ADVENTURE ENGLISH FOR TEENS:2016
TEENS:2016 年 7 月 24 日～8
日～8 月 13 日

ICLS は 1990 年に設立され、以降 26 年に亘り外国語教育に携わってきた質の高い授業とサービス
を提供し続ける老舗の語学学校です。ICLS はマレーシアの教育省によって設定された高い基準を
満たしており、当校の英語コースはＥＴＳという TOEIC も開発している英語教育機関とも提携し
ています。さらに、ICLS は EF(EducationFirst)と提携しているマレーシア有数の語学学校です。
マレーシアは公用語として英語、中国語、マレーシア語、タミル語等が話されており、その多数
の言語が街中で交わされています。多民族・多宗教の人々が共存するマレーシアの人々は違いを
受け入れることに慣れているので、相手の話を理解しよう、相手が何を話したいのか思いをくみ
取ろうとするコミュニケーションに対してとてもポジティブな人々です。そんなマレーシアの
人々は親切で気取らない性格なので街中でも気さくに話しかけられるでしょう。そうしたふとし
た瞬間に始まる何気ない会話を通して生きた英語が磨かれていきます。国境を越えた新たな仲間
と切磋琢磨し、マレーシアの文化に触れる ICLS サマープログラムに参加してこれまでにないステ
キな夏休みを体験しましょう！





日程:
日程:2016 年 7 月 24 日（日）～
日（日）～8
）～8 月 13 日（土）
日（土）
期間:
期間: 3 週間
参加対象
参加対象:
対象: 13 歳～19 歳
費用:
費用: RM5251（157,530 円）

Location:
Location: ICLS KL 校がある Bukit Bintang 通りは、クアラルンプール 1 の繁華街です。徒歩 5
分で大型ショッピングモールへアクセス可能な上、クアラルンプールの中でもひと際賑わう有名
な屋台街ジャラン・アローも目と鼻の先です。ICLS KL 校は生活や観光に便利なクアラルンプー
ルの中心地に立地しています。
School highlights





ICLS は Bukit Bintang.の目抜き通り沿いに立つショッピングセンター「ファーレンハイト 88」
の中にあります。
学校と学校に併設すカフェには無料 Wi-Fi が完備されています。
学校から最も近い KL モノレールの AirAsia Bukit Bintang 駅まで徒歩 3 分です。
ショッピングモールやレストラン、コーヒーショップなどが集まる賑やかなエリアです。

English lessons:
lessons: ICLS のサマープログラムは文法に焦点を当てた午前中の授業（10：00～12：
00）で文法をしっかりと学んで英語を論理的に理解し、午後の授業（13：00～15：00）ではリス
ニングとスピーキングに力を入れたクラス構成となっています。

授業のあとは、クラスで出会ったインターナショナルな仲間と一緒に机の上で学んだ英語を使っ
て野外アクティビティーに出かけます。現地の人と話し、日々実践していくことで英語で会話す
ることへの苦手意識を払拭し、本当の意味での英語コミュニケーション力を鍛えていきます。
学校の授業でインプットした知識を日常生活を送る中でアウトプットしていく当プログラムは 10
代の学生に海外で生活しながら英語会話に慣れ親しむ環境を提供し、英語に対する実践力を養い
ます。
Class size:
size: クラスは学習効果の高い 5 名～12 名の少人数制です。(最大 15 名)
講師と学生の距離が近いのできめこまな対応が可能となります。また、学生もクラス内で発言が
しやすいので学習意欲が高まり、授業に集中しやすい環境が整っています。

参加代金に含まれるもの (最少催行人数 10 名 ＆ 学生リーダー1
学生リーダー1 名)













週に 20 時間、合計 15 日間の英語レッスン
デジタル・ラーニング・メディア & アカデミック英語教材
オックスフォードテキストブック
オンライン自習教材ソフト (12 ヶ月間有効)
ICLS 修了証明書、修了式
ウェルカム・パック: ポロシャツ 2 枚、バッグ、筆記用具
往復空港ピックアップサービス
滞在先: City Campus Lodge & Hotel シェアルーム（2 名 1 部屋、バスタブ付き）
食事: 毎日の朝、昼、夕食付き
学生リーダーによる引率
My RapidKL Card（日本の suica や PASUMO のような交通系電子マネー）
野外アクティビティー:
o KL Hop-on Hop-off（巡回バスを使って市街観光）
o KL タワー & Bukit Nanas 森林保護区
o ペトロナスツインタワー & Aquaria KLCC（水族館）
o バトゥ・ケーブ ＆ リトル・インディア（インド人街）ツアー
o チャイナタウン, セントラルマーケット ＆ マスジッド・ジャメッ
o ヌガラ国立博物館
o ブルジャヤ・タイムズスクエアショッピングモール & 遊園地
o サンウェイ・ラグーン ウォーターパーク (終日)
o 映画鑑賞: IMAX cinema
o Escape Room(エスケープルーム): 閉じ込められた部屋の中で謎を解きながら、部屋か
ら脱出するリアル脱出ゲーム。制限時間は 45 分!
o 修了式

参加代金に含まれないもの




往復航空チケット
おこずかい（目安として一週間に 10,000 円前後）
医療保険(渡航の前に自国で旅時の医療保険に加入することを推奨いたします)

滞在先：
滞在先：City Campus Lodge & Hotel はきめ細やかなサービスと安全かつ、リーズナブルな価格
から学生や夏のインターンシップ生に人気の高いホテルです。また、すぐそばには LRT Chow Sin
Lin 駅があり、市内の観光スポットへのアクセスも非常に良いホテルです。
客室に備え付けの家具、アメニティ
 シングルベッド 2 セット
 ワークデスク ＆ 椅子 2 セット
 ワードローブ (共用)
 エアコン
 薄型テレビ(6 ローカルチャンネル)
 シャワールーム ＆ タオル 2 枚
設備:
 24 時間対応フロントデスク
 カードキー認証システム：エレベーター & 客室
 24 時間対応ホテル内巡回警備員
 食堂 (7：00～21：00)
 休憩所
 飲料水ディスペンサー
 中庭
 セルフコインランドリー(洗濯・乾燥 7ｋｇ: RM7)
 無料 Wi-Fi (客室＆共有エリア内）
 門限: 平日は 22：00 まで、金曜日と土曜日は 23：00 まで外出可能。
 週に 2 回お部屋の清掃
 アルコール類持ち込み厳禁。 学生の飲酒は禁止であり、発覚した場合は退去を求められます。

必要書類






パスポート： 残存有効期間のあるパスポート(出国時 6 ヶ月＋滞在日数)
パスポートコピー（顔写真のページのみ）
パスポートサイズの顔写真 3.5cm x 4.5cm (白背景)
未成年が単独で渡航する場合の保護者からの渡航同意書（英文）
レベルチェックテスト – 制限時間 45 分（当校初日に口頭のオーラルテストあり）

