
講座内容・お申し込みに関するお問い合わせ

Tel：03-5302-2239
（平日：9:00～18:00 土曜日：10:00～18:00）
Mail：info@achieve-english.jp
株式会社アチーブゴール キャンパス内留学サポートデスクｖ

東洋大学 夏休み英会話講座

〈ジュニア英会話講座（小学生/中高生）〉 〈大人の基礎英会話〉 〈セブ島親子留学〉

お子様と同じ時間で受講可能！

開講講座

プログラムの3つの魅力

Point1 Point3
好きなキャンパスで学べる！

Point2
1：4の少人数制レッスン！

東洋大学の4つのキャンパス
（白山、朝霞、川越、板倉）で開
講。好きなキャンパスでレッスン
を受けることが出来ます！

最大1:4の少人数制レッスン
で、講師との会話を重ねなが
ら、リスニング力だけでなく、ス
ピーキング力も向上します！

ジュニア講座と同じ時間帯に大人向
け講座も開講。お子様がレッスンを
受けている間に、効率よくレッスンを
受けることができます！

開講講座
対象 期間 時間

ジュニア英会話講座

小学生
①8/1(月) - 8/5(金)
②8/22(月) - 8/26(金)

10：00  - 11：50(50分×2コマ)

中高生
①8/1(月) - 8/5(金)
②8/22(月) - 8/26(金)

13：00  - 15：50(50分×3コマ)

大人の基礎英会話講座 大学生以上
①8/1(月) - 8/5(金)
②8/22(月) - 8/26(金)

10：00  - 11：50(50分×2コマ)
13：00  - 15：50(50分×3コマ)

セブ島親子留学

ジュニア(小学4年生以上）、
大人英会話共に

8/1(月) - 8/5(金)の
期間でご受講される方

8/1(日)-8/5（金） 東洋大学
8/21（日） - 8/28(日)セブ島

詳細は右頁にて案内

お子様と同じ時間で受講可能！

セブ島親子留学

Time Class Contents

08:40～09：25 1st Class 1:1 マンツーマンレッスン

09：30～10：15 2nd Class 1:1 マンツーマンレッスン

10：25～11：10 3rd Class Special Class
※講義型のレッスンで映画や音楽を通じて、
英語表現やイディオムなどを学びます

11：15～12：00 4th Class Special Class

13:30～13:35 5th Class 1：4 少人数レッスン

13:50～14:35 6th Class 1：4 少人数レッスン

14:45～15:30 7th Class Break Time

15：35～16:20 8th Class Break Time

16：30～17:15 9th Class 1:1 マンツーマンレッスン

17:20～18:05 10th Class 1:1 マンツーマンレッスン

旅行日程(全8日間） レッスンスケジュール例

8日間 スケジュール

8/21
（日） 東京（成田）⇒セブ島（マクタン空港）

8/22
（月）
|

8/25
（木）

セブ島にあるSMEAG校にて英語クラス分けテスト＆
オリエンテーション

現地講師と楽しく英語学習

8/26
（金） 終日 自由行動（学校は終日休講）

8/27
（土）

マクタン島にあるリゾートホテルでゆったり一日を過
ごします

8/28
（日） セブ島（マクタン空港）⇒東京（成田）

お申込み

講座概要

【講座概要】
■参加条件 ジュニア講座(小学４年生以上）、

大人の英会話両方ご受講の方
■講座期間 2016年8月1日（月）～8月5日（金） 東洋大学

2016年8月21日（日）～8月28日（日） SMEAG校
上記の期間、合計13日間

■場所 東洋大学 ・ フィリピンセブ島 SMEAG校
■費用(１名様あたり） 254,310円 小学生（4年生以上）の親子

261,810円 中高生の親子
※費用には、講座受講料（半額）、セブ島留学、
土曜日アクティビティ費用、航空券を含む

■定員 7組14名様

<申込方法>
Toyo Achieve Englishウェブサイトより必要事項をご記入いただき、オンライン
にてお申し込みいただきます。
お申込みウェブサイト http://achieve-english.jp/special/

<申込期間>
2016年6月25日（土）～7月7日（木）
※申込者が多い場合は、先着順とさせていただきます。

<申込手順>
・先着順にて受け入れを行います。
・申込受付順にメールにてお支払方法をご案内させていただきます。
・受講料の入金確認後、受講証を郵送いたします。
・当日は講座受講証をお持ちください。

注意事項
※プログラムの内容は変更になる場合がございますので、ご了承ください。
※最小催行人数は5組10名です。それ以下の場合は留学は実施せず、講座の
みの受講となります。その場合の講座の受講料は正規料金となります。

Toyo Achieve English
申込サイト

5日間講座（東洋大学）＋8日間留学（セブ島）

受講料が半額になる！セブ島留学のパッケージツアーのご案内

7組の親子対象限定、東洋大学とフィリピンセブ島最大手SMEAG校の
英会話講座ツアーを募集します！

まずは東洋大学にて5日間の集中講座を受講し、セブ島にて現地講師の指導のもと更にブラッシュアップ。
週末は観光地としても有名なマクタン島で親子一緒に楽しめるアクティビティも体験できます。
東洋大学＆SMEAG校で、今年の夏休みはちょっと特別な英語体験をしませんか。
（講座の概要は裏面でご確認頂けます。）

http://achieve-english.jp/


昨年に引き続き、夏休み5日間限定で小学生と中高生のための英会話講座を開
講します！学年、英語学習の経験を問わず楽しめる工夫がたくさんあります！
少人数制クラスだから初めてでも安心。受け身の授業ではなく英語を使うことをメ
インにレッスンを行います。
東洋大学で、今年の夏休みはちょっと特別な英語体験をしませんか。

プログラムの詳細は特設ページからもご確認ください。

http://achieve-english.jp/special/
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東洋大学ジュニア英会話講座

小学生向け講座＆中高生向け講座

明るく親しみやすい講師が指導に当たるので、
英語に自信の無い方も心配いりません。
少人数制クラスで、熟練した講師が明るく
授業を盛り上げます!!

明るく楽しい達と生きた英語を使いましょう！
Learning English is Fun!!

親子でも参加OK！

少人数で学ぶ

大人の基礎英会話

2講座開講！

Toyo Achieve English 
特別講座開講！！

場 所

日 時

対 象

定 員

受講料

東洋大学 各キャンパス
白山キャンパス
朝霞キャンパス
川越キャンパス
板倉キャンパス

①2016年8月1日(月)～8月5日(金)
ジュニア講座小学生/大人の基礎英会話
10：00～11：50 50分×2コマ 全5日間

②2016年8月22日(月)～8月26日(金)
ジュニア講座小学生/大人の基礎英会話
10：00～11：50 50分×2コマ 全5日間

ジュニア講座小学生：小学1～6年生(白山)
小学4～6年生（朝霞、川越、板倉）

ジュニア講座中高生：中学、高校生
大人英語講座：大学生以上

1クラス定員4名

■ジュニア講座小学生
50分×2コマ 全5日間 10,000円
■ジュニア講座中高生
50分×3コマ 全5日間 15,000円
※教材費含む

講座概要

講座内容・お申し込みに関するお問い合わせ
Tel：03-5302-2239
（平日：9:00～18:00 土曜日：10:00～18:00）
Mail：info@achieve-english.jp
株式会社アチーブゴール キャンパス内留学サポートデスク

お申込みについて
<申込方法>
Toyo Achieve Englishウェブサイトより必要事項をご記入いただき、オンラインにてお申し込みいただきます。
お申込みウェブサイト http://achieve-english.jp/special/

<申込期間>
2016年6月25日（土）～7月7日（木）
※申込者が多い場合は、先着順とさせていただきます。

<申込手順>
・先着順にて受け入れを行います。
・申込受付順にメールにてお支払方法をご案内させていただきます。
・受講料の入金確認後、受講証を郵送いたします。
・当日は受講証をお持ちください。

注意事項
※ご記入いただきました個人情報は、本講座開講の
準備・運営においてのみ使用させていただきます。
※プログラムの内容は変更になる場合がございますので、ご了承ください。
※車、自転車でのご来場はご遠慮下さい。公共の交通機関をご利用ください。
※一度、ご入金いただきました受講料は、返金できませんのでご了承ください。

ジュニア講座中高生/大人の基礎英会話
13：00～15：50 50分×3コマ 全5日間

ジュニア講座中高生/大人の基礎英会話
13：00～15：50 50分×3コマ 全5日間

■大人の基礎英会話
50分×2コマ 全5日間 19,800円
50分×3コマ 全5日間 29,800円

※セブ島親子留学申込の方は裏面でもご

確認下さい

http://achieve-english.jp/

