Columbia Business School 起業家オンライン講座

世界とつながろう！

トフルゼミナールが提携するコロンビア大学のオンラインビジネス講座のご紹介です!
Columbia Business Schoolのコース一環で、将来起業を目指している高校生や大学生を対象
にしたコースです。Columbia Business Schoolのオンラインシステムを利用して、12週間という
短期間でコースを受講します。
コース期間中は毎週約1.5時間のライブ授業または動画授業を受けていただき、その他の
時間で、ワークシートなど約2-3時間の課題を行います。コースの最終週には、プレゼン資料
を作成し、オンラインでインストラクター2人に対しプレゼンテーションを行います。合格すると
Columbia Business Schoolから合格証明書が授与されます。
コース受講に、必須条件はありません。ビジネスや起業について学んだことがなくても受講
できます。また、短期間でオンラインで受講できるため、留学期間中の長期の夏休みなどを利
用して学ぶこともできます。将来こんなビジネスを始めたい、こんなブランドを立ち上げたいな
ど、将来の夢のためや、就職前に知識を身につけたりキャリアアップのために学習したい、と
いう方々にオススメです。ご興味のある方は是非ご相談ください！

新型コロナウイルスの影響により、世界中で日々暗いニュースが流れている昨今。予
定していた留学がキャンセルになってしまった方や年内の留学を諦めている方などたく
さんいらっしゃると思います。
トフルゼミナールでは、国内で安心して受講できるオンライン語学留学をご紹介いたします。ご自
宅で本場の英語を身につけたいとお考えの方、将来留学を考えている方にとっては、準備をしっか
りする絶好のチャンスです。厳しいこの状況でも前向きに考え、今だからできることを取り組んでいき
ましょう。トフルゼミナール/YIC事業部では、お一人おひとりの学習プランを第一に考え、海外へ渡航
はできなくても学びたい！という目標を実現できるよう全力でサポートいたします。 Skypeやお電話に
て個別カウンセリングを実施しております。お気軽にご相談ください。
① 自分のスケジュールに合わせて学習ができる！
お好きな時間帯に、お好きな場所でクラスを受けることができます。

オンライン留学の
ポイント！

② 留学費用を抑えられる！
滞在費、航空券代、ビザ申請費用などの費用がかかりません。

③ 日本にいながら優秀な講師と世界中の学生とつながれる！
少人数クラスなので講師・クラスメイトとしっかりコミュニケーションがとれます。

International Education Center @OCC
Orange Coast CollegeからUC系の大学進学を目指す学生の多
くが参加する英語プログラムです。生徒一人ひとりが高い目
標を持ち学習するため、学習効果も高く、海外留学準備には
最適なオンライン授業プログラムです。

Class Schedule 🕒
毎週火～金
10:00AM-12:00PM
1:00PM-3:00PM

★ポイント★
意識の高い学生と一緒に
学習できる！
今なら授業料$500オフ！

English Language Center (ELC)
質の高い授業とサービスが有名なELCのオンライン授業では、
グループとプライベートレッスンを組み合わせて授業を受ける
ことができます。また、毎週1回講師との個別指導があり、文
法の質問や会話練習に利用することができます。

Class Schedule 🕒
毎週月～金
9:00PM～10:00PM プライベート
10:00PM～11:40PM グループ

★ポイント★
毎週1回講師との無料個
別指導付き！
今なら授業料20%オフ！

【コース概要】
 開講日： 2020年4月28日
2020年6月30日
 コース期間： 8週間～
 授業時間: 毎週約16時間
 授業タイプ：
ライブ・グループ授業
 授業内容： アカデミック英語
 対象年齢： 18歳～
 費用(8週間)： ¥319,200～
【コース概要】
 開講日： 毎週月曜日
 コース期間： 1週間～
 授業時間: 週約15時間～
 授業タイプ：ライブ授業
(グループまたはプライベート)
 授業内容：一般英語
 対象年齢：16歳～
 費用(2週間)：
グループ授業： ¥56,700～
プライベート授業: ¥174,100～

【授業内容】
〇 Minimum Viable Productについて
〇 起業アイディア 〇 ビジネス機会
〇 ビジネスモデル 〇 顧客開拓 〇 市場
〇 商品とソリューション 〇 価値提案 など...

【Columbia Business Schoolについて】
コロンビア大学の経営大学院で、世界でも歴
史のあるビジネススクールのひとつです。
また、Ivyリーグビジネススクール6校の1つで、
ビジネススクールのトップ校でもあります。

【コース概要】
●コース開始：2020年6月初旬または9月初旬
●コース期間：12週間
●コース費用： ¥444,600
●対象：高校生・大学生・社会人
●条件：中級レベル以降の英語レベル (TOEFL® iBT 61点以上あると良い)
●申込締切： 開講1ヶ月前 (要問い合わせ)

【特記事項】
・
・
・
・

記載の費用は授業料、出願料、教材費などを含みます。
プログラムによっては海外送金手数料がかかるケースがございます。
お手続きには、手続きサポート費用として20,000円(税別)が発生いたしますので、予めご了承ください。
明記の時間は日本時間です。

お問い合わせ 💬
トフルゼミナール 留学センター / YIC事業部
東京都新宿区高田馬場 1-30-7 大田ビル2F
📞 TEL : 03-3205-8017
Skype面談も実施しております。
✉ Email: yic@tsnet.co.jp
お気軽にお問い合わせください。
Skypeはこちらから⇒

TALK English School
アメリカに７つのキャンパスを構える語学学校で、90ヵ国以上
の学生が在籍し、異文化交流を尊重した英語教育を20年に
わたり実施しています。コミュニケーションを重視し、生徒が積
極的に授業に参加できるよう工夫された授業を展開します。

Class Schedule 🕒
毎週月～木
(グループレッスンの場合)

★ポイント★
1週間のトライアルに
参加できる！

11:00PM～3:00AM

【コース概要】
 開講日：毎週月曜日
 コース期間：1週間～
 授業時間：毎週約16時間
 授業タイプ：ライブ授業
(グループまたはプライベート)
 授業内容：一般英語
 対象年齢：16歳～
 費用(2週間)： ¥53,600～

【コース概要】
 開講日： 毎週月曜日
50年以上の歴史をもつLSIは世界全19ヵ国にキャンパスをもち、  コース期間： 1週間～
在籍生の国籍のバランスが良いことで知られています。平均8  授業時間: 毎週約8時間～
名の少人数クラスのため、実践的な会話や発音が身に付き、
 授業タイプ：ライブ授業
コミュニケーション力をしっかり伸ばせます。
(グループ)
 授業内容：
★ポイント★
Class Schedule 🕒
集中英語、試験対策講座など
16歳から参加できる、
毎週月～金

対象年齢：16歳～
少人数制のコミュニケー
8:00AM～10:00AM
ション重視のクラス！
 費用(2週間)：¥21,700～

Language Studies International

(週8時間の場合)

International House London
高い質の語学教育を展開していること知られているIHロンドン
には国際色豊かな学生が在籍しています。優秀な講師ととも
に英語4技能を身につけるだけでなく、グループプロジェクトや
講師による個別指導でしっかりと目標達成をめざします。

Class Schedule 🕒
毎週月～金
6:00PM～9:00PM
(週15時間の場合)

★ポイント★
毎週の無料のオンラインク
ラブが豊富！
今なら授業料20%オフ！

Spraphcaffe Languages Plus
シュプラッハカフェはドイツ発祥の語学教育機関です。英語以
外にも6言語のコースを提供していて、単なる語学学習だけで
なく、トレンドや時事問題などのトピックをもとに、楽しく実践的
な英語を身に付けられるオンライン学習ができます。

Class Schedule 🕒
毎週月～金
5:00PM～または10:00PM～
(週7.5時間の場合)

★ポイント★
「活きた英語」を楽しく学ぶ！
今なら授業料10%オフ！

【コース概要】
 開講日： 毎週月曜日
 コース期間： 1週間～
 授業時間: 毎週約15時間～
 授業タイプ：ライブ授業
(グループまたはプライベート)
 授業内容：集中英語、
英語試験対策講座など
 対象年齢： 16歳～
 費用(2週間)： ¥54,600～

【コース概要】
 開講日： 毎週月曜日
 コース期間： 1週間～
 授業時間: 毎週約7.5時間～
 授業タイプ：ライブ授業
(グループまたはプライベート)
 授業内容：一般英語
 対象年齢：13歳～
 費用(2週間)： ¥19,700～

EC English
National Geographicの英語教材を使った少人数で授業を行い
ます。ライブ授業前の課題や授業後のクラスメイトとのディス
カッションを行い、しっかりと学習に取り組むことができます。
定期的にスピーキングとライティングのテストも実施します。

Class Schedule 🕒
毎週月～金
8AM～/12PM～/4PM～/8PM～
予習課題 (30分)・授業後課題 (60分)

★ポイント★
好きな時間帯を選べる！
ECの英語教材に3か月間
無料アクセス！

Bucksmore Homelingua
イギリスの教師宅ホームステイを展開しているBucksmore
Homelinguaで1対1の完全プライベート制のオンライン授業を
受けられます。苦手な分野の学習や、英語資格試験や大学
留学準備など、学生の希望する学習ができます。

Class Schedule 🕒
完全プライベートのため、
自由に時間設定できます。

★ポイント★
完全プライベートレッスン
のため、個々に応じた学
習プランを組める！

Kaplan International
長きにわたって世界中で英語学習事業を展開してきたカプラ
ンが、独自に開発した英語学習システムK+を用いたオンライ
ンコースです。授業で使った教材やオンラインツールを利用し
て、授業外でもしっかりと自主学習できます。

Class Schedule 🕒
毎週月～金
7:00PM-10:00PM (英文法) または
8:15PM-9:15PM (英会話)
(週5時間の場合)

★ポイント★
カプラン独自の英語学習
システムを使って学習で
きる！

Studio Cambridge Columbia
イギリス・ケンブリッジで最も古い英語学校の特別オンライン
コースです。BBCの教材を使って、一般英語をフレンドリーな
講師とライブ授業と自主学習を行いしっかりと英語4技能を身
に着けす。

Class Schedule 🕒
毎週月～金
5.30PM～7PM
(週7.5時間の場合)

★ポイント★
毎週の授業時間を選べる！
14歳から参加可能！

【コース概要】
 開講日： 毎週月曜日
 コース期間： 1週間～
 授業時間: 毎日45分 x 2コマ
 授業タイプ：ライブ授業
(グループまたはプライベート)
 授業内容：一般英語
 対象年齢：16歳～
 費用(2週間)：¥29,700～

【コース概要】
 開講日： 指定なし
 コース期間： 1週間～
 授業時間: 指定なし
 授業タイプ：
ライブ・プライベート授業
 授業内容：一般英語、英語試
験対策、大学留学準備など
 対象年齢：指定なし
 費用：1時間 ¥9,800～

【コース概要】
 開講日： 毎週月曜日
 コース期間： 1週間～
 授業時間: 毎週5～21時間
 授業タイプ：ライブ授業
(グループまたはプライベート)
 授業内容：一般英語
 対象年齢：16歳～
 費用(2週間)： ¥16,800～

【コース概要】
 開講日： 毎週月曜日
 コース期間： 1週間～
 授業時間: 毎週約7.5時間～
 授業タイプ：ライブ授業
(グループまたはプライベート)
 授業内容：一般英語
 対象年齢：14歳～
 費用(2週間)：¥19,600～

