
アイエスエイのオンライン英語プログラムでは、リアルに海外留学ができない今だからこそ、
留学できる時期まで気持ちを高めて英語を使う機会をご提供します。
パスポートを使わずとも家に居ながらにして、経験豊かな現地運営団体や語学学校が監修する
プログラムや毎シーズン人気の国内プログラム（英語講師や留学生と英語を使ってアクティビティ
やテーマに沿ってのディスカッションやプレゼンテーションを実施）に画面を通じてご参加いた
だけます！こんな時期だからこそアイエスエイのオンライン英語プログラムを是非ご活用ください。

■ コンセプト：少人数制でしっかりフォロー（クラス規模：最大8名）
■ 特徴：外国人講師とアウトプット重視の英語学習+海外ホストファミリーとのライブ交流
■ 開催日時：8/17(月)～20(木) 9:00～11:30(3コマ)、または 14:00～16:30(3コマ）×4日間
■ 対象： 中1～中3（要英検3級程度以上の英語力）
■ 最少催行人数： 4名 （定員 8名）
■ 申込締切日： 8/3(月)
■ 費用：29,800円

オンライン
申込は
こちら！>>

担当者からのメッセージ

オンライン
申込は
こちら！>>

コース

1

自身の無限の可能性を信じ、夢をもって、人生を切り拓く力を身につける目的で開発
された人気のエンパワーメントプログラムをオンラインで。志を高く持ち、世界から
日本のトップ大学へ留学している学生との英語でのディスカッションを通じて、グ
ローバル社会で活躍するために不可欠なスキルを鍛えます。

コース

2 オンラインエンパワーメントプログラム

■ コンセプト：英語でのディスカッション力・発言力を伸ばす
■ 特徴： 様々な国からの留学生とのディスカッション
■ 開催日時： 8/11(火)～14(金) 9:00～12:00(3コマ)×4日間
■ 対象： 中3～高3 （要英検準2級程度以上の英語力）
■ 最少催行人数： 10名 （定員 16名）
■ 申込締切日： 7/28(火) 
■ 費用：29,800円

ファシリテーター（予定）

からのメッセージ

This is a great place to share your opinions , your 
feelings, and your ideas with people from all over the 
world.Hope you enjoy this program! 

You will not only learn English, but also learn about other cultures, 
from music to food, to politics to religion. And most importantly, you 
will have the chance to communicate with families living outside of 
Japan, which is a rare experience! Hope you enjoy the program!

（担当：A.Y)

（講師：C.G)

おうちでイングリッシュ+バーチャルホームステイ

外国人講師や同世代の参加者とスピーキングなどのアウトプット重視の
レッスンやアクティビティを通して楽しみながら英語を学びます。その
集大成としてバーチャルホームステイ体験では実際にカナダやニュー
ジーランドのホストファミリーとつなぎ、学んだことを実践します！



<ＩＳＡのオンライン英語プログラム> お申込みから受講までの流れ

1
オンライン英語プログラムの各紹介ページ下のボタン「オンライン申込み」フォームからお申込みください。
※メールアドレスは今後の各種連絡に使用いただけますようあらかじめ当社のドメイン（@isa.co.jp)を受信制限から外して

いただきますようお願い致します。

ご請求書に記載の振込期日までにプログラム費用（全額）をお振込みください。
※プログラム費用のご入金をもって、正式お申込みとさせていただきます。
※各プログラムの取消料規定は、紹介ページ内の募集要項をご参照ください。

催行決定通知および、ご請求書の送付（開催日２週間前頃）

事前動作確認・オリエンテーションの実施

オンライン英語プログラム受講

〒108-0075 東京都港区港南1-6-41 芝浦クリスタル品川10F

観光庁長官登録旅行業256号 / 一般社団法人 日本旅行業協会（JATA） 正会員 / 一般社団法人 海外留学協議会（JAOS） 会員 / 留学・語学研修
等協議会（CIEL） 正会員 / 旅行業公正取引協議会 会員 / 一般社団法人 留学サービス審査機構（J-CROSS） 認証事業者

【お問い合わせ】 株式会社アイエスエイ

ISAホームページからお申込み
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プログラム費用のお振込み3

4

催行決定後、通知メールを送信し、請求書を郵送いたします。プログラムによって各種案内書をお送りいたします。
※④コースは、催行決定通知の代わりに手配内容確認書を請求書と一緒に送付いたします。

募集条件

URL https://www.isa.co.jp/
営業時間：月～金（土日祝休） 9：30～17：30

●キャンセル料について

<コース①②③＞
研修開始日の前日から起算してさかのぼって10日目から8日目までに解除の時 … 研修代金の20％
研修開始日の前日から起算してさかのぼって7日目から前々日までに解除の時 … 研修代金の30％
研修開始日の前日に解除の時 … 研修代金の40％
研修開始日の当日に解除の時 … 研修代金の50％
研修開始日当日の無連絡不参加の時、及び研修開始後の解除… 研修代金の100％

＜コース④＞
正式お申し込みお後（ご入金確認後）のお取消には、ご返金はございません。

●キャンセルについて

お申込みをキャンセルされる場合は、以下4点を明記の上、E-mail ・ FAX  ・ 郵便等
の書面にてご連絡ください。

①コース名 ②参加者氏名 ③キャンセル理由 ④ご返金先口座情報

接続確認、設定のご案内を事前のオンラインオリエンテーションで行います。保護者の方もご参加いただけます。

●ご利用のデバイスについて

当プログラムは、インターネットおよびZoom®（ZOOMビデオコミュニケーションズ社が提供する
Web会議サービス）を使用して行います。

機器・環境設定
当プログラム参加に必要な機器・環境設定については、参加者が用意するものとします。
機器の購入費、通信料その他通信にかかる契約料などは自己負担となります。
機器
① 以下のいずれかを搭載のPC、タブレット、またはモバイルデバイス
※…プログラムに円滑に参加頂くため、PC、タブレットを推奨します。

オペレーティングシステム
MacOS 10.9以降を搭載のMac OS X Mint17.1またはそれ以降
Windows 10※1 Red Hat Enterprise Linux6.4またはそれ以降
Windows 8 または8.1 Oracle Linux6.4またはそれ以降
Windows 7 Fedora21またはそれ以降
SP1以降を搭載のWindows Vista OpenSUSE13.2またはそれ以降
SP3以降を搭載のWindows XP CentOS6.4またはそれ以降
Ubuntu 12.04またはそれ以降 ArchLinux（64ビットのみ
※1…Windows 10を実行する場合、Windows 10 Home、Pro、またはEnterpriseを実行する必要が

あります。 Sモードはサポートされていません。

プロセッサーとRAMの要件
最小 推奨

プロセッサー シングルコア1Ghz以上 デュアルコア2Ghz以上（i3/i5/i7またはAMDと同等）
RAM                          該当なし 4GB

・デュアルおよびシングルコアラップトップでは、画面共有時のフレームレートが低下します。
（毎秒約5フレーム）。 ラップトップで最適な画面共有パフォーマンスを得るには、クアッドコア
プロセッサー以上をお勧めします。

・Linuxには、OpenGL 2.0以上をサポートできるプロセッサーまたはグラフィックスカードが必要です。

② スピーカーとマイク （内蔵型、有線接続型、無線接続型）
※…受講環境によってはヘッドセットのご用意をお願いする場合がございます。
③ ウェブカメラ（内蔵型またはUSBプラグイン型）

PCの環境設定
① インターネット接続（有線または無線（Wi-fi/ ３G/ ４G/LTE、または５G））。最低通信速度：３mbps。
※…有線接続を推奨します。
② Zoom®アプリのダウンロード
③ プログラムでGoogle Classroomを使用する場合のみ、Googleアカウントの作成
④ 講座中、ビデオON、オーディオONで参加できる環境

5
オリエンテーションでお伝えした時間にアクセスください。

Zoom®の利用
参加者はZoom®の利用に際し、下記に定める事項について同意したものとします。
１ 参加者はZoom®を提供するZOOMビデオコミュニケーションズ社が定めるサービス規約に従うもの

とします。
２ アプリをインストールし、その機能を確認することは参加者の責任とします。
３ 参加者側のアプリおよびその利用に必要なハードウェアの故障・設定不備もしくは不具合により、

ご参加の プログラムが受講できない場合、株式会社アイエスエイ（以下ISA）およびプログラムを提
携する現地運営団体や語学学校機関（以下提携運営団体）は、一切の責任を負わないものとします。

４ ISAと提携運営団体はZoom®の事由により生じたトラブルについては責任を負いかねます。
また、本講座に関連しないZoom®に関するお問い合わせについては、一切対応いたしかねます。

５ ISAと提携運営団体は、参加者がプログラムに参加する際、当プログラム申込時にISAに参加者自身
が申告し、登録した名前との一致を確認することにより当プログラムの利用者が参加者本人によるも
のとみなします。

録画・録音
参加者が当プログラムの内容を録音または録画する行為は一切禁止いたします。

補償
参加者は下記に定める事項について同意したものとします。
１ 通信障害などによりISAまたは提携運営団体の責により講座を中止せざるを得ない場合、別途日程を

設け振替することを、協議の上決定します。
２ 参加者の都合や参加者または保護者が、契約している通信会社の通信障害など参加者の責による

理由でプログラムに参加できない場合、ISA及び提携運営団体は振替をいたしません。

札幌支店011-251-2621 仙台支店022-221-3374 首都圏支社03-5463-7554 高崎支店027-325-0574
sp@isa.co.jp sd@isa.co.jp tyfit@isa.co.jp tk@isa.co.jp

東海支社052-222-8906   関西支社 06-6374-0377 広島支店082-261-8052 九州支社092-713-7007
ng@isa.co.jp os@isa.co.jp hs@isa.co.jp fk@isa.co.jp
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