バスケットボール、パブナイ
ト、イギリス国内への日帰り旅行、
ヨーロッパへの週末旅行が含まれま
す。学生はさまざまな国からの留学
生と知り合えます。

ロンドンのシティライフ：グリニッ
ジは数々の素敵なレストラン、美し
い公園、歴史的な市場に恵まれた、
魅力的でフレンドリーな街で、テム
ズ川へ徒歩で行くことができます。

設備
カフェ/食堂、WiFi、コンピューター
ルーム、電子黒板、学生ラウンジ、
図書館、大学進学カウンセリング

コース
一般英語コース
⋅ スタンダードプログラム
⋅ インテンシブ28
⋅ 初心者レベル
⋅ ランゲージ・セメスター・アブロード

専門コース
⋅ ビジネス英語
⋅  試験対策：IELTS（試験対策8または20
レッスン）

⋅ マンツーマンレッスン

滞在方法
レジデンスまたはホームステイを選択。
⋅  McMillanレジデンス：年間利用可能、

1人部屋または2人部屋、トイレ・シャ
ワー付き。1日2食付き、1日3食付き、
または食事なしが選択可能

⋅  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
食付き、1日3食付き、または朝食付き
（18歳以上）を選択可能

Embassyロンドン
校を選ぶ理由：
ベラビーズカレッジおよびコヴェ
ントリーユニバーシティのイン
ターナショナルスタディセンター
とキャンパスを共有するため、総
学生数450名にもなる真に国際的
な環境での生活を体験できます

美しい郊外のグリニッジでゆった
りとしたロンドンの生活を送りな
がら、ロンドンの中心部や有名な
観光名所へ電車でわずか10分程度
でアクセスできます

セキュリティゲートを備えた安全
な環境で、学生のニーズに応える
設備を完備しています

キャンパス内にあるレジデンス
は、ロンドンでトイレ・シャワー
付きの1人部屋を希望する学生に最
適。教室からわずか5分です
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EmbassyのYouTubeチャンネル：
youtube.com/Embassy-English-
Language-School

平均学生数:約150名

日本人の割合 – 6％
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Dan Spalding、センターディレクター、ロンドン校：

「 Embassyロンドン校では安全でインターナ
ショナルな環境を提供しており、学生は共有
キャンパスで多彩な文化を体験できます。」

Dania、サウジアラビア、Embassy学生：

「 Embassyロンドン校で気に入っ
ているのは雰囲気、学生、ス
タッフ、そしてアクティビティ
です。」

教室

レセプション

Embassyロンドン校

図書館

図書館

コンピュー
タールーム



語学留学： 

オーストラリア＆
ニュージーランド
オーストラリアまたはニュージーランドのEmbassyで英語を学ぶことを決めたら、素敵な
冒険への準備にとりかかりましょう。

オーストラリア ニュージーランド
目を見張る景観、穏やかな気候、コス
モポリタンな都市、そして美しいビー
チの数々。オーストラリアは短期の語
学留学にも長期の進学プログラムにも
最適です。オーストラリアでは、留学
中に英語を活かしてアルバイトも可
能。学生ビザがあれば2週間で40時間
まで働くことができます。

限定コース
進学英語（EAP）：進学英語プログラ
ムは、集中的な語学学習と進学英語を
組み合わせています。修了するとオー
ストラリアの40を超える大学やTAFE
提携校への入学が保証されます。

夜間クラス：夜間クラスを開講してい
るのはオーストラリアだけです。外国
で観光や仕事をしながらの語学学習に
最適です。

アクティビティ：センターのスタッフ
は、オーストラリアの各都市で学生た
ちが存分に生活や学習できるように、
週ごとのアクティビティプランととも
に週末旅行も企画しています。

美しい自然に恵まれているニュージー
ランドでの語学学習は、教室での学
習にとどまらず、1年中アウトドアス
ポーツが楽しめます。オークランドの
人々はフレンドリーでおおらか。世
界中からの留学生を暖かく迎えてくれ
る、最高の留学先です。

コース
ニュージーランドは、ランゲージ・セ
メスター・アブロードで長期留学をし
たい学生にも最適です。

アクティビティ 
週末にはフェリーで周辺諸島を訪れた
り、オークランドの街を散策、または
映画『ロード・オブ・ザ・リング』の
撮影セット、ホビット村へのツアーが
楽しめます。

オークランド

ニュージーランド

メルボルン

シドニー

ゴールドコースト

ブリスベン

オーストラリア

40 オーストラリア・ニュージーランドへの留学

オーストラリアの高等
教育
私達のパートナーは、Foundationプ
ログラムからMBAに至るまで、質の
高い学習の選択肢を幅広く提供してい 
ます。
·  Embassyの進学英語コースは、オース
トラリアにある40以上のカレッジと大
学から認定されています

·  希望の大学・専門学校より条件付オ
ファーを取得します

·  IELTS免除EAPコースを修了する必要が
あります

提携校一例：

Embassy 
ブリズベン校

English for Academic Purposes (Intermediate to Advanced) (10 to 40 weeks): CRICOS Course Code 072049J
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Embassy 
シドニー校

Embassyオークランド校 オークランドのウィンター・ガーデン Embassyメルボルン校

シドニー・オペラハウス

Embassyゴールド 
コースト校

サーファーズ・パラダイスのビーチ



Embassy

ブリスベン
シティライフとアウトドアをバランスよく体験できるEmbassyブリスベン校では、熱心でフレンド
リーなスタッフがアットホームな環境で学生が英語学習の目標を達成できるようにサポートします。 
冒険好きでオーストラリアの生活に溶け込みたいと思うなら、Embassyブリスベン校が最適です！

ブリスベン校の主な国籍10カ国*

*2017年全体の平均に基づく

体験
アクティビティ：Embassyブリスベ
ン校のチームは学生が暇なく楽し
める素晴らしいアクティビティを
用意しています。人気のあるアク
ティビティとして、スポーツ、会話
クラブ、バーベキュー、ピザパー
ティー、映画鑑賞、クイズ大会、そ
して市内で行われる定期イベントが
挙げられます。

ブリスベンのシティライフ：植物園
を訪れたりサウスバンクでバーベ
キューをしたり、ショッピングや食
事を楽しんだりと、ブリスベンはい
つも楽しみが尽きない街です。

設備
カフェ、WiFi、コンピュータールー
ム、電子黒板、学生ラウンジ、大学
進学カウンセリング、図書館 

コース
一般英語コース
⋅  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
⋅  インテンシブ28
⋅  夜間クラス
⋅  ランゲージ・セメスター・アブロード

専門コース
⋅  進学英語（EAP）
⋅  試験対策：IELTS（試験対策20または

28レッスン）
⋅  マンツーマンレッスン
⋅  ビジネス英語*

* 一般英語20レッスン + ビジネス英語8レッスン

滞在方法
レジデンスまたはホームステイを選択。
⋅  Adalong Guest House：1人部屋または2
人部屋、トイレ・シャワー共有1日2食*

⋅  Student One：トイレ・シャワー付き
1人部屋または2人部屋、もしくはトイ
レ・シャワー共有1人部屋、５LDKのア
パートメント、簡易キッチンがありま
す。食事なし

⋅  ホームステイ：ブリスベン全域で手配
可能、1人部屋。1日2食（週16回）

* 朝食＆夕食 月 - 金、土日は朝食のみ

Embassyブリスベ
ン校を選ぶ理由：
Embassyブリスベン校はブリス
ベン市の中心部に位置し、学生は
オーストラリアのシティライフを
満喫できます

同グループのチャールズ・スター
ト大学とキャンパスを共有してお
り、本物のカレッジライフを体感
できます

クイーンズランドの提携専門学
校・大学への進学希望者に最適 
です

ブリスベンは見所がたくさんあ
り、活気のある街で、年間を通じ
て気候は温暖です
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平均学生数:約200名

日本人の割合 – 14％
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Bradley Muller、センターディレクター、ブリスベン校：

「 ブリスベンは伸び盛りの活気に満ちた都市
で、Embassyブリスベン校はその中心に位
置しています。経験豊富な講師陣が目標達成
をサポート。ブリスベンで過ごす時間がかけ
がえのない素晴らしいものになるよう全力を
尽くしています。」

Yuiko、日本、Embassy学生：

「 Embassyブリスベン校でたくさ
んのことを学びました。特にリ
スニング・スピーキングが向上
しました。先生方やスタッフは
必ず助けてくれます。」

レセプション

教室 授業中の学生

図書館

ブリスベン川 教室

コンピュー 
タールーム

植物園

Language Semester Abroad (Elementary to Advanced) (1 to 52 weeks): CRICOS Course Code 072052C
General English (Beginner to Advanced) (1 to 52 weeks): CRICOS Course Code 072051D
English for Academic Purposes (Intermediate to Advanced) (10 to 40 weeks): CRICOS Course Code 072049J
IELTS Preparation (Intermediate to Upper Intermediate)-52 weeks: CRICOS Course Code 076473E



Embassy

ゴールドコースト
Embassyゴールドコースト校はサーファーズ・パラダイスの中心部にあり、レストランやバーをはじ
め、さまざまな観光スポットそしてビーチが近接しています。本校のきめ細やかなサービスは学生に人
気で、オーストラリアの名高いビーチでサーフィンを学びながら、英語力を磨くことができます。ビー
チを愛し、新しい友人と出会いたい人には、Embassyゴールドコースト校が最適です！

ゴールドコースト校の主な国籍
10カ国*

 
*2017年全体の平均に基づく

体験
アクティビティ：Embassyゴールド
コースト校は地の利を活かしたエキサ
イティングなアクティビティを提供し
ています。アクティビティにはビーチ
でのバーベキューやバレーボール、映
画クラブ、また、オーストラリアの素
晴らしいアウトドアを探索する週末旅
行などが含まれます。

ゴールドコーストのシティライフ：
ゴールドコーストには最高のシティ
ライフとのんびりとくつろいだオー
ストラリアのビーチの雰囲気が共存
しています。世界屈指のビーチから
賑やかなナイトライフまで、学生が
夢中になる魅力にあふれています。

設備
WiFi、コンピュータールーム、電子
黒板、学生ラウンジ、大学進学カウ
ンセリング、仕事ワークショップ

コース
一般英語コース
⋅  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
⋅  インテンシブ28
⋅  ランゲージ・セメスター・アブロード

専門コース
⋅  試験対策： IELTS（試験対策20レッ 
スン）

⋅  マンツーマンレッスン

滞在方法
レジデンスまたはホームステイを選択。
⋅  レジデンス：プール、バーベキューエ
リア、レクリエーション施設を備えた
さまざまな滞在先を手配可能大部屋、 
1人部屋、2人部屋（ツイン・ダブル）
を選択可能、食事なし

⋅  ホームステイ：ゴールドコースト地
域全域で手配可能、1人部屋。1日2食
（週16回）

Embassyゴールド
コースト校を選ぶ理
由：
サーファーズ・パラダイスのビー
チまで徒歩わずか数分、サーフ
ボードを持って通学できる最高の
ロケーションです

熱心で経験豊富なチームが学生の
目標達成をしっかりサポートし 
ます

素晴らしい気候：最高の天気が毎
日のように続きます

プールやバーベキューエリア、レ
クリエーション施設など素晴らし
い設備を備えたさまざまな滞在先
を選べます
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EmbassyのYouTubeチャンネル：
youtube.com/Embassy-English-
Language-School

Language Semester Abroad (Elementary to Advanced) (1 to 52 weeks): CRICOS Course Code 072052C 
General English (Beginner to Advanced) (1 to 52 weeks): CRICOS Course Code 072051D  
IELTS Preparation (Intermediate to Upper Intermediate)-52 weeks: CRICOS Course Code 076473E

平均学生数:約100名

日本人の割合 – 18％



45embassyenglish.com

Jillian Kohler、アカデミックマネージャー、ゴールドコース
ト校：

「 屈指の美しさを誇る海のある街で英語を学び
たければ、ゴールドコースト校にお越しくだ
さい。世界中からの留学生が、楽しくもプロ
フェッショナルな雰囲気の中で学ぶ機会を得
るために集まっています。」

Fernanda、ブラジル、Embassy学生：

「 Embassyゴールドコースト校
で最高だったのは、講師陣や
スタッフから受けたサポート 
です。」

コンピュータールーム

サーファーズ・パラダイスのビーチ

授業中の学生

My Embassy English Student Dashboard
へのアクセス



Embassy

メルボルン
Embassyメルボルン校は最新設備を完備、キャンバスを同グループの大学と共有しています。当校は
ビジネス街の中心部に位置し、近隣にはショップやカフェ、多彩なレストランが軒を連ねています。
Embassyメルボルン校では、真剣な語学学習と楽しい社交的な雰囲気をバランスよく味わうことがで
きます。

メルボルン校の主な国籍10カ国*

 
*2017年全体の平均に基づく

体験
アクティビティ：メルボルンでは頻
繁にイベントが開催されています。
お薦めのイベントやEmbassyが企画
するアクティビティで休む暇もあ
りません。会話クラブ、動物園、
ウォーキングツアーをはじめ、他に
もたくさんあります。

メルボルンのシティライフ：メルボ
ルンはモダンでダイナミック。留学
生が楽しめるエキサイティングな機
会に満ちた街です。

設備
カフェ、WiFi、コンピュータールー
ム、電子黒板、学生ラウンジ、図書
館、大学進学カウンセリング、キャ
リアセミナー

コース
一般英語コース
⋅  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
⋅  インテンシブ28
⋅  夜間クラス
⋅  初心者レベル
⋅  30プラス
⋅  ランゲージ・セメスター・アブロード

専門コース
⋅  進学英語（EAP）
⋅  試験対策：ケンブリッジ英検FCEおよ
びCAE（試験対策28レッスン）IELTS
（試験対策20または28レッスン）

⋅  マンツーマンレッスン

滞在方法
レジデンスまたはホームステイを選択。
⋅  Urban Central：大部屋、1人部屋、2人
部屋（ダブル・ツイン）、ファミリー
ルームを選択可能。学校まで徒歩15分

⋅  ホームステイ：メルボルン地域全域で
手配可能、1人部屋。1日2食（週16回）

Embassyメルボル
ン校を選ぶ理由：
オーストラリア最大のEmbassyセ
ンターで、同グループの大学やカ
レッジとキャンパスを共有してい
ます

最新設備を完備したモダンな建物
で、夜間クラスや30プラスを含む
多彩なコースを選択できます

学生が教室外の活動に参加するこ
とを奨励し定期的に学生用のイベ
ントを開催しています

メルボルンは賑やかな多文化都市
で、アートや素敵なショッピング
街、人気レストランやカフェなど
多くの場所を散策できます
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EmbassyのYouTubeチャンネル：
youtube.com/Embassy-English-
Language-School

Language Semester Abroad (Elementary to Advanced) (1 to 52 weeks): CRICOS Course Code 072052C
General English (Beginner to Advanced) (1 to 52 weeks): CRICOS Course Code 072051D
English for Academic Purposes (Intermediate to Advanced) (10 to 40 weeks): CRICOS Course Code 072049J
IELTS Preparation (Intermediate to Upper Intermediate)-52 weeks: CRICOS Course Code 076473E

図書館

平均学生数:約500名

日本人の割合 – 12％
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Julius Kaplan、センターディレクター、メルボルン校：

「 世界屈指のエキサイティングな都市で楽しみ
と学習を共に味わえるのがEmbassyメルボ
ルン校です。」

Juan、コロンビア、Embassy学生：

「 Embassyメルボルン校はHDス
クリーンやオーディオなどたく
さんのハイテク器材を完備、学
生にとって最高の設備が整って
います。」

コンピュータールーム

ヤラ川

Embassyメル
ボルン校

学生ラウンジ

教室
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シドニー
Embassyシドニー校は中心部の素晴らしいロケーションに位置し、シドニーの観光スポットへも徒歩
圏内です。キャンパスを同グループの大学と共有しており、居心地の良いインターナショナルな雰囲
気です。シティライフを愛し、大学留学も視野に入れているなら、Embassyシドニー校が最適です！

シドニー校の主な国籍10カ国*

*2017年全体の平均に基づく

体験
アクティビティ：Embassyシドニー
校では、Embassyが企画するアク
ティビティと市内で行われるイベン
トを組み合わせた、たくさんのアク
ティビティを提供しています。学生
は、会話クラブや学習クラブ、バー
ベキュー、シドニー水族館ツアーの
ほか、名高い週末のサーフィンキャ
ンプにも参加できます。

シドニーのシティライフ：シドニー
はエキサイティングな多文化都市で
す。たくさんのイベントが絶えず開
催され、美しいビーチや公園、ハー
バーブリッジやオペラハウス等も学
校から徒歩圏内にあります。

設備
WiFi、コンピュータールーム、電子
黒板、学生ラウンジ、大学進学カウ
ンセリング、キャリアセミナー、図
書館

コース
一般英語コース
⋅  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
⋅  インテンシブ28
⋅  夜間クラス
⋅  ランゲージ・セメスター・アブロード

専門コース
⋅  進学英語（EAP）
⋅  試験対策：ケンブリッジ英検FCEおよ
びCAE（試験対策28レッスン）IELTS
（試験対策20または28レッスン）

⋅  マンツーマンレッスン

滞在方法
レジデンスまたはホームステイを選択。
⋅  レジデンス：便利な立地、あらゆる
ニーズに対応できるさまざまな設備を
完備した多彩なレジデンスから選べ
ます。Jack’s Place、Yurong House、
Chalmers Lodge：学校まで徒歩圏内、
1人部屋または2人部屋（ダブル・ツ
イン）、食事なし、トイレ・シャワー 
共有

⋅  ホームステイ：シドニー地域全域で手
配可能、1人部屋。1日2食（週16回）Embassyシドニー

校を選ぶ理由：
同グループの大学とキャンパスを
共有大学生と交流できます

経験豊富な講師陣がケンブリッジ
英検やIELTSの試験対策をサポー
トします

ハイレベルの教育体験と居心地が
良くフレンドリーで楽しい雰囲気
が見事に溶け合っています

進学を志す学生は、数多くの質の
高い高等教育提携校に進学するこ
とも可能です

48 シドニー

コ
ロ
ン
ビ
ア

ブ
ラ
ジ
ル

韓
国中国

日本
トルコ

ネパール
スペイン

インド

モンゴル

1  オペラハウス

2  シドニータワー

3  ダーリングハーバー：バー＆レストラン

4  チャイナタウン

Hyde  
Park

OXFORD STEmbassy 
シドニー校

W
oo

llo
om

oo
lo

o Bay

El
iz

ab
et

h 
Ba

y

H
ARRIS ST

B
R

AD
FI

EL
D

 H
W

Y

BRIDGE ST

G
EO

R
G

E ST

   
 C

R
O

W
N

 S
T

1

3 2

4

受入年齢近隣での 
ショッピング

大学カウン
セリング

WiFi 小旅行 図書館

EmbassyのYouTubeチャンネル：
youtube.com/Embassy-English-
Language-School

平均学生数:約300名

日本人の割合 – 9％
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Richard Pincus、センターディレクター、シドニー校：

「 Embassyシドニー校は学問への真摯な姿勢
と、楽しいことや友情を愛する姿勢とのバラ
ンスが見事です。学生には実力が付いたとい
う実感を得るとともに、楽しく過ごしてほし
いと思います。」

Angelica、イタリア、Embassy学生：

「 Embassyシドニー校で私は、自
分のコンフォートゾーンの外側
で人々と交流する方法を学びま
した。異なる文化・習慣を持つ
人々と出会うのはとても興味深
いことでした。」

教室

My Embassy English Student Dashboard

図書館

教室

授業中の学生

Language Semester Abroad (Elementary to Advanced) (1 to 52 weeks): CRICOS Course Code 072052C
General English (Beginner to Advanced) (1 to 52 weeks): CRICOS Course Code 072051D
English for Academic Purposes (Intermediate to Advanced) (10 to 40 weeks): CRICOS Course Code 072049J
IELTS Preparation (Intermediate to Upper Intermediate)-52 weeks: CRICOS Course Code 076473E
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オークランド
Embassyオークランド校は活気のある学習センターでオークランドの中心部にあり、このウォーター
フロントの街が誇る数々の素晴らしい観光スポットやアトラクションに近接しています。ニュージーラ
ンドの美しい自然を探索しながら英語学習の目標を達成したいなら、Embassyオークランド校が最適
です！

オークランド校の主な国籍 10 
カ国*

*2017年全体の平均に基づく

体験
アクティビティ：Embassyオークラ
ンド校では、会話クラブや学習クラ
ブ、博物館やビーチへの日帰り観
光、その他さまざまなアクティビ
ティーを提供しています。週末には
学校の立地を活かして、有名な湖や
山々などへの旅行が楽しめます。

オークランドのシティライフ：オー
クランドは個性的で活気に満ちた多
文化都市です。当校は、ショップ、
バー、カフェ、現代美術、ライブ音
楽を楽しめる繁華街にあります。

設備
礼拝堂、WiFi、コンピュータールー
ム、電子黒板、学生ラウンジ、大学
進学カウンセリング、図書館

コース
一般英語コース
⋅  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
⋅  インテンシブ28
⋅  ランゲージ・セメスター・アブロード

専門コース
⋅  試験対策：IELTS（試験対策20または

28レッスン）
⋅  マンツーマンレッスン

滞在方法
レジデンスまたはホームステイを選択。
⋅  レジデンス：さまざまな滞在先を手配
可能、1人部屋またはルームシェア、食
事なし

⋅  ホームステイ：オークランド地域全域で
手配可能、1人部屋。1日2食（週16回）

Embassyオークラ
ンド校を選ぶ理由：
キャンパスを同グループのテイ
ラーズ・カレッジと共有している
ため、カレッジライフを体験する
機会を得られます

学校外では、世界的に有名な
ニュージーランドの自然の驚異を
探求できます

経験豊富なアカデミックチームが
学習をきめ細かくサポートします

繁華街の中心部に位置し、カ
フェ、バー、ショップ、ライブ音
楽を楽しめる店が近接しています
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平均学生数:約150名

日本人の割合 – 16％
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Lindsay Spedding、センターディレクター、オークランド校：

「 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。

Luisa、コロンビア、Embassy学生：

「 Embassyオークランド校の講
師陣は素晴らしい人々で、必要
な時にはいつも助けてくれまし
た。市の中心部という学校の立
地もとても便利でした。」

図書館

ウィンター・ガーデン

教室

コンピュータールーム

学生ラウンジ



滞在方法

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
·  ルームシェアか1人部屋を選択可能
·  トイレ・シャワー付きまたはトイ
レ・シャワー共有のどちらかを選択
可能

·  食事なし、食堂付き、または食事付
きなどを選択可能

·  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。

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

52 滞在方法

The New Yorker、
Embassyニューヨーク校

Britannia、 
Embassyブライトン校

Pinnacle on the Park、 
Embassyサンディエゴ校

Adalong Student Guest House、
Embassyブリスベン校

Voyager House、 
Embassyブライトン校

Urban Central、 
Embassyメルボルン校

Study Inn、 
Embassyケンブリッジ校



お役立ち情報

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。各センターで手配可能な宿泊タ
イプについては、各センターのペー
ジをご覧ください。

* オーストラリアとニュージーランドで
は、18歳以下の生徒はホームステイを
することが義務付けられています。

ご出発前に、渡航、学習、宿泊施設等に関する必要な情
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）。

入学案内書にMy Embassy English 
Student Dashboardへのアクセス方
法が記載されています。留学先セン
ターおよび都市についての必要な情
報すべてにアクセスする前に、到着
前テストを受ける必要があります。
学習期間中、なにか不明な点があれ
ば、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。

受入年齢 
当校の受入年齢は16歳からです。
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。

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。詳
細は、入学用紙やembassyenglish.
c o mに記載ございます。ご覧くだ 
さい。

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。出発日から保障が適用さ
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。

OSHC留学生医療保険（オーストラ
リア） 
オーストラリアに学生ビザで留学
している場合は、留学期間中、海
外留学生保険（O S H C）への加入
が義務付けられています。プログ
ラム期間中、保険が切れないよう
にご注意ください。価格リストは
embassyengl ish.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への入学手続きは、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（アドミッション
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。
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Columbus Residence、
Embassyサンフランシスコ校
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Embassyスタディツアー

サンフランシスコ

サンディエゴ

ニューヨーク

トロント

カナダ

アメリカ

ケンブリッジ

ロンドン

ブライトン ヘイスティングス

イギリス

オークランド

ニュージーランドメルボルン

シドニー

ゴールドコースト

ブリスベン

オーストラリア

サンディエゴ校プログラム例

1週目 日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

午前 到着 試験、オリエンテー
ション、初回レッスン

レッスン レッスン レッスン レッスン シーワールド、 
サンディエゴ動物
園、サファリパー
ク、LAレイカーズ
のバスケットボー
ルの試合観戦の終
日ツアー

午後 ホームステイまた
はレジデンスにて
自由時間

バルボアパーク－航空
博物館と自然史博物館

コロナドビーチでのアクティ
ビティ：スポーツと食事

サンディエゴの旧市
街ツアー

美術館と博物館を
見学

ミッションバレーで
ショッピング 

夜 ホームステイまたはレ
ジデンスにて自由時間

ホームステイまたはレジデン
スにて自由時間

ホームステイまたは
レジデンスにて自由
時間

オプションで夜の
グループアクティ
ビティ

ホームステイまたは
レジデンスにて自由
時間

Katie Taylor、センターディレクター、ヘイ
スティングス校

「 ヘイスティングスの魅力をぜひ
体験してください。ここでは年
少者と成人のためのカスタマイ
ズされたグループプログラムに
特化、提供しています。家族的
な雰囲気、抜群のロケーショ
ン、優秀な教師やファミリーに
加え、美味しい食事も揃ってい
るので、決して忘れられない体
験ができるはずです！」

Embassyスタディツアーは、一年を通じて
ニーズに合わせたプログラムを年少者と成
人のグループ向けにご用意しています。イギ
リス、アメリカ、カナダ、オーストラリア、
ニュージーランドに位置する数多くのロケー
ションから選択することができます。レジデ
ンスまたはホームステイを提供しています。

世界各地のスタディツアーロケーション

プログラムの内容例：
⋅  プライベートグループレッスン、または年齢的に問題がなければ一般
英語クラスの学生とともに英語レッスンを約15時間受講

⋅  3食または2食付きでレジデンスまたはホームステイ
⋅  1週間につき、全日のツアーと半日のツアーを1回ずつ含む 
⋅  昼間と夜に行われるさまざまなアクティビティ
⋅  コース修了証明書

プライベートグループ向けに試験対策コースや特別な教師トレーニン
グプログラムをご用意することも可能です。

一般情報 
スタディツアーのアレンジには10人以上のグループが必要です。また、
グループリーダーは無料になることもあります（無料適用はグループ
の人数によります、また費用も人数により異なります）。ほとんどのロ
ケーションで、12歳以上の年少者および成人のグループにスタディツ
アーを提供しています。当校のグループセールスマネージャーがあなた
と一緒にカスタマイズされたプログラムを組み、予算内で英語学習を実
現します。予約プロセス段階では、担当のアドミッションスタッフがサ
ポートをいたします。センター到着後は、経験豊富な常駐チームが満足
の行くグループ体験を実現するお手伝いをします。
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Embassyサマーは、若い学生たちに一生に一
度しかできない体験を提供します。英語の授
業の他にも、さ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。アクティビ
ティや校外学習は、学生がリーダーシップや
創造性、自信など人生に必要なスキルを伸ば
すことができるようデザインされています。

Embassyサマー体験
⋅  質の高いプログラムを提供する実績を持ち、学生満足度

98％を誇ります*
⋅  イギリスおよび北米の大学や学校で人気の高い16のロケー
ションで提供しています

⋅  70カ国を超える国々から集まる留学生により、グローバル
な環境が形成されます

⋅  英語を学習するだけでなく、人生に欠かせない6つのスキル
開発に焦点を当てたプログラムです

⋅  新しいEmbassy Summerアプリを使用した斬新で夢中にな
れる体験を提供します

詳しくは、embassysummer.comをご覧ください。

*2017年コース修了時のアンケートに基づく

午前中は熱心に英語の授業に取り組み、午後
は各自が選択した専門コースでプロのコーチ
や教師の指導を受ける...そんな伝統的な寄宿
学校で一夏を過ごしませんか。ダンス、ゴル
フ、乗馬、セーリング、アウトドア探検、学
術をはじめ、他にもさまざまなコースがあり
ます。

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
⋅  少人数制のクラスで、有資格の経験豊富な英語講師によるき
め細やかな指導を保証（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10の専門コースから選択
⋅  学生5人につきスタッフ1人の割合で安心・安全な環境
⋅  校外学習やアクティビティを含む、総合的で充実したパッ
ケージ

詳しくは、embassyacademy.comをご覧ください。

若い学生向けスキルと
アドベンチャーを提供

イギリスの伝統的寄宿学校
体験

Embassyサマー Embassyアカデミー
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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. 

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.
 
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. 
Minimum age for individual students travelling without adult 
supervision is 16 years at course start date.

4. Changes to Enrolments
Embassy English reserves the right to charge an Administration  
Fee (GBP50; USD80; 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. 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.
* Provided travel details and payment in accordance with your 
payment 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 New Zealand legislation requirement 
under the Code of Practice for the Pastoral Care of International 
Students, found on their website at www.legislation.govt.nz/
regulation/public/2016/0057/latest/DLM6748147.html. 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 ANZ 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 (for UK and Canada,  
10 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 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 or another signatory 
as agreed by the student (or the student’s parent or legal guardian). 
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, 
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 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)  $230.  

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 or deferring their accommodation less  

than 14 days before arrival will be charged an amount equal to  
1 week of accommodation (except in USA).

b)  Students cancelling or deferring their accommodation less than 
2 working days 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 
the USA).

In the USA
a)  For cancellations more than 7 days prior to the accommodation 

start date, full accommodation costs, less fees, will be refunded. 
b)  Students cancelling their accommodation 7 days or fewer 

before arrival will be charged an amount equal to 1 week of 
accommodation.

c)  For cancellations less than 48 hours before arrival, 28 nights of 
accommodation will be charged or the full accommodation fee  
if the booking is less than 28 nights in duration.

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, Administration Fees, 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 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. 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.
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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
d) Copy of Students Passport photo page.
e) Student’s personal email address

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.  
For Holiday policies, please refer to our website at  
embassyenglish.com/global/holiday-dates for complete listing.

In the USA and Canada: For every 6 consecutive weeks attended, 
the student will be eligible for 1 week of a session break. In the USA, 
students must attend a minimum of 12 weeks of class before being 
eligible for a session break. Accrued vacation break time may not 
exceed 8 weeks. If a portion of accrued session break time is taken, 
the remainder is not transferable to a later date. Session breaks 
may not be booked prior to arrival. Student may request session 
breaks after arrival and be approved according to visa regulations. 

In the UK: 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.

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 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 contact NZQA at www.nzqa.govt.nz 
or email quadrisk@nzqa.govt.nz. For a financial dispute students can 
contact Student Complaints.

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 November 2018. 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.

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://internationaleducation.gov.au/Regulatory-Information/
Pages/Regulatoryinformation.aspx for Education Services for 
Overseas Students (ESOS) Legislative Framework/Regulations and 
https://tps.gov.au for an overview of the Student Tuition Protection 
Service (TPS). 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 NZQA on 0800 697 296 or send 
an email to quadrisk@nzqa.govt.nz or if it’s a financial dispute - 
contact iStudent Complaints on 0800 006 675.

c)  Code of Practice: Embassy English has agreed to observe and 
be bound by the Education (Pastoral Care of International 
Students) Code of Practice 2016. A copy of the Code is 
available on the New Zealand website: www.legislation.govt.nz/
regulation/public/2016/0057/lates/DLM6748147.html.

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. Courses with Standard 20 classes total 
15 hours, Standard Plus classes total 18 hours, and Intensive 28 
total 21 hours of tuition per week.

24. Further information: UK
Pocket money requests will incur a processing charge of GBP50. 
Courses with Standard 20 classes total 15 hours and Intensive 28 
total 21 hours 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. 



本冊子のご使用後はリサイクルにご協力ください。

Embassy Englishとして事業展開するStudy Group Australia Pty Limited 
CRICOS企業コード：01682E
ACN 070 919 327 ABN 88 070 919 327

31065_1018

連絡先情報
イギリス－アドミッションセンター
1 Billinton Way, Brighton BN1 4LF, United Kingdom
電話：+44 1273 339 400　　FAX：+44 1273 339 401
Eメール：iacuk@studygroup.com

アメリカ－アドミッションセンター
Eメール：iacusa@studygroup.com

カナダ－アドミッションセンター
Eメール：iacusa@studygroup.com

オーストラリア/ニュージーランド－アドミッションセンター 
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企業コード：01682E

エージェント embassyenglish.com/partners
学生 embassyenglish.com

 @embassyenglish 

  @embassyenglish 

  facebook.com/EmbassyEnglish

  youtube.com/Embassy-English-Language-School

グローバルリーダー的存在のStudy Groupに加盟してい
るEmbassy Englishは、人生を変える学習体験を提供する
ことにより、学生が海外で学問的成功を修め、実りある
キャリアを築くお手伝いをしています。私達は高校から
生涯学習にまで及ぶ高等教育と言語教育を通じて、特別
に構成されたプログラムをご用意しています。2017年、
Study Groupはイギリス、ヨーロッパ、アメリカ、カナダ、
オーストラリア、ニュージーランドをはじめとする150カ
国からの6万人以上の学生にプログラムを提供しました。 

詳細については、studygroup.comをご覧ください。
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