
ES Dubai へようこそ 

UAE の 7 つの首長国の 1 つであるドバイは、中東の文化とビジネスの中心地である国際都市で
す。ドバイでは、素晴らしい冬の気候、世界クラスのホテル、様々なスポーツやレジャー、充実し
たショッピング施設を楽しめることでしょう。さらに、UAE は安全な国です。 
また、ドバイは現在、国際的な研究拠点として確立しようとしています。10 か国 21 の国際大学
を網羅し、125 か国 2 万人の学生に対し 400 以上の教育プログラムを提供しています。 

ドバイで学ぶメリット 

・シンプルなビザ手続き 
学校がスポンサーとなり、直接 UAE 政府にビザを申請します。申請に必要な要件は、入学証・パ
スポートのコピー・パスポート写真のみです。 

・豊富な就労機会 
学生はパートタイムやアルバイトで働くことができます。また、卒業後には、就労ビザへの切り替
えも可能です。 

・治安の良さ 
ドバイは低い犯罪数と高い生活水準を誇り、安全性は世界のトップ 12 位内に位置します。 

・国際的な環境 
外国人の割合が 85%以上のドバイは、世界で最も国際的な都市の 1 つです。 

なぜ ES Dubai が選ばれるのか 

・素晴らしい講師陣と学校設備 
ES Dubai ではすべての講師がネイティブスピーカーであり、英語講師の有資格者(e.g. 
CERTA,DELTA)です。高水準の教育レベルを持つ講師だけでなく、最新鋭のデジタル設備が生徒
の英語学習をサポートします。 

・充実した英語・ソーシャルプログラム 
ES Dubai では生徒の英語力を楽しみながら向上させるアクティビティを提供します 

・多国籍な生徒 
毎年 65 ヵ国以上の様々な国籍の生徒が集まります。生徒は英語を通じて生涯の友人を得ること
ができます。 

・オープンドアポリシー 
もし学校やドバイでの生活に懸念や質問があれば、スタッフがいつでも相談にのります。 
また、生徒は定期的に学校や講師を評価でき、その結果は授業や教室に反映されます。 



ロケーション 
ES Dubai はニュードバイの中心地である Jumeirah Lake Towers(JLT)に位置します。JLT は、
公共交通機関(2 つのメトロ駅)・マリーナモール・レストラン・ビーチへのアクセスが抜群です。
また、安全な環境で、幅広い地元のスポーツ施設や、学生寮との無料往復シャトルを提供していま
す。 

教育メソッド 
ES Dubai では、生徒の目的やニーズに焦点を当て、学習計画を立てます。私たちの教育方針は
「生徒中心」であり、生徒は積極的にクラスに参加し、興味のあるトピックについて、自ら提案
することが奨励されます。そして、講師が授業計画を立てる際は、生徒のフィードバックを考慮し
ます。 

入学時 
入学には、事前にWeb上のグラマー、スピーキング、ライティングのテストが必要です。入学日当
日に講師によるスピーキングテストが実施される場合があります。受講クラスは来校時に口頭で伝
えられます。生徒はテスト結果とクラスの空き状況に応じて 9 時、12 時、15 時のレッスンに割
り振られます。レッスンに参加後、レッスンが難しすぎる/簡単すぎると感じた場合は、すぐに講
師、またはスタッフに相談してください。 

オリエンテーション 
新入生は入学初日にオリエンテーションを受けます。オリエンテーションには学校設備の紹介、
学習プログラムの概要、学校が提供するサービスの説明について行われます。 
※短期(3 週間未満)留学生は、オリエンテーション後直接クラスに参加します。通常、長期の留学
生は、翌日からクラスに参加します。 

スケジュール 
エージェントは、午前または午後など、希望時間での受講が保証できないことを生徒に伝える必
要があります。また、各レベルは 12 週間 1 サイクルで進行し、生徒は日曜日からコースに参加
できます。各レベルのスケジュールは講師、またはスタッフに確認します。 

保険 
学校が提供するビザには、基本的な保険が含まれています。これは医療の緊急事態のみを対象とし
ており、学生は適切な事故保険と医療保険に加入してから渡航することを強く推奨します。 
支払い・キャンセルポリシー詳細は Code of Conduct をご確認ください。 

生徒の登録 
正式に ES Dubai の生徒として登録されるためには、すべての初期費用を支払う必要がありま
す。当校で入金を確認後、入学許可書兼寮予約確認書を送付します。 



プログラム 
※プログラムは予告なく変更になる場合があります。 

General English 
「語学力を磨きたい」「IELTS のスコアを引き上げたい」「英語を楽しく学びたい」「英語をさ
らに深く学びたい」など、生徒がどんな目標を持っている場合でも、General English コースは
目標達成に役立ちます。General English コースでは、語学力に応じたクラス分けを行っており、
生徒「リーディング」「ライティング」「リスニング」「スピーキング」を向上させます。また、
新しい文法・語彙(単語)・発音についても学ぶことができます。 
進捗状況の確認方法として、2 週間ごとに小テスト、６週間ごとに中間期末テストがあり、講師か
らのフィードバックを受けます。 

＜日程＞各レベルを修了に、Semi-Intensive(週 5 日、15 レッスン/週)で 12 週間、Intensive 
(週 5 日、30 レッスン/週)で 6 週間かかります。各レベルは 6 週間ごとに開始しますが、途中か
らの入校も可能です。毎週日曜日に受け入れを行っています。（受講日：日曜日～木曜日） 

＜時間＞ 9:00 ‒ 11:45　12:00 ‒ 14:45　15:00 ‒ 17:45 

＜レベル＞ 12レベルに分かれています。 
　　　　　Beginner (High, Low) 
　　　　　Elementary (High, Low) 
        　    Pre-Intermediate (High, Low) 
           　 Intermediate (High, Low) 
            　Upper-Intermediate (High, Low) 
            　Advanced (High, Low) 

＜クラス＞　定員　平均:10 人　最大:18 人 

Speaking Class　※事前の受講確約不可。 
自信を持って正確な英会を話すことが本コースの目的です。Speaking Class は、すでに基 
本的な英語の知識を持っており、より多くのスピーキング練習を必要とする生徒のために 
設計されています。Speaking Class は、アルファベットを使用しない国の学生に人気がありま
す。このような生徒は文法、読み書きのスキルが会話スキルよりも優れているため、理論的な英語
の知識を会話のなかで使う練習をします。 

＜日程＞コース修了に、Semi-Intensive(週 5 日、15 レッスン/週)で 12 週間かかります。途中
からの入校も可能です。毎週日曜日に受け入れを行っています。（受講日：日曜日～木曜日） 

＜時間＞ 9:00 ‒ 11:45　12:00 ‒ 14:45　15:00 ‒ 17:45　のいずれか 



＜受講可能レベル＞ Intermediate以上 
　　　　　　　　　　　現在、１レベルのみクラス開講　※2021年４月時点 
　　　　　　　　　　 
　　　　　ご自身のレベルおよびクラスの提供状況によってクラスが確定する為、 
　　　　　Speaking Class受講の確約はできません。受講できない場合は、 
　　　　　General Englishコースの受講となることを了承いただく必要あり。 

IELTS　※希望者が６名に達しない場合は、開講されません。事前の確約不可。 
IELTS (International English Language Testing System) は、大学や他の高等教育機関 
への出願を計画している学生にとって必要なテストです。IELTS は、英国、カナダ、オー 
ストラリア、ニュージーランドの大学の入学要件として、また世界中で職業・訓練プログ 
ラムとして認められています。このテストは、あなたが高等教育機関で学ぶ際の入学要件になるほ
か、仕事を探したり、ビザを申請するときの英語力証明になります。 
ES Dubai の IELTS コースでは、ライティング、リーディング、スピーキング、リスニン 
グの 4 つの能力が評価対象となる Academic Training Modules を対象としています。 
このコースは各週１種のスキルにフォーカスしてクラスが進みます。 
（例：一週目はスピーキング、二週目はリスニング、三週目はライティング等） 

＜日程＞コース修了に、Semi-Intensive(週 5 日、15 レッスン/週)で 12 週間かかります。途中
からの入校も可能です。毎週日曜日に受け入れを行っています。（受講日：日曜日～水曜日） 
※IESTSコースは週４日間のコースとなります。 

＜時間＞ 15:00 ‒ 17:45 

＜受講可能レベル＞ 　Upper-Intermediate以上 

Business English　※現在、このコースは開講されておりません。２０２１年４月時点 
説明 Business English はリーディング、ライティング、リスニング、スピーキングの 4 技能を 
ビジネスで通用するレベルに育てます。このコースは、ビジネスの現場で英語を理解する 
必要のある人や、より実用的な英語を求めている人が対象です。 
面接、ケーススタディやフィナンシャル・タイムズの記事を使うことで、生のビジネスの 
世界を教室に持ち込み、生徒のモチベーションをあげ、ビジネスに関心を持つことを奨励 
します。フィナンシャル・タイムズの記事だけでなく、他の活きた情報を扱うことでビジネスに必 
要な語彙も習得することができます。 

＜日程＞コース修了に、Semi-Intensive(週 5 日、15 レッスン/週)で 12 週間かかります。途中
からの入校も可能です。毎週日曜日に受け入れを行っています。（受講日：日曜日～木曜日） 

＜時間＞ 12:00 ‒ 14:45 

＜受講可能レベル＞　Upper-Intermediate以上 



ビザの申請 
ビザの申請は、当校から UAE 政府に直接行います。当校はビザ申請の時間を確保するため、コー
ス開始の 4 週間前までにコースおよびビザの全料金を受領する必要があります。支払いがコース
開始の4 週間以内になった場合、学校は期限内のビザ発行を保証できず、開始日が延期されるこ
とがあります。発行されるビザは、下記のとおりレッスンの受講期間によって異なります。 

※レッスン期間５週間～７週間でお申し込みの場合は、３０日のvisit visa延長をお客様自身で
行って頂く必要があります。（870AED程度） 
詳細は以下リンクをご参照ください。 

　　　https://www.dubai.uae.emb-japan.go.jp/itpr_ja/visa_visit.html

※１８０日以上滞在の場合は、一度UAE国外に3週間程度出国し、その間に新たなビザの
取得手続きをします。

必要書類 
入学に必要な書類は次の４点です。 

１.Enrollment form (必要事項の記入)　 
　※全ての項目を記入してください。 
　　フライト情報、WhatsApp番号については、後日お知らせ頂いても構いません。 
　　Eメールアドレスは、本人のものを記載ください。 
2. Code of Conduct (サイン) 
3. パスポート(顔写真のページの見開き、カラー)　 
　※カラースキャンしたもの。 
　　カメラで撮影の場合は、指等が映り込んでいないもの。光で反射していないもの  
4. 顔写真（背景白、余白なし、高解像度、カラー） 
　※光で反射していないもの。スキャンしたもの等余白のあるものは不可。  

【ご参考】 
　事前の学生寮のお申し込みは、２週間程度を推奨しています。現地到着後の延長は可能です
が、事前の支払分に関しては、到着後の返金は不可となります。詳しくは、Code of Conduct
をご参照ください。 

レッスン期間 ビザ種類

～4 週間 ビザは必要ありません(入国から 30 日間滞在
可能)

8 週間～12 週間 3 months visa (入国から 90 日間滞在可能)
13 週間～ 6 months visa (入国から 180 日間滞在可能)



学生寮 
ES Dubai では The MYRIADと提携し、寮を提供しています。寮には次のサービスが含まれま 
す。 
・学校への往復シャトルバス 
・Wi-Fi 
・ジム/プール/自習室/ゲームルーム等 

もし部屋またはルームメイトに不満がある場合、部屋に空きがあれば変更が可能です。 

空港送迎 
空港送迎は、ドバイ国際空港の発着のみ対応します。ドライバーは提供されたフライト情報からフ
ライトの到着を追跡します。生徒とドライバーは事前に WhatsApp の番号を共有し、何らかの理
由で生徒が自分の便または乗り継ぎ便を失った場合、生徒はできるだけ早くドライバーに通知し
なければなりません。 

アクティビティ　※２０２１年１月より一時的にサービスを中止しています 
ES Dubai では、様々なアクティビティを提供しています。アクティビティは月 4-6 回行われ、そ
れらは無料または生徒の割引が適用されます。アクティビティへの参加は英語学習にとって重要で
す。人気のアクティビティには、ブルジュカリファへの登頂やデザートサファリ、ルーブル美術館
アブダビへの訪問があります。また、毎週月曜日にはムービーナイトがあります。友人と同じ映画
を見て、感想を述べあうことは英語学習の進歩にとても重要です。 
アクティビティのアナウンスは、WhatsApp のメーリングリストでの通知、学校のポスター掲
示、レセプションで行います。 

文化的適用とカルチャーショック 
ES Dubai のスタッフは、ドバイへの適応を支援します。助けが必要な場合は、スタッフに相談し
てください。誰もが新しい文化に適応する際に、浮き沈みを経験しますが、ES Dubai は環境への
適応をお手伝いします。 ES Dubai のアクティビティに参加することで、生徒はクラスメートと
友達になることができます。学生は、自分の情熱や趣味を共有したり、スタッフに連絡して、コ
ミュニティへの参加や友人との出会い方についてのアドバイスを求めたりすることができます。 

銀行取引 
当校が発行するビザでは、現地の銀行口座開設はできません。また、学校ではコロナ禍の影響に
より現金での支払いを受け付けておりません。そのため、日本でクレジットカード(Visaまたは 
Mastercard)をご用意のうえ、渡航してください。 

雇用 
当校は、学生が英語を学習するために、余暇にアルバイトや一時的な仕事をすることを許可し、
奨励しています。学校は Job club を開催し、キャリアガイダンスを提供します。ただし、学校は
採用機関として機能せず、また勉強中または勉強後に学生に雇用の保証するものでもありません。
さらに、学生は最低限の出席基準を遵守することが義務付けられているため、学業の妨げになる
仕事には就かないことを推奨します。 




