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カナダNO.1 評価のトロント大学主催

English for Eff ective Communication

11 レベルのクラス分け。国際クラスで英語の基礎力を伸ばす

リーズナブルな費用。さらに 1週間の無料受講特典付き！

ポーツマス大学指定のオフィシャル英語学校が主催。現地の授業に参加するハイブリッドコース

将来の交換留学を視野に、IELTS のスコアアップをめざす！

文化、歴史、社会問題を英語で深堀り。　Oxford 大学生との交流セッションもあり！
オックスフォード Online アカデミック講座

オンライン留学
学びを広げる！

　世界とつながる！

国際クラスをリアルに体験する！

現地のドイツ語授業にオンラインで参加する「ハイブリッド」コース
¡Hola!世界の仲間たち。無料参加のアクティビティもあり

ベテラン教師の指導で、世界の仲間と楽しくレッスン

▼　お申込みの手順 ▼　お問い合わせ

　　　　  参加申込の条件を確認

　　　　  参加申込のフォームに記入・送信

　　　　  UTS より手続きのご案内

  ※プログラム紹介ページの「募集要項」を参照ください

Step 1 

Step 2

Step 3

UTS 国際教育センター　㈱ユーティエス
〒 150-0002 
東京都渋谷区渋谷 2-12-15 長井記念館ビル 1F

TEL 03-6418-0711   uts-group@uts-japan.co.jp
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CLIL(Contents and Language Intergrated Learning) 方式の授業は欧州で広く導
入されている語学教授法。テーマ (content) と語学 (language) の学習を組み合
わせ、学習者の思考 に焦点をあて、コミュニケーション力を伸ばします。オッ
クスフォード Online アカデミック講座では、この CLIL 方式で「ビジネス」「芸
術」「社会問題」などに関連したテーマ
を取り入れます。一見、英語で学ぶには
難解な事柄も、日本の学生への授業に熟
練した教師が、分かりやすい英語を使い
ながら、学生の意見を英語で引き出して
いきます。

CLIL 方式で学ぶ、テーマ授業
英語で「考え」「意見を述べる」

PO INT1

Oxford Photo © Dave Price (cc-by-sa2.0)

申込の条件は ▶　　　　　                         申込みフォームは▶　

 英語で 「考え」 「意見を述べる」 を鍛える！

 　　　 　アカデミック講座
①   8 月 23 日 (月 )  -  9 月     3 日 (金 ) 　2 週間コース
②    9 月 13 日 (月 )  -  9 月 17 日 (金 ) 　1 週間コース

Online

授業例 月 火 水 木 金

17:00
|

19:15

University of 
Oxford, Art & 
Architecture

オックスフォード
を知る

Multiculturalism
多文化社会

Motivation
生き方、働き方
について

SDG's
持続可能な
開発目標

Oxford 大学の
学生と

交流セッション

担当教師と 1対１のチュートリアル個人レッスン　（１週目または 2週目に 1回 15 分間）
授業前 授業のテーマについての事前学習、テーマの関連資料、ビデオ、語彙リストで予習準備
授業後 授業のレビュー、宿題、クイズ etc.

■スケジュール（1週間のサンプル）

■オックスフォードOnline アカデミック講座（Live 週 10 時間 +自習週 5時間 )
期間 開始日～終了日 プログラム費用（税込）

① 2週間
② 1週間

8月 23 日 ( 月 ) ～ 9 月 3日 ( 金 )
9 月 13 日 ( 月 ) ～ 9 月 17 日 ( 金 )

138,600 円
99,000 円

《費用に含まれるもの》 入学金、授業料、教材費

募集要項　（2021 年）
プログラム日程 　①   8/23（月）～   9/  3（金）  ：　2 週間コース

　②   9/13（月）～   9/17（金）：　1週間コース
募集人数 　22名　※最小催行 10名　1クラス 12 名以下
英語力 　TOEIC500 以上  目安
授業形態 　オンライン授業
申込締め切り 　①、②共通：      6 月 30 日（水）
プログラム主催 　CIE-College of International Education Oxford

Oxford 大学生との交流セッション、
同世代との交流で “学び ”のヒントを！

先生とつながるプラットフォーム
Edomodo で予習・復習も！

先生をひとり占め！
1対 1でチュートリアル個人レッスン

オックスフォード大学生とOnline 交流セッションを実施します。世界でも選び
抜かれた人材が集まるオックスフォード。学生たちは、ここで何を学び、何を
目指し、どんな日常を送っているのでしょうか。
「毎日の勉強時間は？」「部活はあるの？」「アル
バイトはしないって本当？」「将来の夢は？」勉
強から趣味のことまで、ざっくばらんに語り合う
楽しいオンライン交流会です！

Live 授業では、予習と復習が課されます。学習プラットフ
ォーム Edomodo を通し、授業に関して担当教師から毎回
課題が与えられ、各自で 1日 1時間を目安に取り組みます。

プログラム期間中、担当教師と 1対１のチュート
リアル個人レッスンを 1回（15 分）行います。授
業への質問など、英語のコミュニケーションに自
信をつけましょう。

PO INT3

PO INT4

PO INT2
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テーマを深堀り！

英語で 「考え」 「意見を述べる」 オンライン授業

テーマ授業 ①
Art and Architecture, Oxford University

僅か一平方マイルの小さな空間に、様々な年代の、いろいろな建築様
式の建造物を見ることができるオックスフォード。中心となる 13 世紀
ゴシック建築と 18 世紀ネオクラシカル建築について、その特徴や時代
背景を解説します。また、建物の様式がその時代の社会の変化や宗教
に深く関わっていることも事例をあげながら学んでゆきます。一方的
なレクチャーではなく、建物の特徴について発見できることや、感想
も求められます。事前学習では、オックスフォードのバーチャルツア
ーをビデオで鑑賞し、予めポイントを学んだうえでライブ授業に臨ん
でいただきます。

受講者からは。「何も知らずに建物を見るより、知識をつけた上で見る
方が何倍も楽しめて理解も深められると思うので、いつかオックスフ
ォードを訪問し、現地で実物を見たいなと強く思いました。」といった
感想をいただいています。

SDGs とは 2015 年 9月の国連サミットで採択され、国連加盟 193 か国が 2016
年から 2030 年の 15 年間で達成するために掲げた 17 の目標と 169 のターゲッ
トを指します。何となく開発途上国の問題だろうと思いがちですが、子供の貧
困や男女平等など、日本が抱える身近な問題も含まれています。

授業はまず、世界が直面する問題やテーマにはどんなものがあるのかを考える
ことから始まります。その中から一つのテーマについて、日本の現状を参加者
一人ひとりが説明をします。また、なぜ 17 の目標が必要なのか、実際に各国
が行っている政策についても考えます。2時間ではカバーしきれないほど、奥
が深いテーマですが、授業では、先生
が答えを教えるのではなく、何枚かの
写真を見ながら「何を伝えていると思
う？」と問いかけながら進みます。他
の参加者の様々な意見を聞き、自分の
考えを英語で伝える貴重な機会となり
ます。

現役のオックスフォード大生と語り合う、2時間のセッションです。同世代の
若者同士、様々な話題で自由な会話を楽しんでいただきます。予め質問したい
内容を提出していただきますが、即興の質問ももちろんOK！ 日本のポップカ
ルチャーや日本のお勧め観光地について等、オックスフォード大生からも、い
ろんな質問が飛び出します。授業を担当
する先生とは異なり、ナチュラルなスピ
ードで話すので、実際の英語コミュニケ
ーションを体感する機会にもなります。

多文化社会という言葉はよく耳にしますが、実際にはどのような社会
を指すのでしょうか。まず、プログラムの予習用の動画で、多文化社
会に関する基本的な考え方や、ポイントとなる語彙について学び準備
をしていただきます。授業では、イギリスを例にあげ、どのような経
緯でイギリスが多文化社会になったのか、なぜ移民は増え続けるのか、
歴史を踏まえて解説をします。多文化社会を象徴する「メルティング
ポット」と「サラダボール」が意味すること、様々な人種や国籍の人
が混ざり合うことで、新たな価値観や文化が生まれるという視点など
も取り上げます。多文化社会の良い点や問題点、日本の社会は多文化
といえるか？ etc.  意見を出し合いながら学ぶ授業です。

人はなぜ働くのか？　働くことのへの意欲や動機付けは何から生まれるのか？
少し難解なテーマに取り組む授業です。事前の予習では、Motivation とは何か、
例えば身近な例から、「あなたは何故学校に行くのか？学校で新しいこと学ぶ
ためにMotivation となっている要素を書き出そう」といった課題が出されます。
また、授業のスタートとなる Frederick Taylor が提唱した「科学的管理法」の
概要について、事前学習資料が配布されます。

授業では、働くことへのMotivation について考えます。以下 4人の経営学者
や心理学者らが提唱した理論を紹介し、それぞれの理論の相違点や特徴を解説
するとともに、働きかたについての歴史をたどります。授業は理論について学
ぶのが目的ではなく、その根底にある考え方について、参加者に意見を求めま
す。一方的なレクチャーではなく、「あなたはどう思うか？」を問う授業です。

テーマ授業 ②
Multiculturalism

テーマ授業 ③
SDGs

Oxford 大学生との、交流セッション

Assignment  宿題

テーマ授業 ④
Business Motivation

<エッセイの書き方アドバイス>

Practical tips
エッセーを書き⽅、構想を準備、問いへの答、
争点をピックアップ、事実を集める、フレ
ーズを使って繰り返しを避ける、短縮形は
使⽤しない etc.
Useful strucures
⽐較、賛否、接続表現
Common mistakes
冠詞の⽤法、3 ⼈称、複数形、
進⾏形、過去形
Assesment Criteria
評価の基準

↑ プログラムの
     紹介動画はこちら
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ポーツマス大学のオフィシャル英語センター
LSI Portsmouth

IELTS 試験対策コースも充実。交換留学を目指してスコアUPも !
PO INT3

PO INT4

PO INT2

PO INT1 日本に居ながら、現地授業に参加
世界の仲間と英語を学ぶ！

募集要項　（2021 年）
プログラム日程 　毎週月曜日開始、週単位受講 *IELTS は 2 週間～
クラス編成 　1クラス 4～ 12 名
英語力 　初級～中級（A1*~C1） *IELTS は B1~
授業形態 　現地のクラスに参加するハイブリッド型

申込み締め切り 　受講開始の 3週間前
プログラム主催 　LSI Portsmouth

申込の条件は ▶　　　　　                         申込みフォームは▶　

オンライン研修を実施する LSI Portsmouth はポーツマス大学の英語セ
ンターに指定されている英語学校です。充実した英語指導には定評が
あり、British Council による教育評価では全英約 400 校中、トップにラ
ンキングしています。
IELTS の公式テストセンターでもあり、IELTS 指導のスペシャリストの
先生がそろっています。日本に居ながらにして、世界の仲間と一緒に、
優秀な教師の指導が受けられる、魅力的なオンライン学習です。

<プログラムの特徴>
・ハイブリッド型のオンラインレッスン。イギリスで行われている現
   地授業にオンラインで参加します。
・週 12.5 時間の Light と週 22.5 時間の Intensive から選択！
・1クラス 12 名以下の少人数編成。世界各国の仲間と学びます。
・英語力の底上げをする一般英語コース、または IELTS のスペシャリス
  トが指導する IELTS 試験対策コースのどちらかを選択します。
・オンライン授業にプラスして、最新の話題を動画教材として自習がで
   きる「Sensations English」を無料で利用可。

オンライン研修の時間数は 2通りから選択できます。
Ⓐ   週あたり 12.5 時間のライトコース
Ⓐ + Ⓑ   週あたり 22.5 時間のインテンシブコース

授業時間数は 2通り
Light と Intensive から選択

月～金曜日
（土・日曜休み）

時間割
イギリス時間

時間割
日本時間

１週間あたり
12.5 時間 /22.5 時間

英語授業
（オンライン）

Ⓐ 9:00 – 11:45 Ⓐ 17:00 – 19:45
月～金

一般英語 /IELTS 対策

11:45 – 13:00 19:45 – 21:00 休憩

Ⓑ 13:00 – 15:45 Ⓑ 21:00 – 23:45
月～木

一般英語 /IELTS 対策

毎週月曜日開始、週単位で受講
コース＆費用

◆ General English Light /IELTS 対策 ( 週 12.5 時間 ) ※同レベルが 4名未満の場合は授業数が減少。

期間 開始日 参加費用
１週間 毎週月曜日

※8/30、及び 12/21-1/3 は休校
※ IELTS 対策は 2週間以上の受講

£280（約 44,800 円）
２週間 £560（約 89,600 円）

延長（1週間） £280/ 週（約 44,800 円）

◆ General English Intensive / IELTS 対策 ( 週 22.5 時間 ) ※同レベルが 4名未満の場合は授業数が減少。

期間 開始日 参加費用
１週間 毎週月曜日

※8/30、及び 12/21-1/3 は休校
※ IELTS 対策は 2週間以上の受講

£150（約 24,000 円）
２週間 £300（約 48,000 円）

延長（1週間） £150/ 週（約 24,000 円）

「Sensations English」を利用して
時事英語に強くなる！

オンラインコース受講者は、英語学習プラッ
トフォーム「Sensations English」を無料で利
用できます。実際の時事ニュースを、5つの
英語レベルに分かれて視聴し、クイズに答え
ながら英語の 4スキルを延ばします。通学の
電車の中でも、手軽に学習できます。

《費用に含まれるもの》 入学金、授業料、教材費、Sensations English 利用料

※ 11/1 からは冬時間となり、日本での受講時間は 1時間遅くなります
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PO INT3

PO INT4

PO INT2

PO INT1 アイルランドで人気の語学学校
1週間のお試し受講付き！

募集要項　（2021 年）
プログラム日程 　毎週月曜日開始、週単位受講
クラス編成 　1クラス 4～ 14 名

英語力 　初級～上級（A1*~C1） 
　*ECI 実施のオンラインテストで 41点以上

申込み締め切り 　受講開始の 3週間前
プログラム主催 　Emerald Cultural Institute

申込の条件は ▶　　　　　                         申込みフォームは▶　

アイルランドのダブリンにある英語学校 Emerald Cultural Institute は
1986 年の創立。質の高い英語教育と学生へのサポートが高く評価され
ている学校です。オンラインコースでは、受講者は事前のレベルテス
トで初級者から上級者まで 11 段階に細かくレベル分けされ、各クラス
は経験豊富で専門的な資格を持った講師が担当します。コースは週単
位で受講できますが、オンラインの授業や PCの操作に慣れるために、
最初の１週間は無料で受講できます。例えば、２週間の申し込みをす
ると、同料金で３週間を受講することになります。

<プログラムの特徴>
・1クラス平均 5～ 10 名 (14 名以下 ) の少人数編成。
・世界各国からの受講者と学びぶ国際クラス
・週 10 時間と週 20 時間、２つのコースから選択！
・1クラス 14 名以下の少人数編成
・対象レベルは初級者 (A1) ～上級者 (C1)。
     ※事前のオンラインテストで、原則 41 点以上が対象
・学習プラットフォーム「Emerald Learn Platform」を通して、学習内容の
    確認や、クラスメートや講師との交流を体験

授業時間数は 2通り
一般、集中コースから選択

毎週月曜日からスタート
コース＆費用

英語力がついたら
インターンシップに挑戦！

オンライ ン英語クラス（集中コース）を 4週間以上受講し、
一定の英語力に達すると、世界各国の企業で、無給リモートイ
ンター ンシッププログラムに参加することができます。海外
渡航せず、自宅からの実 施が可能です。※詳細は要問合せ

《費用に含まれるもの》 入学金、授業料、教材費（E-book）

月～金曜日
（土・日曜休み）

時間割
アイルランド時間

時間割
日本時間

1 日 2 / 4 時間

英語授業
（オンライン）

Ⓐ 9:00 – 11:00 Ⓐ 17:00 – 19:00 集中英語

11:00 – 11:30 19:00 – 19:30 休憩

Ⓑ 11:30 – 13:30 Ⓑ 19:30 – 21:30 一般 /集中英語

　11 レベルのクラス分け。 1 週間無料受講の特典付き！
Emerald Cultural Institute

英語力をつけたら、世界の企業でOnline インターンシップも

　

期間 開始日 参加費用
１週間 毎週月曜日

※6/7, 8/2, 10/25、及び 12/21-1/3 は
休講

€250（約 33,750 円）
２週間 €410（約 55,350 円）

延長（1週間） €160/ 週（約 21,600 円）

期間 開始日 参加費用
１週間 毎週月曜日

※6/7, 8/2, 10/25、及び 12/21-1/3 は
休講

€175（約 23,625 円）
２週間 €260（約 35,100 円）

延長（1週間） €85/ 週（約 11,475 円）

オンライン研修の時間数は 2通りか選択できます。
Ⓑ    週あたり 10 時間（１日２時間）の一般コース
Ⓐ + Ⓑ   週あたり 20 時間（１日 4時間）の集中コース

◆ 一般英語コース ( 週 10 時間 ) 

◆ 集中英語コース ( 週 20 時間 ) 

▲ 体験者の動画

※ 11/1 からは冬時間となり、日本での受講時間は 1時間遅くなります
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PO INT3

PO INT4

PO INT2

PO INT1 トロント大学のプログラム
School of Continuing Studies, ELP

募集要項　（2021 年）
プログラム日程 　毎月の指定日から開始、期間は４週間
休講日     5/17
クラス編成 　1クラス 5～ 16 名
英語力 　初級～上級（A1~C1） 

申込み締め切り 　受講開始の 3週間前
プログラム主催 　University of Toronto, ELP

申込の条件は ▶　　　　　                         申込みフォームは▶　

トロント大学は教育・研究機関として北米を代表する大学のひとつ。
学生在籍数は約 8 万人でカナダ最大、北米でも 5 番目の規模を誇り
ます。英語教育プログラムは School of Continuing Studies の English 
Language Program（ELP）によって運営され、50 年以上の歴史を持ち
ます。例年はダウンタウンにある St.George キャンパスにて開講され
ていますが、新型コロナウィルス感染症の影響を受け、2021 年は、世
界各国から参加ができる、オンライン形式のプログラムにて開講され
ます。

<プログラムの特徴>
・  日常生活でのコミュニケーションに役立つ英語スキルに重点を置い
    たプログラム。
・  クラスではテーマに基づいた課題や活動に取り組み、読む書く聞く
     話すの全般的な英語力を伸ばします。
・  1 クラス平均 15 ～ 16 名の国際クラス。
・  授業は火・水・金曜日の週 3日、日本の夜の時間帯に受講します。
・  4 週間単位での受講。
・  週 7.5 時間のライブクラス授業の他、トロント大学が利用する学習プ
   ラットフォーム「Canvas」を使用した宿題や自主学習などが週 2.5 時
    間分あります。

週３日のライブ授業
コミュニケーション力UP!

毎月の指定日から４週間
コース＆費用

海外の大学進学を目指す
Academic English Course も！

海外の大学進学を目指す方を対象にした Academic English のオンラインコース
も別途行っています。英語力はUpper Intermediate Level 以上で、期間は９月
12 月の１２週間です。詳細は別途お問い合わせください。

《費用に含まれるもの》 入学金、授業料、教材費

　カナダ NO.1 大学  トロント大学が提供するオンライン講座

University of Toronto, ELP
English for Eff ective Communication

トロントからのライブ授業は、火水金曜日の週３日。１日 2.5 時間の授
業です。そのほか、週 2.5 時間の自習が課せられます。

◆ English for Eff ective Communication

　

火・水・金曜日
時間割

カナダ時間
時間割

日本時間
1 週間あたり

2.5 時間× 3 日

英語授業
（オンライン）

07:00 – 09:30 20:00 – 22:30 一般英語

期間 開始日～終了日 参加費用

4週間
4週間
4週間
4週間
4週間
4週間
4週間

4/6 ～ 4/30
5/4 ～ 5/28
6/1 ～ 6/25
7/13 ～ 8/6
8/10 ～ 9/3
9/7 ～ 10/1
11/9 ～ 12/3

C$975 ( 約 87,750 円 )
C$975 ( 約 87,750 円 )
C$975 ( 約 87,750 円 )
C$975 ( 約 87,750 円 )
C$975 ( 約 87,750 円 )
C$975 ( 約 87,750 円 )
C$975 ( 約 87,750 円 )

※ 11/8 からは冬時間となり、日本での受講時間は 1時間遅くなります
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ハイデルベルクの語学学校

F + U Academy of Languages
現地授業にオンラインで参加する「ハイブリッド型」

PO INT3

PO INT4

PO INT2

PO INT1 ドイツ有数の大規模語学学校
F+U Academy of Languages

募集要項　（2021 年）
プログラム日程 　毎週月曜日開始、週単位受講
クラス編成 　1クラス 6～ 15 名
ドイツ語力 　初心者 *～上級（A1~C2）  * 開始日指定
授業形態 　現地のクラスに参加するハイブリッド型

申込み締め切り 　受講開始の 3週間前
プログラム主催 　F + U Academy of Languages

申込の条件は ▶　　　　　                         　申込みフォームは▶　

F+U アカデミーはドイツ国内最大規模の語学学校の 1つであり、ハイ
デルベルク校の語学コース受講生と試験センター利用者数は、年に約
10,000 人にものぼります。ドイツ語コースには、毎年世界約 100 ヶ国
から受講生が集まっています。ドイツ語の他に、英語、スペイン語、
フランス語、日本語など様々な言語コースを設けています。
F+U アカデミーでは現地の教室での授業にオンラインで参加するハイ
ブリッド型のオンラインレッスンを実施しています。同じコース内に
現地で学ぶ学生とオンライン参加の学生が共存するユニークなコース
に参加してみませんか？

<プログラムの特徴>
・  ハイブリット型のオンラインレッスンで、現地のドイツ語授業にオ
    ンラインで参加します。
・  1 クラスは現地の教室参加とオンライン参加を合わせて平均 6～ 12
    名（最大 15 名以下）の少人数編成。世界各国の仲間と学びます。
・  授業は日本の夕方～夜の時間帯で受講します。

オンライン授業は、45 分レッスンを１日 4レッスン（180 分＝３時間）。
現地で行われているドイツ語クラスにオンラインで参加する、ハイブリ
ッド形式で行います。最新の技術で効果的な授業ができ、また日本に居
ながらにして世界各国の受講生と一緒に学ぶことができるのも魅力です。

現地のドイツ語授業に参加する
「ハイブリッド型」オンライン

毎週月曜日開始、週単位で受講
コース＆費用

レベル別のテキスト E-book を使用
書き込みや、先生との情報共有も

教材は E-book と呼ばれるデジタル教材を使用。レベル別に設定されており、
上記の費用には１レベル分の教材費が含まれています。受講中にレベルが変わ
る際には、新たなレベルの E-book を追加で購入します。

《費用に含まれるもの》 入学金、授業料、教材費 (1 レベル分 €50 を含む。レベ
ルが変わる際には 1レベル €50 追加 )

月～金曜日
（土・日曜休み）

時間割
ドイツ時間

時間割
日本時間

1 日 3 時間

ドイツ語授業
（オンライン）

9:00 – 10:30 16:00 – 17:30 45 分 x 2

10:30 – 10:45 17:30 – 17:45 休憩

10:45 – 12:15 17:45 – 19:15 45 分 x 2

◆German Hybrid 20 ( 週 20 ﾚｯｽﾝ ) 
期間 開始日 参加費用
１週間

毎週月曜日
※但し、初心者は開始日の指定あり。

お問合せください。
※ 6/13, 11/1、及び 12/21-1/3 は休講

€190（約 25,650 円）
2週間 €280（約 37,800 円）
3週間 €370（約 49,950 円）
4週間 €460（約 62,100 円）
5週間 €475（約 64,125 円）

延長（1週間） €75/ 週（約 10,125 円）

Youtubeでコースの様子を確認しよう！ ▶
https://www.youtube.com/watch?v=NRnMas36ToE

※ 11/1 からは冬時間となり、日本での受講時間は 1時間遅くなります
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セビリアから ¡Hola !

CLIC international House, Sevilla
世界の仲間と、スペイン語を学ぶ

PO INT3

PO INT4

PO INT2

PO INT1 セビリアのスペイン語学校
CLIC International House, Sevilla

募集要項　（2021 年）
プログラム日程 　毎週月曜日開始、週単位受講

クラス編成 　1クラス 3～ 12 名
　※同レベルが２名以下の場合は授業時間数を減らして実施

スペイン語力 　初心者～上級（A1~C1） 
申込み締め切り 　受講開始の 3週間前
プログラム主催 　CLIC International House, Sevila

申込の条件は ▶　　　　　                         　申込みフォームは▶　

CLIC International House Sevilla はアンダルシアの中心都市セビリアに
あるスペイン語学学校。充実した教師陣による語学指導には定評があ
り、外国人対象のスペイン語コースの他、地元のスペイン人を対象と
した英語講座なども開講する語学の専門学校です。
2020 年夏からはセビリアの校舎での対面授業に加え、世界各国からオ
ンラインで参加ができるプログラムを開講しています。日本に居なが
らにして、世界の仲間と一緒に、優秀な教師の指導が受けられる魅力
的なオンライン学習コースです。

<プログラムの特徴>
・少人数編成クラスで世界各国の仲間と学びます。
・ 授業時間は、１日２レッスン、または４レッスンから選択。
・  授業は日本の夕方～夜の時間帯で受講します。
・初心者から上級者まで受講可能です。
・オンライン授業にプラスして、「Cultural Activity」に無料で参加
　ができます。（日本の深夜～未明の時間帯に実施）

授業時間数に応じて、以下２つのコースのいずれかを選択できます。
Ⓐ Live Online Spanish10（１日 2レッスン＝週 10 レッスン）
Ⓐ + Ⓑ   Live Online Spanish20（1 日 4レッスン＝週 20 レッスン）

時間数に応じて
２つのコースから選択

毎週月曜日開始、週単位で受講
コース＆費用

スペイン文化にも触れたい！
自由参加のアクティビティ

授業にプラスして、週３回の無料アクティビティを実施。スペイン語を学びな
がら、スペイン文化にも触れることができます。

月～金曜日
（土・日曜・祝日休み）

時間割
スペイン時間

時間割
日本時間

1 日あたり
2 / 4 ﾚｯｽﾝ

スペイン語授業
（オンライン）

Ⓐ 9:15 – 10:55 Ⓐ 16:15 – 17:55 50 分 x 2

10:55 – 11:20 17:55 – 18:20 休憩

Ⓑ 11:20 – 13:00 Ⓑ 18:20 – 20:00 50 分 x 2

Cultural
Activity

15:15 – 16:55
19:00 – 20:40
( レベルによる )

22:15 – 23:55
26:00 – 27:40
( レベルによる )

週 3 回（自由参加）

◆ Live Online Spanish10 ( 週 10 ﾚｯｽﾝ )   ※同ﾚﾍﾞﾙ 2 名以下の場合は授業が週５ﾚｯｽﾝ

期間 開始日～終了日 参加費用
１週間 毎週月曜日

※但し、初心者は、1, 2, 7, 8, 11 月のみ
隔週月曜日の開始日となります。

＊下記祝日に当たる日は授業がありません。

€180（約 24,300 円）

２週間 €340（約 45,900 円）

延長（1週間） €170/ 週（約 22,950 円）

◆ Live Online Spanish 20 ( 週 20 ﾚｯｽﾝ )    ※同ﾚﾍﾞﾙ 2 名以下の場合は授業が週 10 ﾚｯｽﾝ

期間 開始日～終了日 参加費用
１週間 毎週月曜日

※但し、初心者は、1, 2, 7, 8, 11 月のみ
隔週月曜日の開始日となります。

＊下記祝日に当たる日は授業がありません。

€90（約 12,150 円）

２週間 €170（約 22,950 円）

延長（1週間） €85/ 週（約 11,475 円）

Youtubeでコースの様子を確認しよう！ ▶
https://business.form-mailer.jp/fms/1b33aae1130340

祝日：5/31, 6/18, 8/10, 10/12, 11/1, 12/6, 12/8

※ 11/1 からは冬時間となり、日本での受講時間は 1時間遅くなります


