
2020年度　募集要項、新コース設置のご案内



　英語コミュニケーションコース

● 2年課程の英語専門教育
● TOEIC 850点、英検準1級を目指す

　IT留学＆海外インターンコース
● 2年課程の英語＆IT専門教育
● TOEIC 700点、英検2級〜準1級を目指す
● 英語力✕WEBデザイン〜WEBプログラミングス

キルまで幅広く習得し、海外IT企業でブリッジ
SE採用を目指す

　英語コミュニケーション専科

● 1年課程の英語専門教育
● TOEIC 850点、英検準1級を目指す

　IT留学＆海外インターン専科
● 1年課程の英語専門教育
● TOEIC 750点、英検準1級を目指す
● 英語力✕WEBプログラミングスキルを短期間で

習得し、海外IT企業への最短就職を目指す

2020年度 専門学校課程

学科/専攻科

新コース 新コース

国際コミュニケーション学科 専攻科
高校生向け：2年制 社会人・大学生向け：1年制



　前半は、日本人講師による納得の文法解説と外国人講師によるダイレクトな英語指導で、「読む、聴く、話す、書く」の総合的な技能を身に付けます。英語特有のルールと機能、
およびその土壌となる文化・歴史をふまえて英語を実践的に学習することで、「英語」という言語の本質的理解を目指します。また同時に、IT留学に備えるためアウトプット中心の
マンツーマン/グループ英会話を取り入れたり、WEB制作の基礎を英語で学習しながら、徐々に英語環境で考え・発言することに慣れていきます。

　後半は、３ヶ月の留学＆３ヶ月のインターンを海外（セブ島）にて行います。ITの授業は全て英語で行われますが、少人数制を採用することで個々に合わせた授業提供が可能にな
ります。授業で学ぶHTMLやPHPは手軽に学習できる言語として世界で広く使われており、企業求人の多い屈指の言語です。WEBサイトをゼロから構築したり、Laravelというフ
レームワークを使用し開発さながらの学習を３ヶ月で詰め込みます。英語の授業もマンツーマン２コマ＆グループレッスン２コマと贅沢な構成で、日本人指導歴の長い精鋭ESL講師
陣の元、日本で身につけた英語の基礎を土台に会話の幅をぐっと広げます。その後の３ヶ月はセブ島の日系IT企業にインターンとして就業し海外のプロの現場でITの実務経験を積み
ます。

　ITと英語の力を実践で身につけながら半年に渡る海外生活で国際感覚を養うことで、世界で活躍できる本物のグローバルIT人材を輩出することを目指します。

IT留学＆海外インターンコース/専科

海外IT留学３ヶ月＆
海外ITインターン３ヶ月！

コース総計最大122時間の
マンツーマン英語レッスン！

海外で専門性を磨き
日本で専門士の称号取得！

　 一般的な専門学校の扱う留学は留学研修費が別途の場合
がほとんどです。学費に留学費が含まれる場合も、期間が
短い（1週間〜1ヶ月）、マンツーマンが少ない、遊びが多
い、自由行動がない、学べる内容が英語のみなど、個人に
最適化した留学生活を送りにくいのが現状です。

　 本コースでは、たっぷり３ヶ月のIT✕英語留学に加え、
現地IT企業へインターンとして３ヶ月の実習を確約。合計
６ヶ月もの海外留学＆実習が専門学校の授業料に含まれま
す。もちろん期間中の宿泊施設も含まれています！

　 英語を学ぶ上で重要なことのひとつに、インプットとア
ウトプットを繰り返し知識を定着させていくことが挙げら
れます。日本での英語教育はとかく座学に陥りがちで、圧
倒的にアウトプットが足りません。

　 本コースでは海外に出ることを前提としているため、座
学による「しっかりとした英語の基盤づくり」をすると同
時に、「外国人と話す」機会を多く設けています。

　 コース総計「最大122時間」のマンツーマンレッスン、
「最 大254時 間」のグループレッスンにより、身につけた
英語力を本物に育てます。

　 国際化の波にいち早く気付き、高校卒業と同時に海外を
目指す学生の悩みとしてよく挙げられるのが「学歴の壁」
です。いかに国際化が進んでいても、日本は依然学歴社会
・・。卒業と同時に語学留学をした場合、帰国後高卒の学
歴では就職が不安です。かといって正規留学は費用もハー
ドルも高いため、つい尻込みしてしまいます。

　 本コースの特徴の一つに、単位認定制度が挙げられま
す。一般的な専門学校（２年制）に通うのと同じ期間内で
半年の海外経験を積み、同時に専門学校卒業の学歴（＝専
門士）を取得することが出来ます。ちなみにこの専門士の
称号は、短大卒業と同程度の価値があります。

※2年コースの場合

加速する国際化、情報化社会の潮流をITスキルと英語力で乗り超える、
グローバルIT人材の育成を目指します。

新コース：IT留学＆海外インターン

新コース



TOEIC
TOEIC リーディング I・II
TOEIC リスニング I・II

英検
Advanced English
もう一度英検

コミュニケーション
Enjoy Chit Chat
ディスカッション
Current English
プレゼンテーション
Presentation Skills

文法・基本スキル
Writing I・II
Composition
Grammar in use
総合英語
通訳・翻訳
英日翻訳入門

ビジネス英語
日商ビジネス英語
On the Job Training

その他
異文化理解
貿易実務
パソコン演習
就職支援

職業関連セミナー  *有料

全国通訳案内士入門
児童英語指導法
Webデザイナー/IT基礎研修（海外研修）

英語コミュニケーション

2020年度 専門学校課程
授業科目

TOEIC
TOEIC リーディングI・II
TOEIC リスニングI・II

英検
Advanced English
もう一度英検

コミュニケーション
Enjoy Chit Chat
ディスカッション
Current English
プレゼンテーション
Presentation Skills

文法・基本スキル
Writing II
Composition
Grammar in use
総合英語

ビジネス英語
日商ビジネス英語
On the Job Training

英会話
マンツーマン/グループレッ
スン

その他
パソコン演習

ITコース 
WebBasic
WebDesign I・II
WebDevelopment I・II・Ⅲ

研修/実習
海外IT企業インターン

IT留学＆海外インターン

＊１年制と２年制で履修できる科目/範囲が若干異なります。

国際コミュニケーション学科
専攻科



前期 後期 前期 後期

基礎英語力の養成

職業スキルの養成
就職活動

2年制

英会話 / Web basic / WebDesign I・II

国際コミュニケーション学科

WebDevelop I・II・Ⅲ
ITインターン

英会話

基礎英語力の養成 コミュニケーション力
の養成

職業スキルの養成
就職活動

IT留学＆インターン

英語コミュニケーションコース国際コミュニケーション学科

2年制 IT留学＆海外インターンコース国際コミュニケーション学科

2020年度 専門学校課程
国際コミュニケーション学科 スケジュール概要

※ ITを学ぶ順番は日本とセブで入れ替わる可能性があります。



前期 後期

2020年度 専門学校課程
専攻科 スケジュール概要

専攻科

職業スキルの養成
就職活動

1年制 英語コミュニケーション専科専攻科

1年制 IT留学＆海外インターン専科専攻科

WebDevelop I・II・Ⅲ
ITインターン

英会話

IT留学＆インターン

コミュニケーション力
の養成

コミュニケーション力
の養成

英会話 / Web basic

※ 基礎力に自信のない方は、「基礎英語力の養成」科目をご案内します

※ 基礎力に自信のない方は、「基礎英語力の養成」科目をご案内します

就
職
活
動

2020年度 IT留学＆海外インターンコース/専科
海外渡航時期について

　2020年度 専攻科
　IT留学＆海外インターン専科

　2020年 9月6日 (日) 渡航/入居
　2020年 9月7日 (月) 授業開始
　2021年 2月19日 (金) 卒業
　2021年 2月20日 (土) 退去/帰国　※予定

　2020年度 国際コミュニケーション学科
　IT留学＆海外インターンコース

　2021年 4月4日 (日) 渡航/入居
　2021年 4月5日 (月) 授業開始
　2021年 9月17日 (金) 卒業
　2021年 9月18日 (土) 退去/帰国　※予定

　※祝日はKredoの祝日規定に準じます。またその他留学期間に関する
　一切はKREDO IT ABROAD INC. の規定に準じます。



基礎英語力の養成
英会話 / IT

基礎英語力の養成 コミュニケーション力の養成 職業スキルの養成
就職活動

IT留学＆
インターン

2020年度 専門学校課程
英語力の目安

TOEIC400
(英検準2級)

TOEIC600
(英検2級)

TOEIC850
(英検準1級)

国際コミュニケーション学科国際コミュニケーション学科
専攻科

英語コミュニケーションコース

IT留学＆海外インターンコース

英語コミュニケーション専科

IT留学＆海外インターン専科

コミュニケーション力の養成

英会話 / IT

TOEIC700

職業スキルの養成
就職活動

コミュニケーション力の養成 職業スキルの養成
就職活動

IT留学＆
インターン

国
際
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
|
シ
ョ
ン
学
科

専
攻
科



国際コミュニケーション学科 英語コミュニケーションコース

入学金 学費

1年次 10万円 89万円　

2年次 - 89万円　

国際コミュニケーション学科 IT留学＆海外インターンコース

入学金 学費

1年次 10万円 103万円　

2年次 - 119万円〜

専攻科 IT留学＆海外インターン専科

入学金 学費

1年次 10万円 122万円〜

国際コミュニケーション学科国際コミュニケーション学科
専攻科

2020年度 専門学校課程
学費

専攻科

入学金 学費

1年次 10万円 89万円　

英語コミュニケーション専科

■ 学費についての諸注意

- テキスト代・検定料として別途5万円をお預
かり致します。後日実費にて精算致します。

■ IT留学＆海外インターンコースの方

- 左記は留学支援金適用後の価格になります。

- IT授業開始(4月半ば)までにノートパソコン
のご用意をお願いします。

- 留学期間中(6ヶ月間)の宿泊施設をお選びい
ただけます。
　● シェアハウス：＋0円
　● 高級コンドミニアム(2人部屋)：＋5万円
　● 高級コンドミニアム(1人部屋)：＋14万円

- 学費に含まれる留学費用には、航空券、海外
旅行保険等は含まれません。また留学期間中は
別途VISA費用などの諸費用が発生します。
ノートパソコンの
推奨スペック、留
学持参品、現地諸
費用の詳細は右記
パンフレットをご
確認ください。

※留学期間に関する一切はKREDO IT ABROAD INC. 　
の規定に準じます。
※いかなる事情に於いても、一度ご納入いただいた　
入学金及び学費の返金はございません。

※留学中の宿泊施設のタイプにより学費が変動します。

※留学中の宿泊施設のタイプにより学費が変動します。


