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米国名門大学 ・

コミュニティカレッジ

テイエストラベル・ＹＩＣ事業部

グローバルに活躍できる人材を目指すキャリアアップ留学

正規授業を取る！ GMAT 免除の MBA ・

Pre-MBA コース

まずは短期から。

世界の人気都市で学ぶ

●トフルゼミナールの
　留学サポート

●説明会日程

P4-5P2-3 P6

P7 P8

英語と中国語を学ぶ

トフルゼミナール留学センターは留学を完全バックアップ

　大学の正規授業を取るた

めには英語基準を設けてい

ている大学がほとんどです。

トフルゼミナール留学セン

ターでは、英語力別に

TOEFL iBT対策クラスを開講

しています。計画的に準備

を行いましょう。

◇大学生私費留学準備コース

◇提携大学進学プログラム

◇提携大学院進学プログラム

国内英語学習国内英語学習 手続きサポート手続きサポート
　トフルゼミナールが提携している学校に留学する方は、

出願手続きを代行しますので、煩雑な手続きは専門スタ

ッフにお任せください。代行料は、左記コース生は無料です。

代行手続きのみの申込も可です

〈留学手続き代行部門〉

テイエストラベル・YIC事業部

中国語と英語を同時に学べる1年間留学

ハルビン剣橋学院（中国）

★午前は中国語、午後は英語の2言語授業

★中国語はレベル別授業のため初心者もOK

★標準語エリアなので標準語の中国語が学べる

★英語のSpeakingは欧米ネイティブ講師が担当！

★アメリカ留学の1/3の費用！

ハルビン剣橋学院は1996年に創設された私立大学

です。2015年までに381名の長期留学生、1199名

の短期（中国文化体験を含む）留学生の受入れ実

績があり、留学生の中国語と英語の教育経験も豊

富です。更に、柔軟な教育法、きめ細かい指導や

アットホームな生活環境なども留学生から好評を

得ています。ここでは、中国文化に触れながら楽

しく充実した留学生活を過ごすことができます。

タイプ●私立・共学

学生数●

最寄り都市●ハルビン

学期●2学期制（3月・9月）

ハルビンは東北地方の政治、経済、文化の中

心であり、農業、漁業、食品加工業や流通・

サービス業などが盛んです。また、独特の歴

史文化と立地条件があいまって、異国情緒の

漂う美しい建築物や人文景観が多く点在し、

観光都市としても高く評価されています。

〈大学生・社会人〉留学個別相談会

1年間大学留学相談会

Certificate留学相談会

大学院留学相談会

短期語学留学相談会

説明会 日程 時間帯

毎週土曜日 11：00-15：00

毎週土曜日

毎週土曜日

毎週土曜日

13：00-16：00

12：00-15：00

14：00-18：00

出願用テスト受験出願用テスト受験
＊TOEFL iBTが必須の学校は対象外です

個別相談会はトフルゼミナール各校で実施しています。最寄りの校舎に電話もしくはHPよりお申し込みください。

ホームページ
イベント申込は

こちらから

高田馬場校●

池袋校●

渋谷校●

四谷校●

藤沢校●

大宮校●

船橋校●

名古屋校●

大阪校●

神戸校●

京都校●

03-3205-8015

03-5960-2712

03-5766-0652

03-5363-0352

0466-50-7740

048-643-6268

047-422-9635

052-251-9055

06-6315-4833

078-265-6561

075-253-6976

立川校●

調布校●

町田校●

横浜校●

042-521-3771

042-426-3812

042-709-5822

045-661-0879

http://tofl.jp/teikei
提携校の詳細パンフレットございます。

最寄り校舎にご連絡ください。

0120-37-8141 （高田馬場校内）

http://tofl.jp/teikei



アメリカの大学で1年間学ぶ

Oregon State University

University of 

Southern Frorida

Benedictine 

College

アカデミック英語
＋

学部授業（最大8単位）

英語(ネイティブクラス）
＋

学部授業（最大12単位）

アカデミック英語をとりつつ学部教科を受

講することができる、人気の1年間留学プ

ログラムです。受講した学部授業の単位が

取得できますので、語学学習のみならず、

正規の学生として大学で授業を受けたい方

にお勧めです。大学のクラブ活動に加入で

き、さらにすべての大学施設を利用するこ

とができます。

履修クラス例 比較文化、ビジネス、ビジ

ュアルアート、心理学、社会学入門、メデ

ィア制作、経済学、フィルムスタディ、国

際関係学、女性学、演劇ほか

Study Abroad With English プログラム

Part2（第1学期）

アカデミック英語
＋

学部授業（最大12単位）

Part2（第2学期） Part2（第3学期）

　【SAWEプログラム参加条件】

◇英語力：TOEFL60/IELTS5.5 

　＊満たない方は、アカデミック英語

　のみのPart1からスタート可

　＊大学独自試験もあり（当校で受験可）

◇GPA：2.25

◇開講日：9月、1月、3月、6月

Visiting International Student 
Program

アート、音楽、映画、コミュニケーショ

ン等のリベラルアーツ正規科目が勉強で

きる1年間プログラム（学部授業のみ）

◇条件：TOEFL80　GPA2.25

スコアが
ある方は

ご紹介大学例 University of East Anglia, University 

of Exeter, Newcastle University, Queen's University 

Belfast, Glasgow Caledonian University ほか

Monroe College

ニューヨークでビジネスを学ぶ

Berkeley 
College

NYNY特別サポートプログラム

Bisiness Certificateプログラム

タイプ●州立・共学

学生数●39,700人（留学生6％）

最寄り都市●タンパ

学期●3学期制

条件●TOEFL60（SAWE Part2)

　　　　 GPA2.5

California State University,
Monterey Bay

イギリスにもあります

【英語＋学部授業】お勧めの大学

オレゴン州立大学

南フロリダ大学 ベネディクティン大学

カリフォルニア州立大学モントレーベイ校

★年間3回(8・1・5月）の開校日

★SAWE（英語＋学部）コースあり

★半年留学から可

会計学が特に高い評価を受ける大学。

200を超えるコースがあり、シティ

ライフと豊かな自然の両方が楽しめ

る理想の留学先と言えます。

★比較的安価なリベラルアーツ大

★SAWE（英語＋学部）コースあり

モンロー大学

★年間3回（9・1・4月）の開校日

★2学期間終了後インターンができるビジネスコース

★無料チューター制度

3つのキャンパスはいずれもマンハッタンから電

車で30分ほどの好立地にある大学です。NYとい

う土地柄を活かし、特にインターンシップに力

を入れています。費用も私立大としては安く、1

年間留学でとても人気のある大学です。

タイプ●州立・共学

学生数●39,700人（留学生6％）

最寄り都市●ニューヨーク

The New York Experience

or Speech Communication

Introduction to Business

Marketing Foundations

Mathematics　(12単位）

Expository Writing 

Electronic Spreadsheet

Principles of Management 

Principles of Accounting I

Major Area Electives(18単位）

第1学期（受講例） 第2学期（受講例）お勧め！

◇秋学期からスタートすると、2学期終了後インターンができます

◇学校が500社以上と提携しており、学生にインターン先を紹介してくれます

お勧め！

バークレーカレッジ

●個別指導による学習指導とアドバイス(月1回)

●英文レポートの指導

●生活面のサポート全般（住居選択に関するアド

バイス、車購入、友人関係など）

●進学先、転校先の選択、手続き指導

●ビザ、パスポートに関する相談

●進捗状況のレポート配信　(2ヶ月に1回)

●緊急時支援

留学を充実させる

パーソナルコーチング

　大学生・社会人であっても初めての海外での生活に不安

はつきもの。現地での成績維持や生活面の心配をお持ちの

方には、とても安心できるシステムです。現地では、日本

人スタッフを中心に、本人の目的に合わせて、より良い留

学生活が送れるよう、学習指導、必要な情報提供、生活面

のサポートなどを実施いたします。

対象学校

●Berkeley college　　 ●Monroe college  　

●CUNY Baruch college　●Parsons/FIT 

●CUNY City Collge of New Yorkほか

★マンハッタンにキャンパス

★英検やTOEIC

★1年までの留学はGPA不問

現地学生と送る1年のキャンパスライフ！

　海外の大学で1年間学部授業を履修。日本とは違う角

度で学べたり、現地学生と意見交換をしたり、価値の

ある時間を過ごせる1年間留学は今とても人気です。

トフルゼミナールでは、希望や英語力に合わせて最適

な大学をご紹介します。英語研修と組み合わせて学部

授業を取るコースの他、基準をクリアした方は学部授

業のみの留学をご提案しています。

★年4回（9・1・3・5月）の開校日

★英語力に応じたコース設定

★半年留学から可

広大なキャンパスに200を超える専攻を

持つ総合大学。多くの分野で全米的に高

い評価をうけています。西海岸で最も安

全なキャンパスの一つに評価されました

タイプ●州立・共学

学生数●22,000人（留学生5％）

最寄り都市●ポートランド

条件●TOEFL80（すべて学部授業）

タイプ●私立・共学

学生数●1,350人（留学生3.5％）

最寄り都市●カンザスシティ

学期●2学期制

条件●TOEFL35（英語＋学部)

　　　　 TOEFL72(すべて学部）

アメリカの古き良き「田舎」のイ

メージのあるカンザス州にあり、

米国のカトリック系の大学ベスト

20に選出された学校。ノーベル平

和賞輩出校です。

★カリフォルニア州立大学！

★1年までの留学はＧＰＡ不問

★半年留学から可

タイプ●州立・共学

学生数●7,000人（留学生5％）

最寄り都市●サンノゼ

学期●2学期制

条件●TOEFL61

サンフランシスコから南へ2時間ほど

のシリコンバレー近くにある大学で、

海に近い自然豊かな街にあります。

留学生には必ず寮が確保されます。

　イギリスにも同様に、英語だけでな

く、大学の正規授業を受講し単位取得

が可能なプログラムがあります。国際

的に認知度が高く治安のよい大学をご

紹介しています。

学期●3学期制

直接入学条件●TOEFL65

　　　　 GPA2.5

世界経済の中心地ニューヨーク

　ニューヨークは世界経済・金融の中心地であり、とても

刺激的な場所です。特にアメリカの大学のビジネス学は、

実践的な学びを重視していますので、インターンの機会を
考えると、多くの企業や機関が集まるニューヨークにある

大学で学ぶことは非常には魅力的と言えます。トフルゼミ

ナールでは、アメリカの大学でビジネスを学びたい方にお
勧めの学校をご紹介しています。

　2学期（1学期15週間）でビジネスの基礎を学ぶこと

ができるプログラムで、春学期スタートの1年留学や

アメリカの大学を体験してみたい方に最適です。

　ニューヨーク及び近郊に6つのキ

ャンパスを持つ4年制大学。ダウン

タウンセンターは、マンハッタン

グランドセントラル駅の近くにあ

り、絶好のロケーションです。特

にビジネスやデザインを中心とし

た授業は定評があります。

タイプ●私立・共学

学生数●9,000人（留学生8％）

最寄り都市●ニューヨーク

学期●3学期制

条件●TOEFL61　英検2級A

　　　　 TOEIC800

★10名のノーベル賞輩出校

★全米公立大学で16位

★マンハッタンにキャンパス

　NY市立大学で最も古い歴史を持

つ4年制大学。特に物理や化学など

の理系分野が強く、音楽や教育に

も定評があります。公立大学なの

で比較的安価な費用も魅力です。

タイプ●公立・共学

学生数●13,000人（留学生＊％）

最寄り都市●ニューヨーク

学期●2学期制

条件●TOEFL61

　　　　 GPA2.7 Engineeringは3.0

City College 

of New York(CUNY)

ニューヨーク市立大学シティカレッジ

サポート内容
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長期キャリアアッププラン

3カ月～12カ月留学で就職活動を有利に！

名門カリフォルニア大学

UC Extensionで学ぶ！

　キャリアアップを目指す社会人や大学生の厳しい就職
活動を有利にするために、半年から1年間で参加できるプ
ログラムが数多くあります。
ビジネスの基礎を学んだり、興味がある分野のCertifi-
cateコースで、自分に合ったキャリアプランで将来の可
能性を広げましょう。

カリフォルニア大学アーバイン校

UC
Irvine

カリフォルニア大学サンディエゴ校

UC
San Diego

　世界のトップ大学であるカリフォルニ
ア大学は、短期で学べるさまざまな
Certificateプログラムを提供していま
す。世界中の大学や企業から意識の高い
学生が集まっており、総合大学の広大な
キャンパスで刺激的かつ充実した留学生

Business Administration
　●期間　　10週間

　●開講日　4月3日、6月26日、9月19日

Marketing
　●期間　　10週間

　●開講日　4月3日、6月26日、9月19日

International Business Operations & Management
　●期間　　10週間
　●開講日　4月3日、6月26日、9月19日

International Finance
　●期間　　10週間
　●開講日　4月3日、9月19日

International Tourism & Hotel Management
　●期間　　10週間

　●開講日　6月26日

Communications Systems Design Engineering
　●期間　　10週間

　●開講日　9月19日

>>>Businessを学べるコース

Business Essentials
　●期間　　10週間～50週間

　●開講日　4月6日、6月29日、9月28日

Business Management
　●期間　　22週間～39週間

　●開講日　3月29日、6月21日、9月20日

>>>大学授業が受講できるコース
University & Professional Studies
　●期間　　12週間

　●開講日　3月27日、6月19日、9月20日
カリフォルニア州立サンディエゴ大学

San Diego
State University

>>>Businessを学べるコース
Social Enterepreneurship
　●期間　　12週間

　●開講日　5月22日、8月21日

>>>英語教授法を学べるコース
TEFL Proficiency
　●期間　　11週間

　●開講日　4月4日、6月27日、9月26日

Teaching English to the Young Learner(TEYL)
　●期間　　11週間

　●開講日　4月4日、6月27日、9月26日

TEFL Professional Certificate
　●期間　　23週間～26週間

　●開講日　4月4日、6月27日、9月26日

Summer Intensive TEFL
　●期間　　11週間

　●開講日　6月27日

>>>Businessを学べるコース

>>>英語教授法を学べるコース
Teaching English as a Foreign Language
　●期間　　10週間
　●開講日　4月3日、6月26日、10月2日

>>>英語教授法を学べるコース
TESL/TEFL Certificate
　●期間　　4週間

　●開講日　6月5日、6月10日

2年制カレッジで

Certificateを取得する！

活を送ることができます。8～9カ月の
コース修了者は、インターンシップや
OPT（1年を限度に現地で就労できる）
に参加することも可能です

★ビジネスの知識やスキルを

　短期間で習得したい方にお勧め

★ビジネスから英語教授法、大学の

　授業受講など多彩なコース

プログラム参加条件

UC
Irvine

UC
San Diego

●大学学位取得者以上

●TOEFL iBT

●大学2年次修了者以上

●TOEFL iBT

● ●

　アメリカの2年制大学には、4年制大

学へ編入するためのコースのほかに、

Certificate of Proficiencyというコ

ースがあります。これは、職業訓練の

意味合いが強いコースで、それぞれの

カレッジが独自に発行す

るCertificateを取得します。特徴と

しては、カレッジ入学後1～2学期の短

期間でCertificateを取得できるため、

1年間を目安に留学を考えている方に最

適なプログラムです。

Highline College
ハイラインカレッジ

タイプ●州立・共学

学生数●11,200人（留学生6％）

最寄り都市●シアトル

学期●4学期制

条件●TOEFL54　

　　　　 TOEIC500　GPAー

★年間4回（9・1・4・6月）の開校日

★1学期～2年までの幅広いプログラム

★ホスピタリティ/ツーリズムが人気

>>>Certificateコース例
Animation, Introduction to Business Technology,

Computer Science,Intro to Customer Service,

Diversity and Globalism, Early Childhood Education,

Hospitality/Tourism, General Studies Certificate,

International Business and Enterpreneurship Certficate,

International Commerce and Trade Certificate,

Nonprofit Management

ハイラインカレッジは国籍による

人数制限を設けており、日本人は

全学生の1％。学位を目的としない

Certificate留学は比較的ゆるやか

な入学基準となっており、

TOEIC

ロサンゼルスから1時間のオレンジカウンテ

ィに位置するアーバイン校は、広大なキャン

パスに近代的なビルが立ち並びゆったりした

環境の中で学習に専念することができます。

難関を通じて温暖な気候のサンディエゴ。航

大なキャンパスは緑豊かな丘の上にあります

カリフォルニア州立大学の系列校の中で最も規模が大きく、数多く

のコースを開講しています。キャンパスはサンディエゴの市内から

バスで30分の場所にあり、公共交通機関も整っています。

ニューヨーク市立大学バルーク校

CUNY 
Baruch College
ニューヨークマンハッタンにある公立４年制大学。ニューヨークと

いう土地柄、世界中から学生が集まっています。

4年制公立大学

Certificateコースで学ぶ！

ランガラカレッジ（カナダ）

Langara College

★2年のコース修了後、3年間の就労許可が

  発行され、移民申請も有利に。

ランガラカレッジはバンクーバー

のダウンタウンから車で12分の場

所にあります。英語力が未達の場

合は、LEAPという英語コースから

スタートが可能です。

タイプ●州立・共学

学生数●９０００人（留学生12％）

最寄り都市●バンクーバー

学期●2学期制

条件●TOEFL80（L18 R20 W18 S20）

>>>Post Degree Program
　　(２年間の学部卒生対象コース）

Business Administration, Marketing Management, 

Journalism, Accounting, Web and Mobile App 

Design and Development, Supply Chain and 

Logistics, Nursing Leadership and Management

>>>Contunuing and Professional Studies（CAPS)

Finance, Management

International Trade

Marketing, Accounting

Web Design & Development

　●期間　　3学期間（1年）

　●開講月　1月・5月・9月

＊コース修了後、関連

分野で最長1年間就労

可能なOPTに参加する

こともできます。

最新のビジネスを学べる現地学生及び留学生対象のCeritificateコース
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大学院MBA留学

3カ月～12カ月留学で就職活動を有利に！

　キャリアアップを目指す社会人や大学生の厳しい就職
活動を有利にするために、半年から1年間で参加できるプ
ログラムが数多くあります。
ビジネスの基礎を学んだり、興味がある分野のCertifi-
cateコースで、自分に合ったキャリアプランで将来の可
能性を広げましょう。

Southern New Hampshire University

サザンニューハンプシャー大学

★留学生はGRE・GMAT提出不要

★スポーツマネジメント、グローバルMBAが人気
タイプ●私立・共学

学生数●1,400人

最寄り都市●マンチェスター

学期●4学期制

入学条件●TOEFL79

　　　　 GPA2.75

サザンニューハンプシャー大学はニューハ

ンプシャー州最大の都市、マンチェスター

に位置しています。ボストンまで車で1時

間という立地も卒業後のプラクティカルト

レーニング期間を考慮すると好条件です。

大学院は幅広い分野から専攻を選ぶこと

ができます。スポーツマネージメントや

拡大を続けるグローバルビジネスに焦点

を当てたグローバルMBAなどユニークな

専攻もあります。

University of Exeter

エクセター大学（イギリス）

★英国で最も人気のある大学の1校

★特にビジネス分野で高い評価
タイプ●国立・共学

学生数●13,500人

最寄り都市●エクセター

学期●3学期制

入学条件●IELTS5.5

　　　　 GPA2.4

Graduate Diploma 
Program

Graduate Diploma Programは、大学院進学

のための留学生用準備コースで、英語力の

みならず、大学で必要なスタディスキルも

学びます。コース修了後はそのままその大

学院に進学することが可能です。

ログラム-Graduate Diploma Program
9～12カ月間 1年間

お勧め！

大学院進学
英語力の一定基準・
全体の成績の一定基準

をクリア

同様のプログラムを用意している大学院▽

　Univeristy of East Anglia, University of Sussex, Newcastle Universityほか

英国で最も人気のある大学の1校で、学部入学は8倍の難関を

突破しなければなりません。The Times紙の大学ランキング

では、113大学の中から9位に選ばれました。特にマネージメ

ント、会計、財務額は英国一と称されています。

Highline College

ハイラインカレッジ

Economics, 
Accounting, 

Communication 他

2年制カレッジで開講されている、1年間の

MBA準備コース。規定の成績を収めて終了し

た学生は、TOEFL iBTやGRE/GMATなしで

Pacific Lutheran University、またはチェ

コにあるAnglo-American UniversityのMBAプ

ログラムに参加することができます。チェコ

の大学を卒業すると、ヨーロッパでの就業許

可証が降り、働くことが可能となるため、海

外での就職を希望される方にお勧めです！

1年間（3学期間）
ハイラインカレッジ

お勧め！

プログラム参加条件

◇英語力

TOEFL54/IELTS5.0 

英検準1級

◇4年制大学卒業

Pacific Lutheran
University 

Angro-American
University 

ワシントン州タコマ

チェコ プラハ

MBAコースへ

1学期間の授業料滞在費

は合計で$6000 ！

★公立2年制大学のため、費用を抑えたMBA準備が可能

★コース修了でMBA進学の際にTOEFL

タイプ●州立・共学

学生数●11,200人（留学生6％）

最寄り都市●シアトル

学期●4学期制

短期語学研修

多彩なレベル・コースがある語学留学！

　語学力そのものを向上させるための
留学です。一般英語、ビジネス英語、
試験対策、進学準備など目的に合わせ
て様々なコースが展開されています。

語学留学とは？

　一般英語コースでは、現地到着時に
英語レベルの試験があり、自分に合っ
たクラスでの学習が可能です。中級・
上級クラスには、TOEFL iBT42点くらい
の英語力が必要になるものもあります

必要な英語力は？

　異文化体験や会話力向上を目的とし
た1週間～3カ月くらいまでの短期留学
と、総合英語力を養うための半年～1年
くらいまでの長期留学があります。

留学期間は？

　参加する国・コース・期間・滞在方
法などによって異なります。また、滞
在する都市の物価によっても違ってき
ます。

費用の目安は？

●概算費用（授業料・滞在費）●

4週間

半年間

１年間

約18万円～30万円

100万円～180万円

160万円～300万円

Kaplan International English, Los Angeles Westwood

語学学習もアクティビティも充実させたい方にお勧め

UCLAのすぐ近く‼
世界中からの学生を受け入れている語学学校

School Data

開講

期間

滞在

毎週月曜日

2週間より

レジデンス・ホームスティ

費用 196,000円～お勧めPoint

お勧めCourse

Infomation

★LAでのスポーツ観戦やコンサート鑑賞

★ディズニーやユニバーサルスタジオへの日帰り旅行

★ゲティ博物館など近郊の博物館見学

★バケーション英語

★インテンシブ英語

★ビジネス英語

　カプラン・ロサンゼルス・ウエスト

ウッド校は、ロサンゼルス郊外のウエ

ストウッド地区に校舎を構えています。

周辺はUCLAのキャンパスがあり、学生

も多いエリアで、サンタモニカにもア

クセスしやすく、ビーチに出ていくに

も便利です。周辺には学生がよく利用

するショップやカフェも多いですし、

ハリウッドなどへの観光にも便利です。

校舎には25室の教室があり、パソコン

が兼ね備えられたマルチメディアセン

ターも完備されています。図書室や学

生ラウンジもあり、学習環境や生徒と

の交流の場にもなっています。アクテ

ィビティも頻繁に行われており、ビー

チヘ行ってバレーボールをしたり、週

末にはラスベガスやディズニーランド、

ユニバーサルスタジオへの小旅行など

も企画されています。

British Study Centres

品格あるブリティッシュ・イングリッシュを学ぼう

英国主要4都市に校舎があり、
好きな時期・場所で参加できる

School Data

開講

期間

滞在

毎週月曜日

2週間より

レジデンス・ホームスティ

費用 215,700円～お勧めPoint

お勧めCourse

Infomation

★各都市でアフタークラスも充実

★毎週開講・フレキシブルなコース

★バスつき個室も完備

★一般英語

★インテンシブ一般英語

★一般英語＆ビジネス英語

　せっかく英語を学ぶのであれば、発音

の一つ一つ、丁寧な言い回しなど、将来

目指すキャリアによってビジネスパーソ

ンとして正統派の英語に触れたいもので

す。British Study Centresは、イギリス

の主要4都市（ロンドン・オックスフォー

ド・ブライトン・ボーンマス）に校舎が

あり、一般英語コースは週20レッスン、

25レッスン、30レッスンから選べます。

また、カリキュラムの特徴として、ビ

ネス英語コースが、一般英語コースと

同じように毎週月曜日から受講でき、2

週間以上であれば期間制限もなく、レ

ッスン数も選択可能な点です。学びた

い期間や週あたりのレッスン数から、

申し込みをすることができます。

シアトル

サンフランシスコ

ボストン

ニューヨーク

ホノルル

Kaplanシアトル校

Kaplanサンフランシスコ校

ELCボストン校

Kaplanニューヨーク校

Global Villageハワイ校

バンクーバー

トロント

モントリオール

LSIバンクーバー校

GEOSトロント校

ILSCモントリオール校

ケンブリッジ

マンチェスター

Embassyケンブリッジ校

EFマンチェスター校

シドニー

ブリスベン

ゴールドコースト

パース

オークランド

Navitasシドニー校

Kaplanブリスベン校

Embassyゴールドコースト校

Navitasパース校

LSIオークランド校

アメリカ カナダ・イギリス オーストラリア・ニュージーランドそ
の
他
の
お
勧
め
校
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