挑戦こそが夢への近道！

インターサポート

短期

長期

1～8週間

10週間～1年

資格取得・キャリアアップ留学
ビジネス

通訳・翻訳

ホスピタリティ

ケンブリッジ
英検

TESOL

児童英語

２０１６年
TOEIC

より専門的な英語力や専門スキル、資格がこれからの就職活動やキャリアアップの成功の鍵。レベルや期間などはイン
ターサポートのカウンセラーにご相談ください。あなただけの留学をしっかりプロデュースいたします。
ビジネス英語

アメリカ／リバーサイド
カリフォルニア大学リバーサイド校

ILSC

本格的にビジネスを学ぶ

より体系的にビジネスを学ぶ

10週間 $3,700

客室乗務員・ホスピタリティ

カナダ／バンクーバー

英語力：中級以上
期間：8、16、24週間
入学日：4週間毎
レッスン時間：週27時間
ホームステイ：$224～/週

■授業料
8週間 $3,160
16週間 $5,920
24週間 $8,520

医療英語

日本人

■学校・プログラム紹介
ビジネスをより体系的に学習するために、6種類
のサーティフィケートが用意されている。ビジネ
ス実務の一般的知識を深められるほか、コミュ
ニケーション能力や文章能力、人事管理、プレ
ゼンテーションなどを学べるマネージメントサー
ティフィケートがお薦め。一般英語コースからス
タートし、レベルが上がった段階でビジネスサー
ティフィケートコースに変更することも可能（コー
ス変更料無料）。形に残るサーティフィケートを
取得し、就職にも活かしてみよう。

カナダ／バンクーバー

日本人

Canadian Tourism College

ILSC Education Group

カナディアンツーリズムカレッジ

ILSC

航空業界をより実践的に学ぼう

医療現場でのコミュニケーションを学ぶ

■学校・プログラム紹介
緊急時の対応や安全対策を中心に航空業界の
基礎知識、専門用語、機種別の構造、機内での
カスタマーサービス、フライトアテンダントとして
のマナー、英語の履歴書の書き方、模擬インタ
ビューなど将来に役立つレッスンが受けられる。
バンクーバー国際空港への見学ツアーやアメリ
カのシアトルにあるボーイング社への1日研修も
体験できる。カナダ人に混じってのレッスンで英
語力もさらにアップ。ホスピタリティ業界を目指す
■授業料 12週間 $7,295
方にもお薦め。
英語力：中上級以上
期間：12週間
入学日：年8回
レッスン時間：週20時間
ホームステイ：$644～/月

オーストラリア／ブリスベン

英語力：中上級以上
期間：4、12週間
入学日：4週間毎
レッスン時間：週27時間
ホームステイ：$224～/週

■授業料
4週間 $1,580
12週間 $4,440

バリスタ

■学校・プログラム紹介
医療英語を上達させたい方や医療を専門とする
方のための集中プログラム。医療現場で必要な
医療専門用語、レポート作成、医学的症状や治
療法の表現や説明における英語力の取得がで
きる。各分野の基礎知識を身に付け、プレゼン
テーションやロールプレイなど実践的なスキルを
本格的に学ぶ。4週間のセッション修了ごとに
サーティフィケートを取得でき、3つのセッション
(12週間)を修了すると医療英語ディプロマを取得
できる。

オーストラリア／メルボルン

Aviation Australia

Impact English College

アビエーションオーストラリア

インパクトイングリッシュカレッジ

憧れの客室乗務員を目指そう！

カフェの街でバリスタを学ぼう！

■学校・プログラム紹介
客室乗務員になりたい方や航空業界に興味が
ある方のためのプログラム。学校はブリスベン
空港のすぐそば。即戦力となるための7週間コー
ス。航空業界の基礎知識や機内でのサービス、
ホームステイ：$235～/週 応急処置などを大手航空会社の研修用航空機
を使用して本格的に学ぶ。航空業界への就職活
動のサポートも行っている。
入学基準の英語力に達していない場合は、語学
研修を組み合わせることも可能。
■授業料 7週間 $6,325
英語力：IELTS5.5以上
期間：7週間
入学日：年4回
レッスン時間：週27.5 時間

カナダ／バンクーバー、トロント、モントリオール

ILSC Education Group

■学校・プログラム紹介
インターナショナルビジネス英語プログラムは、
英語力：TOEFL iBT61以上
アメリカのビジネスシーンで通用する英語力、知
期間：4、10週間
識、スキルを身につけることを目的とし実践的に
入学日：1、4、6、9月
学ぶ、上級者向けプログラム。受講期間は4週、
レッスン時間：週25～30時
8週（夏期のみ）、10週から選択できる。英語力
間
の条件を満たしていない場合は、ビジネスコース
寮：$33～/日
の前に集中英語プログラムを受講できる。大学
ホームステイ：$30～/日
の学部の授業をオプションで取ることも可能。1ク
ラスの平均学生数は15人の少人数制。ビジネス
■授業料
で国際的に通用することを目指す。
4週間 $1,950

客室乗務員

英語＆ビジネス

University of California, Riverside

英語力：中上級以上
期間：5週間
入学日：2または3週間毎
レッスン時間：週20時間
ホームステイ：$275/週

■授業料 5週間 $1,750
※別途2週間の無給インター
ンシップの手配も可能です。

日本人

■学校・プログラム紹介
バリスタとしてカフェで働くための知識や技術が
得られる大人気のプログラム。このプログラムで
はコーヒーの専門用語やコーヒーに関する知識
を習得し、接客英語なども学べる。提携の専門
学校での実技講習や学校内にあるカフェでの実
習などもカリキュラムに組み込まれているので
しっかりとした技術が身に付く。卒業生の多くが
メルボルンの現地のカフェで働いているのも大き
な特徴の一つ。

児童英語教師養成

概 要

子ども向けの英語教師を目指すためのプログラムです。多くの公立小学校で英語教育が導入されるように
なり、児童への英語教育は今大変注目されている分野です。「どのように児童に英語を教えるか」という専門
知識を学び、実習などを通して実践的な力を身につけていきます。手作り教材の作り方やゲームの取り入れ
方など、子どもに英語を教える上での指導方法が具体的に学べます。

こういう方にお薦め
・ 教えることに興味がある方
・ 子どもが好きな方
・ 家庭や英語教室などで児童英語教師として働きたい方
・ 小学校・幼稚園の教員免許を持っていてキャリアアップし
たい方

児童英語教師養成

英語力：TOEIC650以上、
TOEFL iBT61以上
期間：4週間
入学日：月1回
レッスン時間：週26.5時間
ホームステイ：$215/週

■授業料 4週間 $1,510
■教育実習手配料 $720

児童英語教師養成

カナダ／バンクーバー

レッスン内容例
・
・
・
・
・
・
・
・

日本人

生徒とのコミュニケーションの取り方
読み書きのための創意的工夫
レッスンプランの作成
手作り教材の取り入れ方
言葉のゲーム
教師による模範レッスン
地元の保育園などでの実習
フォニックス(音声学)

児童英語教師養成＆J-SHINE

KGIBC

PGIC バンクーバー

カナダの定評ある学校で力をつけよう

英語力強化とJ-SHINE資格取得が可能

■学校・プログラム紹介
児童英語教育で使われている教育理論とテク
ニックや教室で実践できる知識とスキルの習得
を目指す。細分化されたカリキュラムでは、子ど
もの発育や年齢に合わせた英語教授法など、児
童英語教師に必要なスキル全般を学習。オプ
ションの4週間の教育実習では、地元のデイケア
センターなどで現地の子どもたちとふれあうこと
ができる。受講には4週間のTESOLサーティフィ
ケートプログラムの受講が必須。

カナダ／バンクーバー

英語力：中級レベル 以上
期間：4週間～
（座学のみ4週間
＋実習2週間）
入学日：4週間毎
レッスン時間：週25時間
ホームステイ：$780 /4週
■授業料 4週間 $1,385
■教育実習手配料 $300

日本人

子どもたちに英語を楽しく教えよう

児童英語教師養成

■学校・プログラム紹介
カナダで人気の語学学校ILSCと提携の専門学
校。国際的に知名度の高い教育団体と提携して
おり、質の高い授業が受けられる。児童たちの
言語習得のプロセス、アクティビティやゲーム・
歌を織り交ぜた教育方法論などを学ぶ。プログ
ラムの中でも多くの時間を費やすのはクラスメー
トのプレゼンテーション。実際に現場で生じる課
題への対応力を身につけることに力を置いてい
る。小学校や幼稚園での実習も含まれている。

オーストラリア／シドニー
Navitas English
ナビタス イングリッシュ

日本人

■授業料 4週間 $1,640

■学校・プログラム紹介
英語教師養成プログラムで最も歴史あるナビタ
スならではの、児童英語教師のスキルがしっか
り学べるプログラム。子どもへの適切な指示の
出し方、アクティビティや物語の読み聞かせな
ど、多岐に渡る内容で児童英語教師としてのス
キルアップを目指す。講師の質が高く、授業内容
にも定評がある。学生ビザ、ワーキングホリデー
ビザ所有者は、実践力が身につくチャイルドケア
センターでの実習が選択できる。

■学校・プログラム紹介
日本語で勉強するJ-SHINE資格取得コースとネ
イティブの先生が教える児童英語教授法の2
コースを座学受講（4週間）することでJ-SHINEの
『準資格』取得ができます。座学後に、デイケア
センターなどで50時間(約2週間)の実習を行うと
同資格の『正資格』取得となります。（ワーホリビ
ザ所持者のみ実習参加可）実践に役立つ教授
法を身につけ、授業プランニングから教材作りな
ど全てを自分でプロデュースする力が身に付き
ます。

J-SHINEの紹介
『小学校英語指導者資格』(J-SHINE資格)とは、小学校での英語教
育を行う上で必要な知識と技能を有し、児童英語教育指導者として十
分な能力を持ち合わせていることを証明する資格です。小学校の教
育現場へ良質な英語指導者を安定供給するために、NPO団体小学
校英語指導者認定協議会(J-SHINE)が統一された認定基準に従って
資格認定を行っています。
J-SHINE資格は国家資格ではありませんが、現代の小学校英語教
育の現場において小学校の教員免許を有さない民間人が英語教育
に携わることが増加している今、J-SHINE資格は教育委員会の間で
認知度が高まってきています。小学校での英語授業の取り入れも、教
育者需要の増加に追い風となるでしょう。この資格は日本全国規模
の「児童英語教師」の資格としての意味合いもあり、その価値は今後
さらに大きく評価されていくものと期待されています。

J-SHINE

オーストラリア／シドニー

日本人

International House Sydney

IH シドニー校

質の高いレッスンで人気

英語力：中級以上
期間：4週間
入学日：年6回
レッスン時間：週20時間
ホームステイ：$280/週

日本人

PGIC Vancouver

グレイストーンカレッジ

■授業料 4週間 $1,520

カナダ／バンクーバー

King George International Business College

Greystone College

英語力：中級以上
期間：4週間
入学日：年6回
レッスン時間：週30時間
ホームステイ：$224～/週

・ リスニング教授法
（発音、リズム、読み聞かせなど）
・ スピーキング教授法
（ロールプレイ、ペアワーク、
教材の使い方など）
・ リーディング教授法
・ ライティング教授法
（手紙、対話文、説明文など）

J-SHINEの資格を取ろう

英語力：中級以上
期間：6週間
入学日：月約3回
レッスン時間：週30時間
ホームステイ：$295/週

■授業料 $2,450

■学校・プログラム紹介
午前中はケンブリッジ大学のCELTAコースを元
に児童英語教授法として開発したTECSOLコー
スを学習し、午後は日本の子供に合った心理
学、言語学と指導法を日本語で学び、着実に知
識と実践力を身に付ける。公立小学校1日見学
やチャイルドケア教育実習2週間も含まれてい
る。児童英語教師及び指導者育成の経験もある
ネイティブ講師と日本人講師による授業で構成
される。英語教師として働いている方や将来日
本の小学校、民間の英会話スクールでこども達
に教えたい方にお薦め。

英語教師養成(TESOL)

概 要

TESOL(Teaching English to Speakers of Other Languages)とは、英語が母国語でない人に第２言語として英語を教えるため
の専門技術のこと。TESL、TEFLと呼ばれる場合もあります。コース修了後は日本だけでなくアジアなど海外で英語を教える
こともでき、将来国内外での英語教師を目指す方に最適です。近年日本でも優秀な英語教師の需要が高まっており、受講者
は年々増加している、注目のプログラムです。

こういう方にお薦め

レッスン内容例

・ 教えることに興味がある方
・ 異文化や国際交流に興味がある方
・ 英語を使ってキャリアアップをしたい方
・ すでに教えた経験があり、さらにレベルアップしたい方

・
・
・
・
・
・
・
・

英語教師養成(TESOL)

日本人
カナダ／バンクーバー
King George International Business College

英語力：TOEIC650以上
TOEFLiBT61以上
期間： 4週間
入学日：月1回
レッスン時間：週26.5時間
ホームステイ：$215/週

■授業料 4週間 $1,510
■教育実習手配料 $720

英語教師養成(TESOL)

グレイストーンカレッジ

カナダの定評ある学校で力をつけよう

専門学校で基礎から学ぶ

■学校・プログラム紹介
英語教師の基本的な知識やスキルを徹底的に
学習し、教師として必要な英語力の向上を目指
すプログラム。語学の基本である「読む、書く、
聞く、話す」の4技能、語彙、文法、音韻などの
教授法を身に付けることができる。模擬レッス
ンを通じて学習した内容を実践に移せる様々な
機会がある。オプションであらゆる年代を対象
にしたTESOLコースを組み合わせることで、ス
キルアップできる。4週間の教育実習が追加可
能。
オーストラリア／ブリスベン

日本人

ILSC Education Group

ILSC

英語力：中上級以上
期間：4週間
入学日：キャンパスによる
レッスン時間：週30時間
ホームステイ：$224～/週

■授業料 4週間 $1520

■学校・プログラム紹介
英語力を上達させる現代の教授法や方法論を
学び、指導能力や英語のスピーキング、リスニ
ング、ライティング指導の実践スキルを養い、
学生をサポートするための様々な方法が習得
できる。6週間コースでは英語クラスの見学を9
時間以上行い、実習用クラスを6時間担当す
る。9週間コースでは英語クラスの見学を10時
間以上行い、実習用クラスを10時間担当する。
成績優秀者はコース終了後、実際の教室でア
シスタントとして活動することができる。

英語教師養成(TESOL)

英語力：TOEFL iBT70以上
期間：6ヶ月、1年
入学日：1、4、6、9月
レッスン時間：週18～20時
間
寮：$33～/日
ホームステイ：$30～/日
■授業料
6ヶ月 $7,900
12ヶ月 $15,800

アメリカ／リバーサイド

日本人

■学校・プログラム紹介
カナダで人気の語学学校ILSCと提携の専門学
校。TESOLの基礎的な知識を深め、スピーキング
やプレゼンテーションを通して流暢さと自信を身
に付けることができる。英語クラスの見学の機会
も設けられている。ケンブリッジ大学認定の
TESOLの試験対策を行い、この試験を受験し合
格するとケンブリッジ大学からサーティフィケート
が授与される。バンクーバー校ではこのコースと
児童英語教授法コース（4週間）を受講するとディ
プロマが取得可能。

英語教師養成(TESOL) オーストラリア／シドニー
Navitas English
ナビタス イングリッシュ

英語教授の実践的スキルを身に付ける

■授業料 6間間 $3,500
9週間 $4,500

カナダ／バンクーバー、モントリオール

Greystone College

KGIBC

英語教師養成(TESOL)

英語力：中上級以上
期間：6週間、9週間
入学日：キャンパスによる
レッスン時間：週30時間
ホームステイ：$252～/週

・ リスニング教授法（発音、リズムせなど）
・ スピーキング教授法（ロールプレイ、ペア
ワーク、教材の使い方など）
・ リーディング教授法
・ ライティング教授法（手紙、対話文、説明
文など）
・ TOEIC、TOEFL、ケンブリッジ試験対策ク
ラスの教授法

生徒とのコミュニケーションの取り方
教育理論
レッスンプランの作成
シラバス（時間割・授業要目）の作成
アクティビティの取り入れ方
テストや成績の評価方法
プレゼンテーションとリサーチの仕方
語彙、文法、発音の教授法

日本人

オーストラリアで教授法スキルを磨く

英語力：中上級以上
期間：8週間
入学日：年5回
レッスン時間：週20時間
ホームステイ：$280/週

■授業料 8週間 $4,197

■学校・プログラム紹介
このコースはオーストラリアで最も歴史があり、教
師の質の高さにも定評がある。発音や読み方な
どの教授法や英語教師を目指す受講者の語学
力向上のためのレッスンなど、充実したカリキュラ
ムが組まれている。児童英語教師養成コースや
中学・高校英語を教えるための特化コースもある
ので、幅広く総合的に学びたい方にお薦めの学
校。
児童英語コースと組み合わせて受講するのがお
薦め。

英語教師養成(TESOL)

ニュージーランド/オークランド

日本人

University of California, Riverside

Dominion English Schools

カリフォルニア大学リバーサイド校

ドミニオン イングリッシュ スクールズ

有名大学で学ぶ本格プログラム

伝統校で身に付ける教授法スキル

■学校・プログラム紹介
ロサンゼルスから車で1時間ほどのリバーサイ
ド。優秀大学として有名なカリフォルニア大学に
属する1校。最新の英語教授法を学びたい方の
ための6ヶ月コースと12ヶ月コースがある。英語
力の条件を満たしていない方は、一般英語コー
スで実力をつけてからの受講も可能。毎日の予
習復習を含めて授業内容はハードであるもの
の、修了後に取得できるサーティフィケートは世
界で通用する。

英語力：IELTS 5.0、TOEFL
450以上
期間：4週間
入学日：3月、5月、10月
レッスン時間：週25時間
ホームステイ：$260～/週

■授業料 4週間 $1,560

■学校・プログラム紹介
1969年に創立し、市内中心に位置する語学学
校。20ヶ国以上から学生達が集まる、国際色豊
かなキャンパスを持つ。ティーチャーズトレーナー
が担当する教授法資格コースでは、英語を噛み
砕いて、わかり易く教えられるノウハウをしっかり
と身につけられる。このコースにはケンブリッジ英
語検定機構認定の、ＴＫＴ（Teaching Knowledge
Test)の資格取得も含まれ、世界水準の教授法ス
キルを身に付けることができる。

ケンブリッジ英検

オーストラリア／ブリスベン他4都市
Lexis English
レクシス イングリッシュ

日本人

ケンブリッジ英検

イギリス／ロンドン

使える英語が身に付く！

実力が身に付くケンブリッジ英検コース

■学校・プログラム紹介
このプログラムは非常に人気があり、プログラム
の開始日には全キャンパス併せて300名の生徒が
挑戦している。「世界で使える英語力」が身に付く
ケンブリッジ英検は、実践的な英語力を伸ばすた
めのプログラム。試験官トレーナーである教師が
カリキュラムの作成や教師指導を行っている。厳し
さだけでなく、オーストラリアだからこその体験も取
■授業料 9週間 $3,690～ り入れており、受講生の満足度も高く、ほとんどの
方が開始前と開始後で英語力の伸びを実感して
いる。

■学校・プログラム紹介
ケンブリッジ英検受験のためのインテンシブ
英語力：中上級以上
コースは年間300名以上の受講者がいる実績
期間：4、10、12週間
のあるコース。年3回の受験時期に合わせて長
入学日：コースによる
レッスン時間：週25レッスン 期コースが組み立てられていて、夏期には短
ホームステイ：￡199～/週 期受講者のために4週間の対策コースも設定し
ている。コース修了後試験が受けられる。First
Certificate in English(FCE)の他、さらに上級の
■授業料
CAE対策コースもある。キャンパスはロンドン中
4週間 ￡1,200
心部にあり、地下鉄駅の目の前の便利な場
12週間 ￡3,312
所。ケンブリッジ英語検定の試験官を務める英
語講師も多数おり、クオリティの高い授業が受
けられる。

英語力：中上級以上
期間：9、10、12週間
入学日：年4回
レッスン時間：週25時間
ホームステイ：$250～/週

TOEIC

カナダ／バンクーバー、トロント

日本人

Frances King School of English
フランシスキング スクール オブ イングリッシュ

日本人

TOEIC

フィリピン／セブ島

PGIC Vancouver、 Toronto

日本人

UV ESL

PGIC バンクーバー、トロント
本気でTOEICを学びたい人へ！
英語力：中級レベル以上
（TOEICスコア500程度）
期間：4、8、12週間
入学日：年13回
レッスン時間：週25時間
ホームステイ：$780/4週
■授業料 4週間 $1,385

確実にスコアアップを目指したい人へ！

■学校・プログラム紹介
PGICはTOEIC公開試験会場となっているため、
1ヶ月に1度無料で公式テストが受験できる。模擬
試験や午後の選択授業のTOEICもあり、TOEICの
ノウハウを知り尽くした経験豊富な講師がしっかり
サポートするので、とことんTOEICの勉強に集中し
たい方にお薦め。
徹底した英語オンリーポリシーや、出席率管理、
放課後の豊富な無料ワークショップ（発音矯正、文
法、スピーキング、英会話クラブなど）なども人気。

安心フルサポートのご案内
サポート料

■学校・プログラム紹介
ビサヤ大学内に併設されているため、大学の
施設も利用可能。レッスンの半分がマンツーマ
ンなので短期間でも確実に英語力が上がる。
英語の試験対策に強く、法人研修でも頻繁に
利用され、TOEICのスコアアップの実績が高い
ことでも定評がある。試験対策コースは専用の
教材を使用。グループレッスンの選択科目で発
■授業料（滞在費含む）
音矯正、ビジネス英語、プレゼンテーションなど
1週間（3人部屋）￥54,000～
を学ぶことができる。

英語力：初級以上
期間：1週間～
入学日：毎週月曜日
レッスン時間：週40レッスン
寮：1～3人部屋

出発前はもちろん、出発後・帰国後も充実のパーソナルケアをお約束！

3ヶ月まで 37,800円
1年まで 54,000円

※エクスプレス料 10,800円
出発 または 入学申込み締切りまで1ヶ月をきっているお手配の場合

・海外送金・海外での口座開設の案内
・国際キャッシュカードのご案内
・両替・トラベラーズチェック・国際クレジットカードの案内
・お得な国際電話カード・国際携帯電話の案内
・国際免許証の案内
・日本の住民票・健康保険の手続きの仕方の案内
・海外準備講座“サポート・サポート”
・持ち物・パッキングの仕方の案内
・飛行機のチェックイン・機内での過ごし方の案内
・出入国・飛行機の乗り継ぎについての案内

・留学準備に役立つ“スチューデントハンドブック”のお渡
し
・最終オリエンテーション
・出迎えに会えなかった時のサポート
・ホームステイ先での過ごし方について
・現地での過ごし方について
・学校・ホームステイ先でのトラブルのサポート
・日本のご家族からの相談サポート
・現地からの相談サポート
・24時間緊急サポート
・帰国後のキャリアカウンセリング

＜その他のプログラム
・大学・専門学校留学

・インターンシップ＆ボランティア

ご案内＞

・日本語教師アシスタント

ホームページも
ぜひご覧ください！

(株)インターサポート

www.ispt.co.jp

宮城県知事登録旅行業3-234号

〒980-0021 仙台市青葉区中央2-2-10 仙都会館ビル3F
Tel: 022-214-6115
Fax: 022-214-6117
E-mail: info@ispt.co.jp
営業時間：平日10:00～19:00／土曜10:00～17:00／日曜・祝日:休み

・ワーキングホリデー

・格安航空券

