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Learn English in New York!
Start your journey in New York’s historic Lower Manhattan
- be a part of the experience!

New York English Academy
80 Maiden Ln, 10th floor, New York, NY 10038

admissions@newyork-english.edu

212-808-4754
h ps://www.newyork-english.edu

092-551-9022
092-553-3993

日本支社にお問い合わせください。

212-808-4749

※日本語でお問い合わせください。



New York English Academy はニューヨーク教育庁認定の語学学校です。 1998 年にマンハッタンに設立、 グランドセントラル駅直

結のビルという好条件の立地でキャリアスクールとして開校しました。

2015 年 1 月に 「世界の金融の中心地　Wall 街」 に移転し、 学校規模を拡大してグランドオープンしました。

当校は 1998 年以来マンハッタンで英語クラスを提供するニューヨーク州教育庁認定のキャリアスクールです。

マンハッタン最大のハブ駅フルトンセンターから徒歩 5 分の立地です。 どこからでもアクセスしやすい場所にあります。

ウォール街は世界最大の証券取引所ですが、 大学などもひしめく文京地区です。 また旅行者が多いミッドタウンと違っ

て、 本当のニューヨークの雰囲気を経験できる場所です。

当校の講師はすべてアメリカ国籍のネイティブスピーカー。 英語以外の言語が母語の講師は採用しません。

またすべての講師は州教育庁に認定された講師です。

毎週の職員会議で授業のスピード ・ 教える内容 ・ 生徒の理解度など細かくケアを行います。
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授業に参加してポイントがたまるなどあらゆる方法でポイントを貯めていけます。 ためたポイントは学校

グッズや無料受講券、 テキストクーポンと引き換えることができます

入学したら QR コードが入ったデジタル ID をお渡しします。 その QR コードを使って自分のレコー

ドにアクセス。 現在の出席率や、 SEVIS 登録情報、 プログラム最終日、 貯めたポイント数など

いつでも確認できます。

日本人が空港で出迎え、 滞在先までお連れする初日サポートや長期サポートがあります。

メインプログラムについて
Standard English Program

　18 時間 / 週　月曜日から金曜日まで ： 要学生ビザ

　14 時間 / 週　月曜日から木曜日まで ： ESTA での渡航による受講

  20 時間 / 週　月曜日から金曜日まで ： 要学生ビザ

TOEFL iBT Program

  18 時間 / 週　月曜日から金曜日まで ： 要学生ビザ

  16 時間 / 週　月曜日から金曜日まで ： ESTA での渡航による受講

American TESOL Program　資格取得コース
　32 時間 / 週　月曜日から金曜日まで　 ： 要学生ビザ

  64 時間 / 週　月曜日から土曜日まで　 ： 要学生ビザ

毎週月曜日開始可能 （第３水曜日の週の月曜日を除く　および National Holiday に該当する月曜日を除く）

クラスは最大 12 名までの少人数制です。

他校にないユニークなサービス

Goodwill Point System

Student Database System

日本語フルサポート

オプションプログラムについて

ビジネス英語クラス　15 or 30 時間 / 週

発音矯正＆会話クラス　4 時間 / 週

スラング＆イディオムクラス　4 時間 / 週



NYEA（New York English Academy）は 1998 年に日本企業が創立し
たニューヨークウォール街に位置する ESL キャリアスクールです。
当校のプログラムは文部科学省の推進する大学のAPプログラムの一
部として採択されました。また、同じく文部科学省が推進するトビタ
テ留学派遣プログラムの高校生を 2年連続で受け入れています。

NYEA（New York English Academy）の特色

1 日本企業が創立した
ESL キャリアスクール

2 日本の大学も採択。
信頼おけるカリキュラム

3

5 ACCET 認定による授業品質の保証

4 初めてのニューヨークでも安心！
入国初日サポートあり。

6 リーズナブルな価格設定
＆日本で培った安心のシステム

当校は日本で、日本語学校、日本語教師養成学校、高等学校、進学
塾を展開する(*)TSatozグループが1998年に設立したニューヨーク
でも歴史があるESLキャリアスクールです。日本企業の血筋を受け
継ぎ、きめ細かいサービスと効率的な学習指導を行っています。接
する米国人スタッフも親日派で安心です。TSatozグループ本部も日
本支社として渡米を応援します。
(*)Tsatoz グループ
1976 年創立の教育事業グールプ。1996 年にニューヨークに進出。
www.tsatoz.com

当校のStandard Englishは文化学園大学のAPプログラム (*)の一部
に組み込まれました。2018年から文化学園大学のカリキュラムの一
部としてニューヨーク当校での受講が始まります。

ちゃんと滞在先に行けるか、学校に行けるかなど英語がまだ不十分
なうちは、初めての海外留学は不安です。
NYEAでは入国初日サポートを用意しています。日本人スタッフが
空港まで迎えに行き、滞在先に送った後学校までの行き道を実際の
公共機関を使って教えます。その際に留学の注意点やバス・地下鉄
の乗り方などのアドバイスも行います。

NYEAは厳しい審査を経てACCET認定校に指定されています。
ACCET とは米国連邦政府が公認する学校運営のクオリティ認可団
体です。教育理念、カリキュラム、人材の質、指導方法、生徒から
の評価、ガバナンス、そして財務など学校運営の多岐にわたり学校
の質を評定します。3年に一度、更新があり、認定校はそのクオリ
ティの維持、向上を義務付けられています。

NYEAの授業料は、近隣の語学学校と比べて非常にリーズナブルで
す。１クラスに多くの生徒数を詰め込む他校と違い、1クラスは8名
程度。最大でも 12名までです。英語力定着のための月例テストは
“ 読む・書く・聞く・話す” の 4分野をもれなくチェックし、4分野
毎のスコアが確認できます。
良好な出席率は学生ビザ維持には必須。NYEAでは IDカードをかざ
すだけで出席率のチェックも出来ます。
出席率やスコアはポイントに換算され、テキスト、フリー受講券や
様々なノベルティとの引き換えが出来ます。日本発のしっかりした
システムでサービスを提供しています。

*APプログラム （Acceleration Program for University Education Rebuilding )
文部科学省では2014年より「大学教育再生加速プログラム（APプログラム）」
を打ち出し、文部科学省が毎年設定するテーマに即して、事業計画を大学か
ら公募し、選定しています。文化学園大学のプログラムは、「長期学外学修プ
ログラム」で選定されました。
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/kaikaku/ap/

当校ではこのような高校生・大学生・一般の社会人の英語留学だけでな
く、英語教師の養成講座 TESOL Certification コース（Teaching English 
to Speakers of Other Languages Certification）も開講しています。注目
を集める英語教育の改革の中、学校の先生はもちろん、英語教師を目指
す学生や社会人の方に最適のコースです。
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高校生部門：３年連続
トビタテ派遣留学生受入れ！

NYEAのプログラムは文部科学省がバックアップしている “トビタ
テ留学” のプログラムの一部としても採用されました。2016年は高
校生プロフェッショナル部門で1名の受け入れ、2017年は高校生
プロフェッショナル部門で1名、高校生アカデミック部門で2名、
2018年にも高校生にもプロフェッショナル部門で1名、高校生アカ
デミック部門で2名を受け入れています。
トビタテ留学とは文部科学省が意欲と能力ある日本の高校生・大学
生を対象に行っている留学促進キャンペーンです。応募者の留学目
的を書類と面談で厳しく審査し、合格者は日本を代表する派遣留学
生として送り出されます。
http://www.tobitate.mext.go.jp/









　

　

　

　



New York
English Academy

http://www.newyork～ english.edu
80 Maiden Lane #1002 New York NY 10038 USA admissions@newyork～ english.edu

英語を⺟国語としない⽣徒への英語教授法資格プログラム

ニューヨーク

で学ぶ！を

TESOL Certification とは Teaching English to Speakers of 
Other Languages Certificationの略で英語を母国語としない
生徒に英語で指導する技術を証明する資格です。世界各国
で英語を教えようと考えている方にはもちろん、広く英語英語
を使って何かを教える際に適切な教授法を習得しているこを使って何かを教える際に適切な教授法を習得しているこ
と証明する資格と証明する資格です。例えば海外の工場での技術指導やフ
ードビジネスの海外進出時の研修にも活かされる技術です。

日本ではまだメジャーな資格とは言えませんが、欧米を
中心とする世界各国では TESOLはとてもメジャーな資格で
す。世界へのパスポート世界へのパスポートとも呼ばれます。世界各国の教育現
場、企業、ボランティア等様々なシーンで活用できる資格で
であり、就職力を大幅にアップ就職力を大幅にアップする武器となるでしょう。

英語の教師を⽬指す⼈は⽇本では学べない教授法を習
得でき、仮に教師にならなくとも場の雰囲気作りの仕⽅
などを英語で学ぶことができるため役に⽴ちます。
アメリカ流のクラス運営が楽しかったです。講師は毎回丁寧
に授業を⾏って下さって、⾃分の経験談などを共有して下さ
ったので楽しく学ぶことができました。 TESOL プログラムで
は⼼理学や教育学の知識を教わりつつ、それを使って実践的
に授業運営に取り組みます。 授業は毎回レッスンプランニン
グやプレゼンを⾏う機会があるため実践的な内容が多かった
です。

私は来年英語の教職の就職が決まっています。実際に
教壇に⽴って教える前に TESOL プログラムの受講が
必要だと感じていました。
American TESOL プログラムはとても興味深い内容でした。
授業はインタラクティブ⽅式で進められ、全てのアクティビ
ティが将来教師になってから役⽴つものであると感じました。
講師である Salma 先⽣は英語教師の経験が豊富で、⽇本の
学校だけでは学ぶことのできない授業⽅式やアクティビティ、
教師としてのあり⽅などたくさん学ぶことができました。

見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本

資格取得者にはCertification Cardを発⾏
Certification Card に印字された QR コード
により専⽤WEB ページ上で受講期間・受
講内容など TESOL 資格を確認できます。
また雇⽤の際にはどの国でも通⽤する公
の資格となります。

短期集中受講コース　週間完成2

期　間 ▶   2019年8月5日～8月17日

期　間 ▶   2019年8月19日～9月13日

TESOLコース（全128時間）をグッと2週間に凝縮！

● TESOL「2 週間完成短期集中受講コース」

● TESOL「４週間完成コース」

2019年8月開講

時間割 ▶    8：00～18：15  月曜～土曜

時間割 ▶    10：00～16：30  月曜～金曜

ゆったり学べる！

大学生にも

おすすめ！

忙しい学校
教員に対応

All English の授業をどうやって行うのか？ TESOL はこの
すべての疑問に答えを出します。英語で生徒にモチベーシ
ョンを与える方法、具体的な教授方法、教える際の文法や
発音の矯正、Lesson Plan の作り方、理論と実践を交え All 
Englishの授業を鍛えます。英語の先生やこれから英語の先
生を目指す学生の方には、ぜひ必要な資格と言えます。



TESOLプログラムはCambridge University CELTAやTrinity College 
Certification が先駆けとして知られていますが、これらのプログラム
は British English（英国英語）の教授法です。NYEA の TESOL は英

語学の教授方法は時代を追って変化してきましたが、国や教育機関
によりバラつきが大きくあります。未だに日本の多くの学校が行って
いる Grammar Translation Method（文法解釈を主体とする教授法）、
また多くの英会話学校が採択している Direct Method（直接教授法）
など様々です。
American TESOLの教授法はCLT(Communicative Language Teaching)

国でなく米国の文化や地域性から作り上げられたAmerican English の
教授法です。日本の学校では米国英語が主流です。また米国は世界
経済の中心であるばかりでなく、音楽、ハリウッド映画など多くの情
報を発信し、米国が作り上げる文化も世界をリードしています。もは
や米国英語は世界のスタンダードとみなされていると言えます。
従って、このTESOLプログラムでは日本、そして世界でも主流になっ
ている米国英語の教授法を学びます。

を教授法の基本としますが、それぞれの生徒の目標に応じ、他のアプ
ローチも試みるという CLT＋αの教授法です。CLT は１）コミュニケ
ーションのための言語教育、２）言葉はコミュニケーションを作るた
めのもの、という 2 点を基本とする教授方法です。American TESOL
では教室の生徒と教師が毎回の授業で違う特定のContent（トピック）
を共有し、この Content を介して新しい語彙や文法も学ぶ Content-
based approach の授業を基本とします。この手法の中で CLT の教授
方法を基本に個々の生徒の目標と学力に合わせて他の教授方法も取
り入れるという Student-Centered（生徒主体）の授業を実現します。

NYEA American TESOL の実践では生徒のコミュニケーション能力を高めるために様々な教室内アクティビティも必要とされます。
コースでは Classroom Activities の理論と実践を学びます。

過去の教授法から現在の教授法にある様々な教授法のパターンを学び、
教授方法の選択肢を広げます。また CLT(Communicative Language 
Teaching)の実践を行う中で、他の教授方法と並行指導の有効性を学
びます。次に学んだ教授パターンの理解を深めるための実践です。

Syllabus（シラバス）とはカリキュラムと違い、生徒に提示するいわ
ば生徒に対しての実施する授業内容の約束事です。授業の Goal を定
め、そのための具体的な実践目標（Objectives）、そして生徒が得る学
習効果（Student Performance）を記して作成します。
Syllabus（シラバス）に沿って日々の Lesson Plan（授業の学習計画）
を作成します。Lesson Planはその日の授業の教材や内容はもちろん、

いよいよ生徒を前に NYEA American TESOL 教授法の実践です。数
々の学んだ理論と技術を駆使して自分で作成した Lesson Plan にそ
って授業を行います。授業は NYEA に世界各国から学習にきている

Assignment（宿題）はインストラクターが評定し、指導します。

など多数

１）Role-Play ➡【目的】生徒にSituationを与え、その状況下でのコミュニケーション能力を高める。
２）Interview ➡【目的】生徒の自己表現力を高めます。
３）Group Work ➡【目的】生徒同士の協同でのコミュニケーション能力を高めます。
４）Information Gap ➡【目的】知らなかった情報を得るコミュニケーション能力を高めます。
５）Opinion Sharing ➡【目的】共通の事柄にそれぞれが意見を言うことで会話能力を高めます。
６）Scavenger Hunt ➡【目的】（借り物競争）：生徒間のコミュケーションを深めます。

Classroom Activities内容

実際にインストラクターが行う授業を観察（Classroom Observation）
し、その授業中にどの教授方法がアプローチされたかを分析します。
受講者は自分の分析をレポートにし、インストラクターに提出します。
これにより具体的な授業の組み立てを理論的に学ぶことが出来ます。

その日の授業の目標、その目標の達成度合いのチェック方法まで記載
します。もちろん時間配分も重要な記載事項です。
実際に使われている Syllabus や Lesson Plan を検証しその理論と作
り方を学びます。また実際の作成に当たってはインストラクターが個
別に細かく指導します。

生徒の前で行います。授業後インストラクターが詳細に改善指示を
出しますので日々、授業の質は確実に向上します。
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スケジュール

学校の休講について

学校初日について

1. フルタイム　18時間/週　学生ビザでの受講の生徒
月曜日から木曜日　10:00am-1:30pm
金曜日　10:00am-2:00pm
金曜日午後　 課外授業（オプション）

2.  フルタイム　20時間/週　学生ビザでの受講の生徒
月曜日から木曜日　9:30am-1:30pm
金曜日　10:00am-2:00pm
金曜日午後　 課外授業（オプション）

3. パートタイム14時間/週　ESTAでの受講の生徒
月曜日から木曜日10:00am-1:30pm
金曜日午後　課外授業（オプション）

National Holidayおよび年末は休講です。National Holidayによる授業のmakeupはありませんのでご注意ください。

●
●
●
●
●

Martin Luther King, Jr. Day : 1/21 
Presidents' Day : 2/18 
Memorial Day : 5/27 
Independence Day : 7/4 
Labor Day : 9/2

●
●
●
●

●
●

1. プログラム開始日の9:00AMに当校へお越しください。
2. 初日は、身分証明書が確認できるもの、筆記用具をお持ちください。
3. 学生ビザで入学される生徒の皆さんは以下をお持ちください。 

パスポート                ● I-20フォーム
I-94 （パスポートについています）ついていない場合お持ちいただく必要はありません。

学校スタッフが入学レコードを確認します。受付でお名前をお知らせください。その後、現在のレベルにあったクラスを受講い
ただくためにレベルテストを行います。レベルテストは　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つのパー
トで構成されています。レベルテストを採点後、どのレベルで受講を始めるかお知らせします。レベルテスト受験後はオリエン
テーションに出席してください。オリエンテーションではクイックガイド（学校ルールの大事な部分を抜粋した冊子）、学校のス
クールカタログなどが配布されます。学校のサービス・プログラム受講中の注意や出席に関してご説明します。各言語に訳したサ
ポート資料もありますので、ご不安な方はお申し出ください。

2019
Columbus Day : 10/14
Veterans Day : 11/11 
Thanksgiving Day : 11/28-11/29 
Christmas Day & 
New Year’ s Day: 12/24 - 1/1/2020

Standard English Program
TOEFL iBT Preparation Course
1. フルタイム　18時間/週　学生ビザでの受講の生徒

月曜日から木曜日　10:00am-1:30pm
金曜日　10:00am-2:00pm
金曜日午後　 課外授業（オプション）

2. パートタイム16時間/週　ESTAでの受講の生徒
月曜日から木曜日　10:00am-1:30pm
金曜日　10:00am-12:00pm
金曜日午後　 課外授業（オプション）

選
択
科
目

■ビジネス英語
*スケジュールは事前にご確認ください
■発音矯正と会話クラス
月曜日と水曜日　2:00 pm to 4:00 pm
■イディオムとスラングクラス
火曜日と木曜日　2:00 pm to 4:00 pm

［時間帯は一例です］
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初めての海外留学でも安心！
日本語フルサポート

初めての海外留学で、 無事に滞在先に到着できるか、 学校までどうやっていけばいいのか、

不安なことはたくさんあります。

ニューヨークでの公共機関の乗り方、 銀行口座の開設、 携帯電話の申し込み、

すべて初めてのことばかりです。

「日本語のフルサポート」 で安心して留学生活をおくれます！

入国初日サポート（$200）

長期留学者のためのサポート

空港ピックアップ＋リムジン手配
日本人スタッフが空港で出迎えます。 そのままリムジンで滞在先までお送りします。

学校まで一緒に同行
滞在先から学校まで、 実際に使用する公共機関を使って日本人スタッフが学校までお連れします。

地下鉄の乗り方 ・学校までの道のりなどその後の留学生活で迷うことはありません。

留学生活のアドバイス
学校までお連れする間、 留学生活上の注意事項などアドバイスします。

留学中の全般的なサポート

01

01

0２

0２

0３

3 か月：$360 
6 か月から 1年まで：$480

１）銀行口座開設
２）携帯電話購入のアドバイス
３）滞在先の探し方
４）その他留学生活で起こるご相談全般

入国初日サポート
●空港ピックアップ＋リムジン手配
●学校まで一緒に同行
●留学生活のアドバイス



New York
English Academy ０9

授業に参加してポイントを貯めよう！
当校だけのユニークなサービスがGoodwill ポイントシステム。授業に参加したり、
アクティビティに参加したりすることで自動的にポイントがたまります。
貯まったポイントは学校グッズや無料受講券、テキストクーポンなどと引き換えが
できます。真面目に勉強することによって、プラスのオマケがもらえるシステムです。

NYEA Goodwill ポイントシステム

Student データベース システム

入学するとQRコードが入った IDを学校からお渡しします。
そのQRコードをスキャナーに読み取らせることで、生徒が自分の現在のレコードを
確認することができます。

●プログラム登録情報
●プログラム終了日
●出席率
●SEVIS ステータス状況
●Goodwill Point システムの貯めたポイント数

特に長期留学プログラムに参加している生徒は、急な悪天候による休校のた
めにメークアップの授業があったり、Vacation を申請したために終了日が変
わったりすることがあります。また学生ビザの生徒は出席率が80%以下にな
るとステータスに影響することがあり、いつも出席率が気になります。そんな
とき、学校スタッフや講師にわざわざ尋ねる必要はありません。自分で好きな
時に学校のデータベースから情報を確認することができます。
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