
海外に行くことがまだまだ難しい状況ですが、 

日本に居ながら留学できるプランを各社発表しています。 

実際に留学に行ったときと同じようなスケジュールでレッスンを行います。 

通常のレッスンの他、無料で参加できるアクティビティーや渡航可能になったら 

現地で続きのレッスンを受けることができるプランなどもあります。 

※エージェントによって取扱いのプランは異なります。 

実際現地の雰囲気やリアルな生活体験ができないデメリットはありますが、 

これからは社会に出てもオンラインでの仕事や会議も多くなると予想されます。 

外国の方とオンラインでやり取りをすることになった時、経験として役立ちますよ。 

ぜひこの機会にチャレンジすることをおススメします！ 

 ※大学では渡航先（国・地域）の外務省海外安全情報の危険レベル及び感染症危険レベルが 

共にレベル 1（十分注意してください）以下であることが条件になっております。 

詳しくはこちら→2021 年度前学期以降の海外渡航について 

ウイッシュ インターナショナル㈱（英語圏・ヨーロッパ言語）

 

毎週火曜日～金曜日 （土日・祝日休業） 10：30～

18：00  

1 回 30 分 

ZOOM を使用いたします。  

ご利用方法は事前にご案内いたします。  

お電話でのご相談も承っております。 

詳しくはこちら 



  ランゲージスタディーズインターナショナル（英語圏・スペイン語・ヨーロッパ言語） 

 

詳しくはこちら 

（英語圏・スペイン語・ヨーロッパ言語） 

 

プレゼン資 料 ： https://www.lsi.edu/partners/docs/document/LSI_Online_Program

me_NEW_PresentationV2_in_JPN.pdf 

 

連絡ツール一覧 ： LINE、Skype、Zoom 

時間を設定しオンラインで資料を共有しながらカウンセリングが可能です。 

その他、電話やメールでのカウンセリングも承っております  



㈱NEW PLACE（イギリス・マルタ・アイルランド） 

 

LINE、skype、メール、電話。ご都合に合わせた留学相談に

対応します。 

詳しくはこちら 

 

エデュケーション・ファースト・ジャパン㈱（英語圏・ヨーロッパ言語）

 

世界最大級の国際教育機関 国際色豊かな環境で本

当のグローバル経験をしよう！ 

留学に私もいける？どんなプログラムがあるの？ 

費用はどれくらいかかる？語学力はどれくらい必

要？ 

あなたの疑問にお答えします！ 

オンラインカウンセリング受付時間 

月曜日～土曜日 10:00 ～ 18:00 

詳しくはこちら 

 

 

  



＜EF＞お勧めコース 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■プログラム概要 PDF → こちら 

 

  

EF   ＥＦ・エデュケーション・ファースト・ジャパン㈱ 

（英語圏・ヨーロッパ言語）   

東京オリンピックオフィシャルパートナーであり、日本唯一の 100 か国以上の生徒が集まる 

直営語学学校！ 

英語以外にフランス語、スペイン語、ドイツ語、韓国語、中国語などの言語も。 

海外インターンや海外進学準備もご案内可能です。 

留学するならやっぱり現地に行きたい！という方には EF がお勧め。 

世界中に直営校があり、サポートもバッチリ。 

行けるようになった時のために 

現地の情報や学校の雰囲気を今のうちに聞いておこう！ 

 



 エデュケーショナル・アシスタンス・サービス（英語圏） 

 

カナダ・アメリカ・イギリス 

マルタ・アイルランド・オーストラリア 

ニュージーランド・フィリピン 

～オンラインカウンセリングの流れ～ 

Zoom を使用します。パソコンまたはスマホで可能

です。開始時間になりましたら、リンクをお送りしま

す。 

事前にこちらからご案内を差し上げますのでご安心

ください。 

詳しくはこちら 

 

（英語圏） 

 

 

 

㈱留学ジャーナル（英語圏・ヨーロッパ言語）

 

毎週月曜日～土 

曜日 （日水・祝日休業） 11：00～19：00  

※1 回のカウンセリング時間は約 50 分です。 

詳しくはこちら 

 



＜UTS 国際教育センター＞お勧めコース 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■プログラム概要 PDF → こちら      ■プログラム説明の動画（体験談つき） → こちら 

某私立大学の単位認定コースとして実施しされた内容の濃いプランです。 

（※神大は単位認定コースではありません） 

単なる英語・英会話コースではなく、さまざまなテーマを深堀りして考え、 

英語を使って自分の意見を述べたり、ディスカッションをすることが中心となります。 

そのほか、教師と１対１の個人レッスンや、 

現役のオックスフォード大学生との交流セッションが含まれていたりと、盛り沢山な内容です！。 



好評をいただいている「オックスフォード Online アカデミック講座」。 

当初の 1 週間コースに加え、2 週間コースが追加となりました。 

 

*■8 月 23 日～9 月 3 日（2 週間）138,600 円*  ※残りわずか 

 

*■9 月 13 日～9 月 17 日（1 週間）99,000 円*   ・募集中 

 

*_オックスフォード大学生との交流セッション_* 

交流セッションを担当するオックスフォード大生。その中の一人、ペンブルック カレッジで 

日本語を専攻している Jonathan 君からの自己紹介メッセージが届いています。 

“I am currently studying for a BA in Japanese. However, at Oxford,  

everyone studying for a BA in Japanese/Chinese/Arabic is studying under  

the collective subject 'Oriental Studies.' What this basically means is  

that you can take subsidiary (minor) languages. For example, someone  

studying Japanese can take Chinese or Korean, and those studying Chinese  

can take Japanese or Korean. In my third year, I will decide if I add  

Korean/Mandarin as a minor subject or stick to pure Japanese!” 

 

*_プログラムの特徴_* 

✓テーマを深堀りして学ぶ CLIL 方式レッスン 

✓先生と 1 対 1 のチュートリアルレッスン付き 

✓ライブ授業前の予習、授業後の復習と課題 

✓オックスフォード大学生との交流セッション 

✓個別プレゼンテーションを実施（2 週間コース） 

 

*プログラム担当者から  Welcome Message* 

<https://uts-japan.us1.list-manage.com/track/click?u=8f4ebfc10ef14dfc1a7176ed3&id=dd4fa7ae2c

&e=70716fb343>  

*体験談 Student Testimonial ※春休みのオンライン講座に参加* 

<https://uts-japan.us1.list-manage.com/track/click?u=8f4ebfc10ef14dfc1a7176ed3&id=129aaf9cf1

&e=70716fb343>  

  

UTS  国際教育センター 

（英語圏・ヨーロッパ言語） 

 

ヨーロッパ、イギリス、アイルランド、カナダ、アメリカ、 

オセアニアの全 12 ヶ国取り扱ってます。 

ヨーロッパ方面に強くドイツ、フランス、 

スペイン留学や IELTS など試験対策も！ 

オックスフォード・アカデミック講座など、 

各種オンライン研修も実施してます。 

こちらもチェック！ 

イギリス (英語)  アイルランド (英語)  オーストラリア (英語)   

                          

ドイツ語         スペイン語           イタリア語 

                 

催行決定！ 



 

＜STA トラベル＞お勧めコース 
 
 

 

 

 

夏休み限定企画！ 

語学研修やインターンシップ、そして SDGｓ（持続可能な開発目標)について学べるコースなどあります。 

英語力の UP だけでなく、色々な国の友だちとディスカッションすることで 

グローバルな視野が身に付けられます。 

この夏ステップアップを目指そう！ 

神奈川県知事登録旅行業 第 3-1012 

神奈川大学生活協同組合 
〒221-0802  

神奈川県横浜市神奈川区六角橋4-7-3 

TEL045-481-1079 FAX045-413-7366 

神奈川県知事登録旅行業 第 3-1012 

神奈川大学生活協同組合 
〒221-0802  

神奈川県横浜市神奈川区六角橋4-7-3 

TEL045-481-1079 FAX045-413-7366 

STA   ㈱エスティーエートラベル 
(英語、フランス語、スペイン語) 

 
コロナ禍でも可能な渡航留学や自宅からできる 

オンライン留学、航空券やビザや最新の渡航案内など、 

旅行会社だからこそできる視点で皆様をサポートします。 

夏休み限定のインターンシップ・SDGs 研修付きの 

ユニークなオンライン留学あります！  

 (英語圏・アジア英語・英語ツアー)   弊社にてメールまたは、 

オンライン相談（カウンセリング） 

              



 

  ㈱ＪＴＢガイアレック  

(英語圏・中国語・韓国語・アジア英語) 

   ＩＳＳ㈱国際交流センター 

（英語圏） 
  日本アジア文化センター 

 (中国語・韓国語・アジア英語・アジア諸国) 

✿お申込みは横浜キャンパス生協プレイガイド部まで！✿ 
 E-mail ku-coop1079@ku-coop.or.jp 

メールを送る際には、 

を忘れずに記載してください。 

お電話でも受付しています。 

TEL045-481-1079（直通） FAX045-413-7366 


