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オンライン×バーチャルホームステイ
研修施設：ISA首都圏支社
〒108-0075 東京都港区港南1-6-41 芝浦クリスタル品川

2020年12月6日(日),12月13日(日),12月20日(日) ＜計３回＞ コースコード：TYPJZH1

宿泊 留学生 リピ割通学
ISAレベル

1～3
申込締切

11/6
特急
列車

海外渡航したかった方必見！初日は自己紹介や日常会話の
英語表現を学び、中日には実際に海外のホストファミリーと
繋いでお家で留学気分を体験。最終日は学んだことを発表します。 対象：小学３年生～中学３年生

オンライン申込み

＜研修費用に含まれるもの ＞

・英語レッスン料/教材費/アクティビティ代など

・施設利用料

・添乗員費用

・スタッフ費用

＜研修費用に含まれないもの＞

・自宅から集合/解散場所までの交通費

・オンラインレッスン通信費

・個人的費用：お小遣いなど

レッスンテーマ(予定)

バーチャルホームステイで活きた英語を身に付けよう
集合解散場所 研修費用 定員

最少
催行人員

研修施設
※1日目、３日目のみ
2日目は自宅で参加

¥19,800 24名 4名 日付 時間 スケジュール（予定） 食事

朝 昼 夕

12/6
（日）

9:50
10:00

13:10

研修施設集合
オープニング
英語レッスン
アクティビティ
研修施設解散

× × ×

12/13
（日）

10:00-12:00 英語レッスン
バーチャルホームステイ
※終日、オンラインで参加

× × ×

12/20
（日）

9:50
10:00

13:10

研修施設集合
アクティビティ
英語レッスン/発表
研修施設解散

× × ×

集合/解散(予定)
＜1日目、３日目＞集合：9:50研修施設

解散：13:10研修施設

※2020年8月1日現在有効。状況によりスケジュールに一部変更が生じる場合がございます。

★初日と最終日は対面式の英語研修、中日はオンラインでの英語研修

世の中に沢山あるオンラインプログラム。しかし画面の前で初めてあった人に英語で話したり、自分の事を紹介
するのは恥ずかしい・・・そんなオンラインプログラムの難点を、初日を対面式レッスンにすることで克服しま
す。初日に外国人講師と共に学ぶ仲間と会いアクティビティ等を楽しむことで、次のオンラインレッスンは緊張
せずに参加出来ます。中日は自宅で安心しながら、オンラインならではのレッスンに参加。最終日には、互いに
どんなことを学べたか実感できるよう対面でレッスンを行い、お互いの健闘を称えます。

★少人数のクラス編成

オンラインプログラムは「積極的に話せるか」「講師にきちんと見てもらえるか」など不安も沢山あるでしょう。
そこで１クラス８名程度の人数構成にし、より外国人講師が1人1人を丁寧に指導できる体制を整えました。

★アイエスエイならではの英語研修

イングリッシュキャンプで身に付けられる＜英語によるコミュニケーション力＞＜異文化に対する理解＞＜国際
社会で活躍するために求められるスキル＞はそのままハイブリットプログラムにも生かしてカリキュラムを作成。
オンラインプログラムには海外渡航プログラムを扱うアイエスエイだから出来る、バーチャルホームステイや１
つのスキルに特化したレッスンを用意しました。

オンラインレッスンと対面式レッスンの良いとこ取り！
時代に合わせて、新しいプログラムが登場しました。

ハイブリット プログラム概要
Hybrid Program
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オンライン×英検対策
研修施設：ISA首都圏支社
〒108-0075 東京都港区港南1-6-41 芝浦クリスタル品川

2020年12月26日(土)～12月29日(火) ＜4日間＞ コースコード：TYPJZH2

宿泊 留学生 リピ割通学
ISAレベル

4～5
申込締切

11/27
特急
列車

初日は自己紹介とライティング、中日のオンラインでは
リスニングとスピーキングに特化したレッスン、
最終日には面談対策と全ての試験内容に対応した対策講座です。

対象：英検３級受験者
英検準2級受験者

オンライン申込み

＜研修費用に含まれるもの ＞

・英語レッスン料/教材費/アクティビティ代など

・施設利用料

・添乗員費用

・スタッフ費用

＜研修費用に含まれないもの＞

・自宅から集合/解散場所までの交通費

・オンラインレッスン通信費

・個人的費用：お小遣いなど

レッスンテーマ(予定)

英検対策講座
集合解散場所 研修費用 定員

最少
催行人員

研修施設
※1日目、4日目のみ

2、3日目は自宅で参加

¥22,000 8名 4名 日付 時間 スケジュール（予定） 食事

朝 昼 夕

12/26
（土）

12:50
13:00

16:10

研修施設集合
オープニング
アクティビティ
英語レッスン(ライティング特化)
研修施設解散

×

×

×

12/27
（日）

13:00-15:00 英語レッスン(リスニング特化)
※終日、オンラインで参加

× × ×

12/28
（月）

13:00-15:00 英語レッスン(スピーキング特化)
※終日、オンラインで参加

× × ×

12/29
（日）

12:50
13:00
16:10

研修施設集合
英語レッスン(面談対策)
研修施設解散

× × ×

集合/解散(予定)
＜1日目、４日目＞集合：12:50 研修施設

解散：16:10 研修施設

※2020年8月1日現在有効。状況によりスケジュールに一部変更が生じる場合がございます。

●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

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。

※必ずお読みください。ご参加にあたって


