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General
information



Dubai general information

言語
UAEの公用語はアラビア語です
が、ビジネス・教育・観光など、
ほとんどの場面では英語が用い
られます。

宗教
UAEはイスラム教の国ですが、
他の宗教を尊重し、信仰の自由
が許されています。
ドバイにはヒンドゥー教の寺
院・カトリック・聖公会・プロ
テスタントの教会があります。

衣服
夏は大変暑いため軽装です。
ただし、室内はエアコンが常時
効いているため肌寒く感じます
し、冬の夜は冷え込む場合もあ
るのでジャケットやセーターを
着ることもあります。



Dubai general information

交通
公共交通機関としてメトロ・バ
ス・タクシー・トラムといった
陸上輸送や、水上タクシーや水
上バス、フェリーといった海上
輸送も運営されています。

気候
ドバイは乾燥している亜熱帯気
候で、一年中青空と太陽が広
がっています。
最低気温は10℃、最高気温は
48℃です。

治安
ドバイは世界で12番めに安全な
都市としてランクインしていま
す。これは低い犯罪指数と高い
生活水準に基づくものです。
UAEは違法薬物に対して厳罰を
下すため、生徒はこの法を尊重
しなければなりません。



Reasons to choose

Dubai

簡単なビザプロセス
生徒は学校を通じて、簡易に
UAEにビザを申請することが
できます。却下の割合は１％
のみです。

治安の良さ
ドバイは犯罪率、高い生活水
準を誇る、世界の都市でトッ
プ10に入る治安の良さです。

多国籍な環境
ドバイは外国人比率85％の都
市であり、世界で最もコスモ
ポリタンな都市です。

就労機会
生徒は合法的にアルバイトが
認められ、コース就労後、簡
単に正社員として切り替える
ことが可能です。

安定した気候
ドバイでは、年中青い空・温
暖な気候・日光を楽しむこと
ができます。

整った英語環境
ドバイでは、ビジネス、教
育、観光などほとんどの場面
で英語が用いられます。



Dubai cost of living

タクシーの初乗り

360円
McDonaldセット

680円

メトロの初乗り

90円
住居費※シェアハウス1人部屋

90,000円~
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nationalities
at school

Wedon’tsayit, ourstudentsdo!
定期的に教師の評価を実施し、生徒は
コースと教師を4.8以上で常に評価して
います。

4.8
Average Facebook rating (4.8)

卓越した
教育水準

世界中から
集まる生徒

最先端の
施設 4.9

Average Google rating (4.9)

ES Dubaiは英語を学ぶきっかけや目標が無数にあることを理解して
います。私達は、生徒が目標を達成するのに役立つ刺激的な環境を提
供します。
私達が提供するものは下記のとおりです。

ネイティブ
講師

Why choose Us?



Students fom over 65 nationalities
Algeria

Armenia
Brazil
China

Colombia
Ecuador
France

Hungary
Iran
Italy

Kazakhstan
Korea
Libya

Mexico
Mongolia
Morocco

Peru
Romania

Russia
SaudiArabia

Senegal
SouthKorea

Spain
Switzerland

Turkey
Ukraine
Vietnam
Yemen



ESDubai

Location:
ES DubaiはJumeirah Lake
Towers (JLT),というNew Dubai
の一角にあります。JLT はビジネ
ス街であり、レストランやスー
パーが充実しています。また、
DMCCメトロステーションまで徒
歩10分と、公共交通機関へのア
クセスも抜群です。
またマリーナモールという大型商
業施設や、ビーチまでも簡単に訪
れることができます。



& assessment

Courses
offered

General English
IELTS Preparation
Speaking Class
Business Class



Progress tests
(合格ボーダーライン- 80%)
Progress testsは、1週間単位で進んでい
く教科書の理解度を確認するために、2週
間ごとに文法・語彙の観点にフォーカスし
て実施されます。
テスト結果はシステムに記録されたうえで
生徒にフィードバックされます。

Mid-term test
(合格ボーダーライン - 80%)
Mid-term tests はコースの途中経過を判断するため
に実施されます。テストは文法・語彙・読解・ライ
ティングで後世されるペーパーテストです。
テスト結果はシステムに記録されたうえで学生にレ
ポートを提供します。

The End of Course examは学
生が現在所属しているレベル
のスキルをマスターしている
か確認するために実施されま
す。テストの結果により、講
師は生徒が次のレベルへ進学
できるかどうか決定します。

テストはペーパーテストで、
教科書全体の内容に基づき、
文法・語彙・読解・ライティ
ングで構成されており、テス
ト結果をもとにレポートが作
成され、生徒へフィードバッ
クされます。

Student progress
ES Dubai measures its students’ progress in the followingways!

Speaking assessments &monitoring
スピーキングテストは実施されませんが、生徒のス
ピーキングレベルは週単位で講師にモニタリングさ
れ、基礎英語力として確保されているかどうか判断
されます。レポ－トでは、生徒の発音・文法・語彙
など全体的なレベルを評価します。学生は基準をク
リアしなければ、次のレベルに進むことができませ
ん。

Individual student reports (ISR)
ISRsはコースの途中および終了時に生徒に個別に
フィードバックされます。レポートは生徒が次のレベ
ルに進級できるかどうかを提示し、コース全体を通し
た生徒のテスト結果を返却するとともに、スピーキン
グレベル・学習態度、出席率、およびクラスへの参加
に 関 す る フ ィ ー ド バ ッ ク を 提 供 し ま す 。
これにより、講師は生徒の進捗状況について適切にア
ドバイスできます。

End of course exam
(合格ボーダーライン - 80%)



Academic English

Student progression
ESドバイでは、世界共通指標であるCEFRを使用して、学生の
英語レベルを決定します。 A1（初級）からC2（習熟度）まで
の6つのレベルがあり、これまでに英語を勉強したことのない
学生向けに追加の初心者レベルを提供しています。

レベルの決定は入学初日の文法・スピーキング・ライティング
のテストによって確定します。

レベルごとの時間は、推奨されるガイド付き学習時間の観点か
ら、ケンブリッジ英語のガイドラインに従って考案されまし
た。 ES Dubaiの各レベルは、1日2時間45分のレッスンを週5
日、一般のプログラムの場合は1レベルを12週間、集中プログ
ラムの場合は6週間で修了します。

The student is able to analise and interpret subject specific texts and
synthesize complex information.

The student has acquired greater autonomy and has developed critical
thinking, as well as building key academic vocabulary.

Upper-intermediate
The student is able to understand the main ideas of complex text on both
concrete and abstract topics, including technical discussions in his/her field of
specialization. The student will also be able to produce clear, detailed text on
a wide range of subjects and explain a viewpoint on a topical issue giving the
advantages and disadvantages of various options.

Intermediate
The student is able to understand the main points of clear standard input on
familiar matters regularly encountered in work, school and leisure, as well as
produce simple connected text on topics which are familiar or of personal
interest. The student can also describe experiences and events and briefly
give reasons and explanations for opinions and plans.

Pre-intermediate
The student can understand sentences and frequently used expressions
related to areas of most immediate relevance (e.g. very basic personal and
family information, shopping, local geography, employment). The student can
also describe in simple terms aspects of his/her background, immediate
environment and matters in areas of immediate need.

Elementary
The student understands and uses familiar everyday expressions and very
basic phrases aimed at the satisfaction of needs of a concrete type, as well as
being able to introduce him/herself and others and ask and answer questions
about personal details such as where he/she lives, people he/she knows and
things he/she has.

Levelduration:
6weeks

Levelduration:
6weeks

Levelduration:
6weeks

Levelduration:
6weeks

Levelduration:
6weeks

B
as

ed
on

in
te

ns
iv

e
E

ng
lis

h
cl

as
se

s
of

30
le

ss
on

s
pe

rw
ee

k

IE
LT

S
6

-7
CE

FR
C1

IE
LT

S
5

-6
CE

FR
B2

IE
LT

S
4

-5
CE

FR
B1

IE
LT

S
3

-4
CE

FR
A2

IE
LT

S
2

-3
CE

FR
A1



Teaching

Style
ES Dubaiでは、学生の目的、ニーズ、目的に焦
点を当てています。英語を教えるアプローチは
「生徒中心」であり、生徒はクラスに積極的に参
加し、興味のあるトピックについて提案すると良
いでしょう。講師は生徒の自立を促進し、レッス
ンを計画する際にフィードバックできるよう配慮
します。
講師は全員、教科書にとらわれず、刺激的でイン
タラクティブなレッスンを計画し、生徒の学習意
欲を最大限高められるよう努力しています。
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Some of our

teachers

Mr SimonKatz
CELTA and TEFL qualified teacher
from New Zealand, with teaching
experience in New Zealand.

MrTomHudd
British, Cross Cultural
Competence and CELTA
qualified English Teacher.

Ms Katie Bokan
American TEFL qualified
teacher, with over 6 years of
experience teaching English
around the world.

Ms NickyAdvani
American, CELTA qualified
English Teacher with over 18
years’ experience.

Mr Scott McGowan
PGDE and TEFL teacher from
Scottland with experience
teaching in UK colleges.

Mr GeneWeir
CELTA qualified teacher from
Ireland, with over 12 years’
teaching experience.

Ms JasmineNavarro
CELTA and DELTA qualified
English teacher from the UK,
with 12 years’ experience at
the British Council.

Ms Ivana Harris
TEFL qualified teacher from
London, England, with over
5 years teaching experience
in both the UK and the UAE.

Mr Mac Ghellai
CELTA qualified American
teacher from Boston, with
experience in the USA and
UAE.



program



Some of
the activities
you can enjoy!
ES Dubaiの最大の関心事は高水準の
教育を提供することですが、同時に
ES Dubaiで過ごす時間を最大限に活
用してもらいたいと考えています。
定期的にアクティビティを開催する
ことで、ドバイで新しいことを体験
する機会や、多くの生徒と交流する
機会を提供しています。





Uninest Residences
Uninestは大学が多く集まる
Academic Cityの側にあり、当校だけ
でなく、ドバイで勉強するすべての学
生に安全で柔軟な住居を提供していま
す。
レジデンスでは無料のシャトルバスを
提供しています-ESドバイへのバス
サービスは毎日運行しています。



レジデンスは、WI-FI・自
習室・ジム・ゲームルー
ム・プールを完備し、快適
な生活を送れるよう設計さ
れています。



Accommodation facilities
Some reasons to choose us!

全室独立したエアコン
を設備し、各部屋での
温度調節が可能です。

公共スペースでは、
高速インターネット
（WiFi）が無料で利
用できます。

インターネットを含むす
べての公共費が宿泊費に
含まれており、追加料金
はありません。

共用キッチンの利用
が可能。炊飯器・コン
ロ・冷蔵／冷凍庫・電
子レンジ・キッチン
テーブル／椅子をご利
用いただけます。

カフェが併設されてお
り、夜中まで利用でき
ます。

学生の安全が配慮され
た環境で、パーソナル
アクセスカードにより
居住者のみ建物に入る
ことが許可されていま
す。

設備の整ったジムを利
用できます。

日中ライフガード付き
のプールを利用できま
す。
※男女で利用時間が異
なります。

静かで利用しやすい学
習室を利用できます。
生徒が使用していない
場合、ソーシャルス
ペースとしても利用で
きます。

学生がリラックスして
くつろいだり、街の景
色を眺めたりするため
のオープンスペースを
利用できます。

24時間ビルメンテナ
ンススタッフが常駐し
ています。寮の設備に
問題が合った場合、無
料で迅速かつ効率的に
修繕を行います。

フレンドリーなカスタ
マーサポートサービス
チームが24時間オンサ
イトで対応します。



Visa &
enrolment



Easy process visa
Processing time: only 1 to 2 weeks

Requirements to apply

Student Visas

International Studentの場合、
ES Dubaiがスポンサーとなってビザを
提供することができます。
ES Dubaiがスポンサーとなっているビザは、
最大180日間有効で、8週間以上のコースを登
録している生徒が申請できます。

Visa process

留学プログラムの予約と支払いが
完了後、ビザの申請プロセスが開始
されます。ビザの申請には、ES Dubaiへ入
学申込書・パスポート・顔写真の提出が必要
です。
ビザの期間:90日,学校で同期間の更新が可
能,合計180日滞在可能

1.

2.

3.

4.

記入の完了している
入学申込書

高解像度のパスポートコピー
（6ヶ月の残存有効期限が
必要です）

高解像度の写真
（パスポートサイズ）

ビザ手数料の領収書コピー





この画像は表示できません。

ドバイ教育旅行
高校生・大学生の⾧期休暇を対象とした、受講費・滞在費・
滞在中すべての食事・アクティビティ参加費・送迎サービス
が含まれるパッケージプランです。
ES Dubaiにて英語レッスンを受講しながら、
イギリスの国立大学ミドルセックス大学ドバイ校にて大学
キャンパス内で大学体験講義を受講したり、現地日本企業へ
の訪問、中東文化を学べるアクティビティへ参加できます。



この画像は表示できません。

スタディ＆
トラベルプログラム

午前中に英語レッスン＋午後にドバイ観光するプログラムです。
追加で1,2週間の英語レッスン受講も可能です。

受講費・滞在費・滞在中の朝／昼食・アクティビティ参加費が含
まれるパッケージとなっており、個人参加も可能なプランです。
ただの旅行ではなく、英語レッスンを受けたり、世界中から来る

様々な年代の留学生と交流を持ったりできることが魅力です。


