
改訂版 － 2019/04 

 

2019 上半期 3大プロモーション 

有効期限 : 2019 年 6 月 28 日までにお申込み、お支払いをされた方(18 歳以上) 

① 一般英語/IELTS 試験対策コース 
 

 <Standard 1,2,3 - 週 20 時間> 定価＄410 

Standard 1   8:30AM – 12:30PM // Standard 2  13:00PM – 17:00PM // Standard 3  17:30PM – 21:30PM  

日本国籍の方、入学金$250 が無料！ 

お申込週数 1-12 週 13-23 週 24-35 週 36 週以上  

プロモーション 

（週当たりの授業料） 
＄280 ＄260 ＄250 ＄240 

別途費用 : 教材費 $10/週 (最大$240)  

 バリスタコース 

    24 週間以上でプレゼント！ 

    24 週間未満の英語コースと同時申込みで 

    通常＄400→$250 へ割引中！ 

 

② AEA TESOL(児童英語教授法)＆J-SHINE 資格コース 

AEA TESOL＆J-SHINE 5 週間の座学 + 幼稚園インターンシップ 1 週間で資格取得！ 

コース内容 コース費用 教材費 合計費用 

AEA TESOL＆J-SHINE + 幼稚園インターンシップ 6 週間 ＄2,750 ＄200 ＄2,950 

AEA TESOL ＆ J-SHINE 5 週間 $2,600 ＄200 ＄2,800 

AEA TESOL のみ 5 週間 $2,300 ＄100 ＄2,400 

入学金、無料！ 

(上記に含まれない別途費用) J-SHINE 資格取得希望の方は、コース修了時に J-SHINE 資格申請料金$125 

幼稚園インターンシップ先までの交通費はお客様負担(市内中心から往復約 10 ドル) 

●当校のコースはAEA TESOLコースという名ですが、学習内容は一般的にTECSOLとよばれている内容です。 

●J-shineレッスンのみ日本語で行われ、その他の全ては英語です。J-shineレッスンは週に一回、 放課後にJ-shineの先生が来て授業を行います。 

●当校のJ-SHINEは、AEA TESOLコースが基盤となっている為、単体では受講できません。 

更に AEA TESOL+J-SHINEをお申込みの方へスペシャルプロモーション！ 

同時申込みで賢くお得に！ 

一般英語/IELTS コース 

(Standard 週 20 時間) 
特別価格 $250/週 別途費用: 教材費 $10/週 (最大$240) 

幼稚園インターンシップ 特別価格 $150/週 

単体での申込可。 

その場合、＄200/週+入学金＄250 

NZ のスクールホリデー期間は受付不可 

 

 2019年ホームステイ、諸費用          

ホームステイ （18歳以上） 手配金：$250   滞在費用：$270/週   延泊:＄55/泊 空港お出迎え(片道)：$120 

※NZQA より、保険は治療・救援費用(Medical & Rescuer's Expenses)が無制限の保険へのご加入が義務付けられております。 

 

IELTS 試験対策コース 

入学条件： 

Intermediate (中級) 

レベル以上の語学力 

 

短期留学 

ワーホリさん 

長期留学の方向け 

 

 

AEA TESOL 開講日 

2019 年 2 月 11 日 

             5 月 13 日 

             6 月 17 日 

           10 月 21 日 

 

 

AEA TESOL 

J-SHINE コース 

インターンシップ入学条件： 

TOEIC 800 点、IELTS 5.0 

十分な Intermediate(中級)

レベル以上の語学力 

 

生活スタイルに合わせて 

3 つのフルタイムから 

時間割を選択可能！ 

フリータイムには自習や観光

アルバイトなどで 

時間の有効活用！！ 



改訂版 － 2019/04 

 

2019 上半期3大プロモーション 

有効期限 : 2019 年 6 月 28 日までにお申込み、お支払いをされた方(18 歳以上) 

 ③ AEA のスペシャルパッケージ 

＜スペシャルパッケージに含まれる内容＞ 

●一般英語/IELTS フルタイム (週数：24 週中の 18 週、30 週中の 24 週、36 週中の 30 週) 

●AEA TESOL+J-SHINE (5 週間)+教材費 

●幼稚園インターンシップ (1 週間) 

●バリスタコース(1 週間) ※バリスタコースは、パッケージの週数に数えません。 

 24 週間 30 週間 36 週間 

入学金 ( 通常＄250 ) 無料 無料 無料 

コース費用  $6,840 (定価 ＄10,680)  $8,400 (定価$13,140) $9,720 (定価＄15,600) 

教材費(一般英語/IELTS+AEA TESOL＆J-SHINE) $380 $440 $440 

パッケージ費用合計 ＄7,220 ＄8,840 ＄10,160 

（スペシャルパッケージに含まれない別途費用) 

●J-SHINE 資格取得希望の方は、コース修了時に J-SHINE 資格申請料金$125 

●幼稚園インターンシップ先までの交通費はお客様負担(市内中心から往復約 10 ドル)  
 

《注意事項》パッケージ期間内に AEA TESOL+J-SHINE の入学条件を満たせない場合 

AEA TESOL+J-SHINE＆インターンシップの 6 週間分も一般英語コースを継続していただきます。 

その際のコース費用差額、教材費等のご返金は一切ございませんので予めご了承ください。 

 

 

 2019年ホームステイ、諸費用   

ホームステイ （18 歳以上） 手配金：$250   滞在費用：$270/週   延泊:＄55/泊 空港お出迎え(片道)：$120 

※NZQA より、保険は治療・救援費用(Medical & Rescuer's Expenses)が無制限の保険へのご加入が義務付けられております。 

24 週間スペシャルパッケージ受講例 

 ようこそ、ニュージーランドへ！

AEAのスペシャルパッケージスタート

一般英語コースを18週間！英語を身につける時間です

※中級以上のレベルの方は、IELTSコースの受講も可能

Pre-Intermediate(準中級)レベルでバリスタコースに参加可能

※バリスタコースは、パッケージの週数に数えません

十分なIntermediate(中級)レベルで

AEA TESOL+J-SHINEコース（5週間）に参加可能

※開講日に合わせて週の調整が必要となる場合があります

現地幼稚園でインターンシップ(1週間)

スペシャルパッケージ24週間修了！

 

 

満足度 NO.1！ 

ワーホリさん 

長期留学の方向け 

授業料最大 37％OFF！！ 

お得で充実の内容！ 

AEA休業日

2019年 1月28日 / 2月6日 / 4月19日~4月22日 / 4月25日

6月3日 / 10月28日 / 2019年12月21日~2020年1月5日

AEA受け入れ年齢

一般英語/IELTSコース満16歳以上

AEA TESOL+J-SHINE、インターンシップ 満18歳以上

AEAお問い合わせ先

ICL Education Centre，10-14 Lorne street, Auckland

日本窓口(日本語OK) E-mail : japan@icl.ac.nz

Mobile (NZ+64)22-478-0797

担当： 加藤 めぐみ

 

AEA TESOL 

J-SHINE コース 

インターンシップ入学条件： 

TOEIC 800 点、IELTS 5.0 

十分な Intermediate(中級)

レベル以上の語学力 


