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何をするにも便利なロケーション：
マルタの繁華街セントジュリアンの中心
地、ビーチやカフェ、レストラン、ショップや
学校寮、バス停等々徒歩圏内です。

モダンな学校施設：
エアコンや無料WIFIはもちろん、コンピュー
ターを設置した自習室、図書室、併設カフェ
テリア、学生ラウンジ、24時間体制メインレ
セプションと整った環境です。

経験豊かな質の高い教師陣：
資格保有の経験豊かな教師陣を採用し、
更に定期的に教師向け研修や勉強会を行
っています。ESE教師陣の丁寧な指導は高
い評価を受けています。

目的別、様々な英語コース：
個人的なスキルアップからアカデミック
やビジネス向けと幅広いコースからお選
びいただけます。

充実した選べる滞在施設：
ESEでは留学中の滞在先を数多くそろえて
おりますのでお好みやご予算に応じて選ん
でいただく事が出来ます。

多数の教育認定協会も納得の
ハイクオリティー：
ＥＡＱＵＡＬＳ、ＩＡＬＣ、ＦＥＬＴＯ
Ｍ、ＱＥ等たくさんの認定協会より高い評
価を受け、持続していることがESEの高水準
のサービスを証明しています。

24時間体制学生サポート：
ESE校舎メインレセプションは24時間体制
です。緊急事態に備えたサポート体制をご
提供しています。

国際色豊かな生徒たち、スタッフ：
ESEは国際色豊かな学生たちと共に言語対
応スタッフも多く在籍しています。現在20か
国語以上の言語に対応できる体制で世界各
国からの生徒を温かくお迎えしています。

Eラーニングプログラム：
ESEではコース終了後も3か月無料アクセ
スの出来るEラーニングプログラムもご利
用いただけます。授業と並行して自習す
る際にぴったりの勉強法です。

個々へ対応したサービス：
私たちが一番重要視しているのはそれぞれ
生徒の皆様にマルタESEでの滞在を楽しく
過ごしていただく事です。些細な事でもお
気軽にご相談ください。ＥＳＥで過ごした
日々が思い出深いものになるようにスタッ
フ一同お手伝いいたします！
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パッケージに含まれるもの
• クラス分けテスト
• ウェルカムイブニング
• コース資料
• ESE修了書 （出席率80％～）
• ＥＳＥ　ノートブック
• ＥＳＥ　フォルダー
• ＥＳＥ　Ｅラーニング
• アカデミック・カウンセリング
• 24時間体制緊急時サポート
• ESE校内無料Wi-Fi
• 夏季シーズンビーチクラブメンバーシッ

プ（利用規定あり）
• ＳＩＭカード
• 往復空港送迎　（パッケージお申込の

場合のみ）

海外の生徒たちを受け入

れて半世紀以上英語学習

の中心地として卓越した

評価を得ている地中海の

美しい島、マルタ島。安全

で料金的にも良心的なヨ

ーロッパでの英語留学と

いえばマルタ留学です！な
ぜ

マ
ル

タ
？
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一
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語

コ
ー

ス

GENERAL ENGLISH
一般英語

語学レベルの全般的な基礎力向上を目指したい皆様に最適の
コースです。
話す、聞く、読む、書くの4つをバランスよく伸ばし、文法、語彙、発
音の知識をつけながら同時に自信を持って英語で発言出来るよ
うに授業を進めます。
一般英語はグループレッスンで週20レッスン又は30レッスンを選
択いただきます。短期（１～7週）若しくは長期一般英語（8週～）か
らお選びください。 

INTENSIVE ENGLISH
インテンシブ英語

一般英語クラス（週20レッスン）とマンツーマンでのプライベート
レッスン（週10レッスン）を組み合わせた形で構成されています。
プライベートレッスンでは、各自の学習目的に合わせた内容に標
準を合わせ、短期集中での上達を目指します。

FAST FACTS
受入れ年齢 18

平均年齢 28

コースの長さ 1週間～

開始日 毎週月曜

クラス人数最大 12名

レッスン/週

一般英語 
週20（15時間） 
または30レッスン（22.5時間）
インテンシブ 
一般英語週20レッスン（15時間）+ 
プライベートレッスン10レッスン（7.5時間）
長期一般英語  
週20（15時間） 
または30レッスン（22.5時間）

参加可能レベル 超初心者（スターター）～上級（C2)

英国ヨークにあるESE姉妹校EiYでも一般英語コースがありますので、2か国留学も可能です。https://www.english-in-york.co.uk/



 ESE コースプログラム 2020 5

GENERAL ENGLISH MINI 
一般英語ミニ（ミニ３０）
ミニコースでは少人数のクラスでより個々に目を向けた授業が出
来るように構成されています。

PRIVATE TUITION
プライベートレッスン

特別な目的やニーズに焦点を絞って担当教師と授業を進める
事が可能になり、限られた時間の中で更に効果的に学習する事
が出来ます。多目的英語に特化して学びたい場合にお勧めです。FAST FACTS

受入れ年齢 18

平均年齢 42

コースの長さ 1週間～

開始日 毎週月曜

クラス人数最大 6名

レッスン/週 ミニ30： 
週30レッスン（22.5時間）

参加可能レベル 超初心者（スターター）～　上級（C2 ）

FAST FACTS
受入れ年齢 17

平均年齢 36

開始日 毎週月曜　時間数や期間はご相談に応じ
ます

クラス人数 1対1

参加可能レベル 超初心者（スターター）～　上級（C2)

英国ヨークにあるESE姉妹校EiYでも一般英語コースがありますので、2か国留学も可能です。https://www.english-in-york.co.uk/
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そ
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ス

YOUNG ADULTS 17+
ヤングアダルトコース

ハイティーンの生徒向けの特別プログラムです。参加年齢は17～20
歳、プログラム参加の同年代のたくさんの仲間たちに出会えます。

年齢の近い生徒同士で構成された

スペシャル一般英語コースも設定が

あります。ご家族向けにホテル滞在

しながらレッスンに通えるファミリ

ーパックもご用意しています。

FAST FACTS
受入れ年齢 17–20

平均年齢 18

コースの長さ 2週間

コース期間 2020年3月28日～11月7日

クラス人数最大 12名

レッスン/週

一般英語 　 
週20（15時間） 
または30レッスン（22.5時間）
インテンシブ 
週20（15時間）グループレッスン+ 
週10（7.5時間）ベートレッスン

レジデンス ナンバーイレブンホテル又はホストファミリ
ー  /門限指定無し

参加可能レベル 超初心者（スターター）～　上級（C2)

FAST FACTS
受入れ年齢 30

平均年齢 32

コースの長さ １～４週間

開始日 毎週月曜

クラス人数最大 8名

レッスン/週 週30レッスン（22.5時間）

参加可能レベル 初級（A2）～　上級（C2)

GENERAL ENGLISH 30 FOR 30+
30歳以上の方のための一般英語30レッスンコース
（ＥＳＥ隣接の姉妹校ETIにて行われます）

30歳以上の方の為のコースです。ESEに隣接する姉妹校、ETIで行
われる少人数制のクラスで、ウェルカムミーティングや週3回の併
設カフェでのランチで同コースの生徒同士の交流も図れます。

Visit www.etimalta.com for more information.
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FAST FACTS

開催期間

2020年3月28日～4月18日（ジュニアキャンプ
もしくはティーンクラブプログラムのみ）
2020年5月30日～9月6日
2020年10月3日～11月7日（ジュニアキャンプ
もしくはティーンクラブプログラムのみ）

コース期間 1週間～

レジデンス

サリーニリゾート（2食付、平日はお子様のプロ
グラムにランチが付きます）
ザ・ジョージホテル（朝食付、平日はお子様の
プログラムにランチが付きます）
ナンバーイレブンホテル（2食付、平日はお子
様のプログラムにランチが付きます）

アダルトコース
参加可能レベル 超初心者（スターター）～　上級（C2)
受入れ年齢 18

レッスン/週

一般英語　/　週20レッスン（15時間）ファミリ
ーパック基本コース
オプション　/　30レッスン、インテンシブ、ミ
ニ、ビジネス、プライベート等

クラス人数最大 12名

ティーン＆ジュニアコース

参加可能レベル
超初心者（スターター）～　上級（C2)
*ヤングラーナーズはレベル混合クラスにな
ります

受入れ年齢

８～１７
（ヤングラーナーズ、ジュニアキャンプ、ティー
ンクラブ） *プログラムは月～金の8：30～18
：00を基本としております

レッスン/週

一般英語　/　週20レッスン（15時間）ファミリ
ーパック基本コース
オプション　/　30レッスン、インテンシブ 
*一般英語週30レッスン及びインテンシブコー
スはヤングラーナーズとジュニアキャンプでは
取り扱いがありませんのでご了承ください。

クラス人数最大 15名

50+ PROGRAMME
50歳以上の方のためのコース　（レジャーアクテ
ィビティー込み）

このコースは同コースの皆で出かける様々なエクスカーションが
組み込まれており、日常英会話を中心に学習する構成になってい
ますので英語を使った生活を実践したい方にぴったりです。多国
籍の同年代の仲間たちと共にマルタの歴史や文化を同時に学ぶ
事が出来ます。

FAMILY PACK
ファミリーパック

ESEファミリーパックはご家族でのホリデーパッケージとして魅力
的な内容になっています。8～17歳のお子様はESEジュニア向けプ
ログラムに合流していただけます。滞在先は4つ星ホテルのサリー
ニリゾートかザ・ジョージホテル又は3つ星ホテルのナンバーイレ
ブンホテルをご用意しております。

FAST FACTS
受入れ年齢 50

コースの長さ ２週間

開始日 2020年3月2日、4月6日、5月4日、9月7日、10月5日

クラス人数最大 12名

レッスン/週 週20レッスン（15時間）

レジデンス サリーニリゾート、ザ・ジョージホテル、ナンバー
イレブンホテル

参加可能レベル
超初心者（スターター）～　上級（C2) *英語クラ
スはレベルで分けます為、他一般英語クラスで
ご参加いただく場合もございます。
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試
験

対
策

コ
ー

ス

IELTS コース

IELTSは国際的（特に英国、オーストラリア、カナダ、ニュージーラ
ンド等）に認められている英語試験の一つです。結果はスコア制
で、目的別にアカデミックかジェネラルどちらかを選択すること
になります。

TOEIC コース

ＴＯＥＩＣのスコアは主に国際的なビジネスの場での英語力を
判断する際幅広く受け入れられています。リーディング＆リスニン
グとライティング＆スピーキングのテストがあります。

ＥＳＥでは幅広い試験対策コースをご用

意しています。参加希望の際まずは入念

なレベルチェックを行います。試験共通

スタディスキルレッスンに各試験に特化

した対策レッスンを組み合わせたカリキ

ュラムを元に着実に英語力を伸ばすお手

伝いをいたします。ESEの充実した学習施

設やサポートシステムを最大限に利用す

る事は目標達成の近道となるでしょう。

FAST FACTS
受入れ年齢 17

平均年齢 22

コースの長さ 最短4週（参加時Ｂ２レベルの場合）又は　
最短6週（参加時Ｂ１レベルの場合）

開始日 毎週月曜

クラス人数最大 12名

レッスン/週 週30レッスン（22.5時間）

参加可能レベル 中級（B1）～　上級（C2)

FAST FACTS
受入れ年齢 17

平均年齢 22

コースの長さ 最短4週（参加時Ｂ２レベルの場合）又は　
最短6週（参加時Ｂ１レベルの場合）

開始日 毎週月曜

クラス人数最大 12名

レッスン/週 週30レッスン（22.5時間）

参加可能レベル 中級（B1）～　上級（C2)

各試験日についてはESEウェブサイトをご参照ください。http://ese-edu.com
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CAMBRIDGE MAIN SUITE
ケンブリッジ英検

ケンブリッジ英検は世界中数多くの大学や企業に英語レベルを
認定するための試験として受け入れられています。テストはレベ
ルごとに分かれておりますので、それぞれに対応したテストの合
格へ向けて効率よく着実に学習計画を立てていきます。

TOEFL IBT コース

特に今後英語圏の学術機関で学ぶ予定がある場合に有効な試
験です。
コンピューター上で行うハードな試験に向け構成されたコース
です。

FAST FACTS
受入れ年齢 17

平均年齢 26

コースの長さ 8週

開始日 試験実施日より８～１０週前

クラス人数最大 12名

レッスン/週 週30レッスン（22.5時間）

参加可能レベル

中級（B1）～　上級（C2)
　PET＝B1（中級レベル）
　FCE＝B2（中級上レベル）
　CAE＝C1（上級レベル）
　CPE＝C2（上級レベル）

FAST FACTS
受入れ年齢 17

平均年齢 21

コースの長さ 最短4週（参加時Ｂ２レベルの場合）又は　
最短6週（参加時Ｂ１レベルの場合）

開始日 毎週月曜

クラス人数最大 12名

レッスン/週 週30レッスン（22.5時間）

参加可能レベル 中級（B1）～　上級（C2)

各試験日についてはESEウェブサイトをご参照ください。http://ese-edu.com
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ACADEMIC YEAR COURSE
アカデミックイヤーコース

アカデミックイヤーコースは長期留学で様々な面で英語を強化し
たい学生向けです。6週間ごとに入校日の設定を設けており、各自
の計画に沿ったフレキシブルな学習が可能になります。
またESEではAYCオリジナルプログラムとして語学強化科目に加
え、3つの教科プログラム（アカデミック/Ｂ１+以上、ワーク/Ａ２
以上、フルーエンシー）の中から選択可能です。最終学期での試験
対策コース編入を目指しての学習計画も推奨しています。担当教
師の他にもコース専属チューターが居り、学習成果を管理し着実
に英語力を伸ばすサポートをしております。

FAST FACTS
受入れ年齢 17

平均年齢 25

コースの長さ 12/18/24/30/36/48週間

開始日
2020年1月6日、2月17日、3月30日、5月11日、 
6月29日、8月10日、9月28日、11月9日、 
2021年1月4日 

クラス人数最大 12名

レッスン/週 週30レッスン（22.5時間）

参加可能レベル
超初心者（スターター）～　中級（Ｂ２）
アカデミックストリーム　Ｂ１+以上
ワークストリーム　Ａ２以上

ＡＹＣセメスターホ
リデー

2020年6月20日～28日、 
9月19日～27日、 
2020年12月19日～2021年1月3日ア

カ
デ

ミ
ッ

ク
コ

ー
ス

FAST FACTS
クレジット 120

受入れ年齢 17

平均年齢 18

コースの長さ スタンダード9か月、インテンシブ6か月

開始日 スタンダード9月、インテンシブ1月

Group Size 12名

参加可能レベル
中級（B1）～　上級（C2)
スタンダード　ＩＥＬＴＳ4.5以上、 
インテンシブ　ＩＥＬＴＳ5.5以上

LEVEL 3 
INTERNATIONAL FOUNDATION
IFY大学準備プログラム (ビジネス、コンピュータ
ー又はエンジニアリング)

大学準備プログラムは英語圏の大学に入学に向けて1年以内で
準備したい学生向けのプログラムです。コースの開始日は年2
回、生徒の方は英国、アメリカ、オーストラリアの大学へ幅広く出
願しております。
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BUSINESS ENGLISH
(BE20) ビジネス英語

ビジネス英語コースでは仕事で英語を生かしたい、キャリアアップ
の為に英語を向上させたい生徒向けになっております。全てのス
キルアップと同様に流暢さや自信を持ってビジネスの場で発言す
る為の練習を行っていきます。コミュニケーションスキルに焦点を
当てつつ最新のビジネス情勢をトピックにして授業を進めます。

FAST FACTS
クレジット 18

受入れ年齢 30

コースの長さ 1週間～

開始日 毎週月曜

クラス人数最大 6名

レッスン/週

ビジネス英語　　 
週20（15時間） 
または30レッスン（22.5時間）
ビジネスインテンシブ　 
ビジネス英語週20レッスン（15時間）+ 
プライベートレッスン10レッスン（7.5時間）

参加可能レベル 中級（Ｂ１）～上級（C2)

ENGLISH FOR WORK
就活英語

一般英語クラス（週20レッスン）と就活や職場で英語を使う際に
役立つ内容を学べる就活英語クラス（週10レッスン）で構成され
ています。一般英語で英語の基礎力をつけながら、英語を使って
仕事をするのに役立つ語彙やフレーズを増やし、たくさんの演
習を行います。

FAST FACTS
クレジット 18

受入れ年齢 25

コースの長さ
1週間～
一般英語週20レッスン（15時間）+ 
就活英語10レッスン（7.5時間）

開始日 毎週月曜

クラス人数最大 12名

参加可能レベル 初中級（Ａ２）～上級（C2)ビ
ジ

ネ
ス

コ
ー

ス

BUSINESS ENGLISH INTENSIVE
ビジネスインテンシブ

ビジネス英語クラス（週20レッスン）とマンツーマンでのプライベ
ートレッスン（週10レッスン）で構成されています。プライベートレ
ッスンでは、より各自の学習目的に合わせた内容に標準を合わせ
ることが可能です。
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ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
多目的英語

例えば以下の様に内容に特化したコースをお求めですか？プラ
イベートはもちろんインテンシブやグループレッスンと目的別に
あわせてレッスンを組むことも出来ます。

BUSINESS COMMUNICATION
ビジネスコミュニケーションコース

ミーティングや交渉などプロフェッショナルなビジネスコミュニケ
ーション力を身に着けるのに適したコースはＥＳＥ姉妹校ＥＴＩ
（Executive Training Institute / www.etimalta.com)や英国ヨー
クにありますヨークアソシエイツ（www.york-associates.co.uk）も
ご案内できます。

FAST FACTS
クレジット 18

受入れ年齢 25

コースの長さ 1週間～　 
内容ご相談ください

開始日 毎週月曜

参加可能レベル 超初級（スターター）～上級（C2)

法律英語

医療英語

受験英語

観光業英語

航空業界英語

キャビンクルーの英語

ＩＴ業界向け英語

メディア・ジャーナリズムの英語

ビ
ジ

ネ
ス

コ
ー

ス
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場所や時間を問わずＥＳＥ

のＥラーニングにアクセス！

以下様々なオンラインコー

スでの受講もご用意してお

ります。

GENERAL ENGLISH  
一般英語
このコースは文法、語彙、発音と日々の場面
に役立つ内容でコミュニケーション力にも
っと自信をつけていきます。
参加レベル：初中級/Ａ２レベル以上

参加レベル 初中級/Ａ２レベル以上 

IELTS  
試験対策
ＩＥＬＴＳのアカデミックモジュールに
おいて４つの各試験内容のスコアアップ
を目指します。
参加レベル：中級/Ｂ１レベル以上 

参加レベル 中級/Ｂ１レベル以上

TOEIC
ＴＯＥＩＣのリーディング＆リスニングテ
ストへ向けてのスキルを身に付けます。模
擬テストも有ります。

参加レベル 初中級/Ａ２レベル以上 

BUSINESS ENGLISH 
ビジネス英語
ビジネスの場において効果的な知識を身
に付けます。プレゼンテーション、ミーティ
ング、交流の場や電話の際又はビジネスラ
イティングなどに役立ちます。

参加レベル 初中級/Ａ２レベル以上 

HOSPITALITY ENGLISH
ホスピタリティー英語
観光業で活躍される皆様に向けたコース
です。実用的な表現を学べます。

参加レベル 初中級/Ａ２レベル以上 

LEGAL ENGLISH
法律英語
弁護士、研修弁護士の方々に向けたコー
スです。法律英語の語彙を増やし、合わせ
て文法や発音など全般的な英語力をつ
けていきます。

参加レベル 初中級/Ａ２レベル以上 Ｅ
Ｓ

Ｅ
　

オ
ン

ラ
イ

ン
コ

ー
ス
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FAST FACTS
クレジット 17

受入れ年齢 19

期間 ４週間～

レッスン/週
レッスン時間はプログラ
ム参加期間によって変
わります。

就労時間 週40時間程度

参加可能レベル 中級（Ｂ１）～

興味のある分野での社会

経験を通して英語のスキ

ルアップを目指します。

滞在先や相手先企業と

のマッチングなどＥＳＥ

が手配致します。準備期

間として最短でも14週前

からのお申し込みをお

願い致しております。

ワ
ー

ク
プ

レ
イ

ス
メ

ン
ト（

イ
ン

タ
ーン

プ
ロ

グ
ラ

ム
）
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ソ
ー

シ
ャ

ル
プ

ロ
グ

ラ
ム

ESEに参加する事でたくさ

んの出会いがあります。週

ごとに発表されるレジャー

アクティビティーで更に友

達を増やしたくさん英語

の練習をしましょう。ＥＳ

Ｅレジャーチームでは皆様

ご滞在中の楽しいイベン

トをご紹介します。お気軽

にお問い合わせください！
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宿
泊

施
設

留学中の滞在先選びは重
要です。ESEでは滞在先
オプションを数多くそろ
えておりますのでお好み
やご予算に応じて選んで
いただく事が出来ます。

ESE SELF-CATERING 
APARTMENTS
ESE自炊型アパートメント

長期滞在向けシェアアパートメントです。各
寮ＥＳＥから徒歩圏内、無料ＷＩＦＩ可能
です。各国の様々な仲間達と共同生活を送
りつつコミュニケーション力を養います。
週１回はお部屋の清掃サービスとシーツ
類の交換が行われております。

ESEレジデンス ヴァリーヴューアパートメント（エコノミー）

セントラルアパートメント（スーペリア）

タマリスクコートアパートメント（スーペリア）

ホワイトハウス エコノミーレジデンス

ホストファミリー

HOST FAMILY (HALF BOARD) 
ホストファミリー

特に初めて家から離れて生活する学生向
け、安全で快適な環境でマルタの地域に
溶け込んだ滞在が体験できます。
ホストファミリーと共に生活することはマ
ルタの習慣や伝統を直に感じることが出
来る絶好のチャンスです。ステイ先は学生
が快適に学習できるような環境を提供で
きる、厳選された家庭となっております。
多くのファミリーは学校から徒歩圏内、朝
晩の食事込です

ESE RESIDENCE (B&B) 
ESEレジデンス（朝食付）

校舎３階部分にあり、ホテル滞在の様にと
ても利便性が良く寛いでお過ごしいただけ
る人気のレジデンスです。プライベートバス
ルーム、テレビ、フリーＷＩＦＩ、エアコン
完備に加えてＥＳＥ校舎地上階併設のカ
フェテリアにて朝食を提供しています。

ESE WHITEHOUSE ECONOMY 
RESIDENCE (SELF-CATERING) 
ホワイトハウス エコノミーレジ
デンス（自炊型）

このレジデンスは校舎隣にありますので
大変便利なロケーションとなります。料金
的にお得でありながらシングル、ツイン、
トリプル、アジョイニングルーム（シングル
+ツイン）それぞれの部屋付でバスルーム
が備わっています。フリーＷＩＦＩと地上
階部分に共同キッチンも備わっています。
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NO ELEVEN URBAN HOTEL
ナンバーイレブン　アーバン　
ホテル

すぐ隣がＥＳＥという大変便利な最新の
３つ星ホテルです。良心的な価格で心地
よい滞在をご提供致します。

アストラットマンションズアパートメント（スーペリアプラス）

ナンバーイレブン　アーバン　ホテル

ザ・ジョージ　アーバンブティック　ホテル

クラレットアパートメント（スーペリアプラス）

ESEではこの他にもご希
望に応じて3～4つ星のバ
ラエティーに富んだホテル
を組み合わせることも可
能です。その中でもＥＳＥ
の所属するClaret Group
メンバーである３つのホテ
ルをご紹介いたします。

SALINI RESORT
サリーニリゾート

ESEまで車で15分、ホテルの目の前には地
中海が広がり、大型４つ星ホテルならでは
の各種施設の充実したサービスが提供で
きます。リゾート感を味わいながら英語学
習することの出来る新しいタイプのステ
イ先で、ＥＳＥセントジュリアン校舎やブ
ジッバの町まで決まった時間にシャトル
バスが運行されます。
www.saliniresort.com

サリーニリゾート

宿
泊

施
設

 ホ
テ

ル

THE GEORGE URBAN 
BOUTIQUE HOTEL
ザ・ジョージ　アーバンブティ
ック　ホテル

目の前はＥＳＥですので大変便利なロケ
ーションの４つ星ブティックホテルです。
モダンでスタイリッシュな内装と充実した
設備で快適なご滞在が可能になります。   
www.thegeorgemalta.com

サリーニリゾート

ナンバーイレブン　アーバン　ホテル
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特に長期留学の場合ＥＳＥマルタと英国

の姉妹校のＥｉＹヨークで2か国の留学

体験はいかがでしょうか？例えばまずは

明るい太陽輝くマルタで英語基礎力を

つけ、英国でも一際歴史深いヨークで更

に実践力を養う、それぞれの魅力を発見

しながら独自の留学を体験できます！イ
ン

グ
リ

ッ
シ

ュ・
イ

ン・
ヨ

ー
ク

PEASHOLME HOUSE

二か国留学はいかが
でしょうか？
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