
名城大学国際化推進センター
（平日9:00～17:20　※2021年8月8日（日）～2021年8月17日（火）は閉室）
052-838-2043 shibakawa@ccmails.meijo-u.ac.jp

GIO CLUB株式会社
（平日10：00～18：00（土・日・祝休み））
052-414-4838 st-b2b@studyabroad.co.jpお問い合わせ先

①授業に参加できなくなった場合は、必ず事前に所定の連絡方法にて報告手続きを
行ってください。
②本プログラムでは、Zoom Video Communications, Inc.のWeb会議システム
Zoomを利用し、「同時双方向型」で行います。Zoomの設定で、「カメラ」と「マイ
ク」の利用許可が求められた場合は、必ず許可するようにしてください。
③グループ受講の時間帯において、カメラに映る映像は、講師と他の受講者からも
見ることが可能です。映り込み等には十分注意していただくとともに、受講終了後は
必ずカメラをオフにするように心がけてください。
④以下の行為は禁止です。
・ 無断欠席・開始後の参加、途中での退出（やむを得ない理由、講師の了承を得た場合を除く）
・ 公衆送信（インターネットを通じた配信など。送信可能化を含む）
・ 他者への再配布（有償・無償を問いません）
・ 録画・録音（画面キャプチャ、スクリーンショットを含む）
・ その他、著作権法など関係各法令に違反する行為
⑤通信にかかる費用は各自負担となります。通信量が非常に大きくなるため、Wi-Fi
環境下での参加を推奨します。
⑥受講者の受講環境、インターネット回線等の状況によっては、映像が途切れたり、
停止するなど正常に視聴できないことがあります。名城大学では、PC環境やZoom
に関する技術的なお問い合わせについては、回答いたしかねます。
⑦受講者の受講環境に起因するトラブルによって、授業が受講できなかった場合、
補償は行いません。

本プログラムにご参加いただくにあたっては、以下の旨に同意いただいたものとします。
各事項が守られない場合、重大な違反行為が確認された場合は、名城大学は受講を中止させる権利を有します（残期間の料金の返金はいたしません）。

⑧フィリピン現地において、政情不安、自然災害、通信障害、停電等やむを得ない理由に
より、授業が実施できないことがあります。その場合は、可能な限り、振替授業を
実施します。
⑨受講者の都合でレッスン開始が遅れた場合、受講開始時刻から10分間は講師が
待機します。10分経過後は欠席扱いとなります。
⑩受講者が体調不良か大学行事の関係でレッスンを欠席する場合、前日の13時まで
にメール連絡をした場合に限り振替授業を実施します。※個人的都合や未連絡に
よるレッスン振替は行いません。
⑪フィリピンの祝祭日は、直前に決定されることがあるため、現時点のスケジュール
から変更となる可能性があります。
⑫やむを得ない理由で担任講師が欠席となった場合、副担任講師がレッスンを提供
します。両方ともに対応できない場合、代替講師がレッスンを提供します。
⑬本サービスに関する学生への主な連絡手段は電子メールとします。学生は本学も
しくは運営業者からの電子メールを受信して確認するものとします。確認を怠った
ことにより生じた不利益について、大学、運営業者はその責任を一切負わないもの
とします。
⑭本プログラムは、正課外活動であり、所定の条件を満たした場合に修了書と受講料
補助は行いますが、単位の付与等は行いません。
◆【必須】 成果測定の為、プログラム前後にTOEIC IP試験（無料）の受験して頂きます。
（TOEIC IP試験日程　プログラム前：8/7（土）／ プログラム後：9/13（月） 13時～15時30分）

　受講申込後にキャンセルされた場合、以下の期日からキャンセル料を申し受けます。
 【8月23日（月）開始プログラム】 →  8月13日（金）以降受講料（通常料金）の100% 【8月30日（月）開始プログラム】 →  8月19日（木）以降受講料（通常料金）の100%
 【9月 6 日（月）開始プログラム】 →  8月26日（木）以降受講料（通常料金）の100%

■ キャンセルポリシー

■ 注意事項

申込方法

内容等に質問がある場合は、st-b2b@studyabroad.co.jpにメールでお問い合わせください。

名城大学の
受講料補助制度

【　　　 　　　　　　　　 】
● プログラムをすべて修了し、出席率が
3分の2以上かつ受講状況が良好
であること。

【IELTS対策コース】
● 交換留学への出願を真剣に検討し
ていること。

● 受講後にIELTSを受験し、2022年
3月までにスコアを提出すること。

※IELTS受験料¥25,380（2021年5月現在）
は自己負担となります。
条件未達成の場合は、通常料金での
受講となります。

条件クリアでお値打ちに受講できます

一般英会話・海外留学で役立つ日常英会話
スパルタ一般英話　3コース共通

お申し込みは、先着順での受付とさせていただきます。

お申込受付は先着順とし、
定員になり次第締め切ります。先着順

条件未達成の
場合は、通常料
金での受講と
なり、差額分を
請求します。

54
2021年8月9日
（月）までに研
修費用自己負
担金をお振込
みください。

3
2021年7月31日（土）に登録
いただいたメールアドレスに、
受講マニュアルと請求書を配
信します。必ず受講開始前の
早い段階で確認してください。
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     https://bit.ly/33z7PDS
【申込期限：2021年7月30日（金）】（先着順）

申込サイトにアクセスし、
必要事項を入力してく
ださい。

一般英語

海外留学で役立つ日常英会話

交換留学に役立つIELTS対策

スパルタ 一般英語

FEE
コ　ー　ス 期　　　間

受 講 料
定 員

1週間

2週間

2週間

■A 8/23（月） ～ 8/27（金）

■B 8/30（月） ～ 9/ 3 （金）

■C 9/ 6 （月） ～ 9/10（金）

■A 8/23（月） ～ 9/ 3 （金）

■B 8/30（月） ～ 9/10（金）

■A 8/23（月） ～ 9/ 3 （金）

■B 8/30（月） ～ 9/10（金）

 8/23（月） ～ 9/ 3 （金）

 8/23（月） ～ 9/10（金）

 8/23（月） ～ 9/10（金）

15名※

15名※

15名※

5名

¥21,000

¥42,000

¥70,000

※「一般英語コース」「海外留学で役立つ日常英会話コース」の2コースを合わせての定員です。

一般英語
海外留学で役立つ日常英会話

2週間
15名※

15名※

15名

15名

¥42,000

一般英語
海外留学で役立つ日常英会話

3週間 15名 ¥63,000

スパルタ 一般英語 3週間 10名 ¥105,000

通常料金

受講料補助を
受けた場合の

研修費用自己負担金

¥5,000¥5,000

¥0¥0

¥20,000¥20,000

¥10,000¥10,000

¥25,000¥25,000

¥25,000¥25,000

どこでもリモートでマンツーマン
ライブ英会話＆海外社会学習
どこでもリモートでマンツーマン
ライブ英会話＆海外社会学習

令和3年度令和3年度令和3年度令和3年度

夏期夏期夏期夏期

どこでもリモートでマンツーマン
ライブ英会話＆海外社会学習

海外社会学習を
通して、ゴミ山問題や
孤児院について知りました。
自分に何ができるのか考える
切っ掛けとなりました。

海外社会学習を
通して、ゴミ山問題や
孤児院について知りました。
自分に何ができるのか考える
切っ掛けとなりました。

名城大学カスタマイズのオンライン留学。

4人に1人がリピートした充実のプログラムです！

担任制なので
毎日 同じ先生と

1対1のレッスンをすることで、
日毎に英語スキルが
上がっていることが
実感できました。

担任制なので
毎日 同じ先生と

1対1のレッスンをすることで、
日毎に英語スキルが
上がっていることが
実感できました。

講師がフレンドリーで

楽しく英会話できました。
会話が弾むようになると、
授業の時間があっという
間に感じました。

講師がフレンドリーで

楽しく英会話できました。
会話が弾むようになると、
授業の時間があっという
間に感じました。

マンツーマンなので
自分のペースで話せました。
聞き取れない時にチャットを
利用してくれたりして
親切でよかった。

マンツーマンなので
自分のペースで話せました。
聞き取れない時にチャットを
利用してくれたりして
親切でよかった。

レッスンについての

不安も疑問も
授業後のレビューで
日本人スタッフに
相談できました。

レッスンについての

不安も疑問も
授業後のレビューで
日本人スタッフに
相談できました。

レビュー＆
コミュニティクラスでは

リモート観光や
ネイティブの学生と
交流ができて、まさに
留学でした。

レビュー＆
コミュニティクラスでは

リモート観光や
ネイティブの学生と
交流ができて、まさに
留学でした。

受講マニュアルに従って、
受講を開始してください。
各コース初日のみ開始
時間30分よりオリエン
テーションを実施。

紹介動画はコチラ
https://youtu.be/SmuQtvxcyOQ


