
ISAのプログラムについて

保護者様も安心のサービス

研修終了後に参加者のみが閲覧できるアルバムサ
イトに写真を掲載します。研修の内容やアクティビ
ティの様子がご覧いただけます。(無料でダウン
ロードも可能です)

※研修の全体の様子をお伝えするものですので、参加者全員
の撮影を保証するものではございません。
※肖像権使用に承諾されない場合は、掲載を控えます。

2回目以降に参加いただくお客様には、

お得なリピーター割引が適用されます！

※21年秋以前のお申込みに限ります。

ISA英語レベル※ 英検

6 日常生活や社会性の高い話題についての内容を理解し、自分の意見を述べたりすることができる。
ディスカッションや発表、プレゼンテーションの更なる向上を目指す。

英検2級程度以上

5 日常生活に必要な英語を理解し、また使用することができる。
より自然な表現、スピードアップを目指す。

英検準2級程度

4 会話に必要最低限の文法知識があり、ゆっくり話されれば大体言っていることが理解できる。
基本的な意思疎通はできるが、そこから会話を発展できるようになることを目指す。

英検3級程度

3 簡単な日常会話では途切れ途切れではあるが、言いたいことはなんとか伝えることができる。
積極的なアウトプットを目指す。

英検4級程度

2 挨拶ができたり、初歩的な語彙を使い簡単な会話表現ができる。
語彙を増やしながら少しずつ話せる範囲を増やすことを目指す。

英検5級程度

1 英語を学習するのがほとんど初めての初心者。アルファベット、簡単な英単語を知っていると
望ましい。英語に触れること、言語の異なる環境に慣れることを目指す。

ー

英語学習が初心者の方から、上級者の方までを対象に様々なプログラムをご用意しております。
自分にあったプログラム選びの際に、下記の一覧表をご参考にしていただければ幸いです。

※ISA英語レベルはあくまで目安です。ご不明点がございましたらご相談ください。

経験豊富な外国人講師によるリスニングとスピーキングにポイントを絞った英語レッスンは、楽しみながら英語が
身につくとあって、年間2,000名近くの全国の小中高校生が参加しています。ホームステイ参加前の腕試しに、
帰国後のブラッシュアップに、人気急上昇中のプログラムです！

ISA英語レベル

宿泊型はバス(一部電車)乗車時から、通学型は現
地に日本人添乗員・スタッフが常駐するため、授業
が難しすぎる/体調が悪いなど、お困りの際はすぐ
に日本語でご相談いただけます。
ISA英語レベル1のプログラムも、 レッスンは英語
で行われますが日本人スタッフがサポートに入る場
合がございます。

割引について (一部プログラム対象外・併用不可)

研修中の様子を写真で公開
(一部プログラム対象外)

日本人添乗員・スタッフが
同行＆常駐

リピーター割引
(旅行代金 2,000円引き)

リピーター割引
(旅行代金 2,000円引き)

リピーター条件：
過去のアイエスエイの国内英語研修、青少年海外交流事業(チャレンジホームステイ、未来応援プログラム)、
語学研修(ジュニアプログラム)に参加されたご本人様に適用されます。
※学校での研修は含みません。 ※お申込みの際に過去に参加された旨をご申告ください。

対象外プログラム：
１日の日帰りプログラム、オンラインプログラム、エンパワーメントプログラム、
プレエンパワーメントプログラム、Global Affairs Program、Global探求プログラム
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プログラム
開催日

コース
コード

場所 研修/宿泊施設 対象学年
ISA英語
レベル

旅行代金
(税込)

集合解散場所
(予定)

お申込みページ
コード

1DAYイングリッシュキャンプ ✦英語初心者向け！楽しく英語に触れる1日体験プログラム

12/11 TYPJZT1 武蔵小山 小山台会館

小2～小4 1 ¥8,800 研修施設

12/19 TYPJZK2 横浜 横浜市教育会館

12/19 OSPJZG2 大阪 ISA関西支社

1/5 TYPJZC6 千葉 千葉市文化センター

1/10 TYPJZI3 つくば つくば国際会議場

通学型イングリッシュキャンプ ✦英語のシャワーをたくさん浴びる2日間

12/11-12/12
2日間

OSPJZG1 大阪 ISA関西支社 小4～小6 2 ¥15,800

研修施設

12/11-12/12
2日間

SDPJZ01 仙台
日立システムズ

ホール仙台
中1～中3 3 ￥17,200

12/25-12/26
2日間

TYPJZC5 千葉 千葉市文化センター 小4～中3 2・3 ¥15,800

12/25-12/26
2日間

OSPJZK4 金沢 金沢商工会議所 小4～小6 2 ¥19,800

12/25-12/26
2日間

OSPJZG5 富山 富山商工会議所 小4～小6 2 ¥19,800

12/28-12/29
2日間

OSPJZG3 大阪 ISA関西支社 中1～中3 3 ¥15,800

1/4-1/5
2日間

TYPJZK5 横浜 横浜市教育会館 小4～中3 2・3 ¥15,800

1/5-1/6
2日間

TYPJZT2 武蔵小山 小山台会館 小4～中3 2・3 ¥15,800

宿泊型イングリッシュキャンプ ✦この時期ならではのシーズナルトピックも学ぶ宿泊型キャンプ♪

12/18-12/19
1泊2日

OSPJBG1 石川
国立能登

青少年交流の家
小4～中3 2・3 ¥34,800

富山駅
金沢駅

12/25-12/26
1泊2日

OSPJBG2 京都 あうる京北 小3～小6 1 ¥30,000 二条駅

12/26-12/27
1泊2日

TYPJBT9 新木場
BumB

東京スポーツ文化館
小2～小5 1 ¥37,000

新木場駅
研修施設

12/26-12/28
2泊3日

OSPJBG3 広島
国立江田島

青少年交流の家
小5～中3 2・3

¥40,000
～

￥70,000

名古屋駅
新大阪駅
博多駅

12/27-12/29
2泊3日

TYPJBK5 横浜 上郷森の家 小4～中3 2・3 ¥53,000
新宿/横浜
研修施設

12/28-12/30
2泊3日

OSPJBG4 滋賀 アクティプラザ琵琶 小4～中3 2・3 ¥49,000
大阪駅
大津駅

1/8-1/9
1泊2日

TYPJBI3 水戸
JAグループ

茨城教育センター
小2～中3 1～3 ¥35,000

つくば/水戸
研修施設

プログラム一覧 詳細は各お申込みページをご確認ください
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プログラム
開催日

コース
コード

場所 研修/宿泊施設 対象学年
ISA英語
レベル

旅行代金
(税込)

集合解散場所
(予定)

お申込みページ
コード

体験型プログラム ✦東京都英語村(TGG)でISA×TGGのオリジナルプログラムを！

12/18 TYPJZ03

お台場
東京都英語村

(TGG)

小1～小6
1

５(※1) ¥13,800
～

¥15,800

千葉・新宿
横浜・登戸
研修施設中1～中3 2～3

1/5-1/7
3日間

TYPJZTB 中3～高3 4～5 ¥58,000 研修施設

体験型プログラム ✦飛行機内のセットで日本語と英語でCA(キャビンアテンダント)になりきろう

12/12 TYPJZ01

恵比寿
インターナショナル

エアアカデミー
(IAA)

小1～小3

1 ¥11,800 研修施設

12/19 TYPJZ02 小3～小6

エンパワーメントプログラム ✦徹底したディスカッションとプレゼンテーションスキルを身に着けよう

12/22-12/24
3日間

SDPJZ03 仙台
日立システムズ

ホール仙台

中3～高3 5

￥33,000

研修施設

12/26-12/28
3日間

TYPJZE5 水道橋
YMCAアジア青少年

センター(※2)

¥38,000

12/26-12/28
3日間

OSPJZE8 大阪 大阪大学

12/26-12/28
3日間

OSPJZE9 神戸 神戸大学

12/26-12/28
3日間

OSPJZKZ 石川 金沢勤労者プラザ

プレエンパワーメントプログラム ✦2日間の体験版エンパワーメントプログラムに挑戦しよう！

12/20-12/21
2日間

SDPJZ02 仙台
日立システムズ

ホール仙台

中1～高1 4

￥23,400 研修施設

12/27-12/28
1泊2日

OSPJBE1 大阪
大阪国際

ユースホステル
¥41,800 羽衣駅

12/29-12/30
1泊2日、2日間

TYPJBE8 新木場
BumB

東京スポーツ文化館
¥36,800
¥41,800

研修施設

Global Affairs Program ✦模擬国連形式の議論を取り入れた実践型英語研修

12/26-12/29
4日間

TYWJZGA 水道橋 貸会議室内海 中3～高3 6 ¥45,000 研修施設

Global 探求 プログラム ✦探求学習に役立つ3つの思考法を磨こう

12/26-12/29
4日間

TYWJZNG 水道橋 貸会議室内海 中3～高3 5 ¥51,500 研修施設

オンラインチャレンジホームステイ ✦自宅から海外とつながる！バーチャル留学

12/27-12/28 TYPJYC7

ー
自宅などから
Zoomで参加

中1～高3 ３・4 ¥19,800 ー

1/4-1/5 TYPJYC8

（※1）8人グループでアクティビティを行いますが、上級＆帰国子女グループを設定する予定です。
（※2）参加人数によって、会場が品川(ISA首都圏支社)になる場合がございます。(11月末に確定)

2 0 2 1 年 冬 休 み 国 内 英 語 研 修
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