
マレーシア・コタキナバル英語学校 
Global English Centre (GEC)
No.24-0, Lot 115, Ground Floor, Block D, Lorong Kingfisher 
Plaza 6, Plaza Kingfisher , 88400 Kota Kinabalu, Sabah, 
Malaysia



■  アクティビティ Activity

■  一般英語コース General English

■  IELTS 準備コース IELTS

Global English Centre（GEC）は、ご要望に合わせ、様々なアクティビティが楽しめるよう、オーダーメイ
ドのプランを用意しております。

授業：月～金曜日（5時間 / 日）　　期間：2～12 週間　※1週間応相談   時間：50～300 時間　
資格：GEC Certificate of English

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日

9:00～9:55

9:55～10:00

10:00～12:00

12:00～14:00

14:00～16:00

スピーキング
ライティング

スピーキング
文法

スピーキング
ボキャブラリー

スピーキング
ボキャブラリー

スピーキング
テスト

ライティング リーディング 文法 ライティング
エッセー

リーディング

ロールプレイ 発音 ディスカッション コミュニケーション 会話

自由

アクティビティ

休憩

昼食

IELTS 授業： 月～金曜日（3時間 / 日、15 時間 / 週）　午後グループ時間： 月～金曜日 (2 時間 / 日、10 時間 / 週 )　
期間： 12 週間　※12 週間未満応相談
資格： GEC Certificate of English & British Council IELTS Certificate
＜コース概要＞
・リスニング、リーディング、ライティング、スピーキングの全領域を分析、解析し、IELTS テストの傾向と対策

・リスニングとリーディングの IELTS テストでの質問の傾向を分析し、実践

・ライティングとスピーキングの高得点の基準を満たすよう、練習

・IELTS テストに関連したボキャブラリーやグラマーを徹底的に攻略

・毎週金曜日の模擬 IELTS テストでテスト感覚を養う

 ＜評価基準＞
毎週、授業内で実施されるリスニング、リーディング、ライティング、スピーキング全領域でのテストを基に評価します。

評価には、ボキャブラリーやプレゼンテーションなども含みます。

最終評価は、月 2回、コタキナバルの British Council で実施される正式 IELTS テスト ( 別途受験費 ) で評価されます。

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日

9:00～9:55

9:55～10:00

10:00～12:00

12:00～14:00

14:00～16:00

リーディング
ライティング

スピーキング
リスニング

リーディング
ライティング

スピーキング
リスニング IELTS テスト

スピーキング
リスニング

リーディング
ライティング

スピーキング
リスニング

ライティング
リーディング

IELTS テスト

ロールプレイ 発音 ディスカッション コミュニケーション 会話

自由

アクティビティ

休憩

昼食



■ 親子留学 Family

■ 学校法人・団体スタディツアー Study Tour

＜実施例＞
参加校：高知県立高等学校       期間：1週間
アクティビティ：現地高等学校訪問、テングザル探しとホタル鑑賞リバークルーズ、マリマリカルチャービレッジ、
サピ島アイランド BBQなど

英語研修・教育旅行など現地高校 (大学)訪問・文化交流・アクティビティなど手配はお任せください！

月曜日

午前

午後 到着

火曜日

英語授業

英語授業風景 異文化体験

アクティビティ

水曜日

現地高校訪問

木曜日

英語授業

アクティビティ

金曜日

英語授業

アクティビティ

アクティビティ GEC 学生とディナー

土曜日

アイランド
BBQ

日曜日

ショッピング

月曜日

帰国

＜スケジュール＞

英語での学校案内     　　　　　日本語講座     　　　 　　文化デモンストレーション 　　  　　　　　記念撮影

フィリピンや欧米の英語学校では、もうすでに行われている『親子留学』が、

マレーシアの中でも屈指のリゾート地、コタキナバルでも可能です。

英語レッスンだけでなく、多民族国家のマレーシアだから可能な、異文化

国際交流や、南国リゾートでの優雅なバケーションを楽しむことができる、

『英語＋α』親子留学。

英語の授業は、英語圏出身のネイティブ講師のレッスンだから、東南アジ

ア出身講師の独特のアクセントや発音、言い回しなどの心配はありません。

また、生徒個人に合わせたクラスで授業を行います。

日本人が選ぶ、長期滞在したい国のナンバーワンに、長年連続で輝くほど、

自然災害が少なく、治安も比較的安全で住みやすい国、マレーシアだから

できる、『親子英語留学』をぜひ、体験してください。

滞在先は、コンドミニアムや家族向け滞在先学生ハウスが手配可能です。

親子英語留学で
『英語レッスン+ロングバケーション』



■ 講師紹介

■ 体験談

Teachers

Student Testimonial

• 教育学士号保有 (Rochville University, Texas)
• 英語講師歴 20 年
• IELTS、TOEFL 有資格講師
• TEFL(Teaching English as a Foreign Language) 有資格講師
• 英語教授マニュアル著書歴有り
• マレーシア政府、観光省担当英語講師
• 6 ヶ国訪問歴有り

Sarah Glenn Bax(Australia)

• 経営学士号保有 (Herriot-Watt University, Edinburgh)
• 英語講師歴 10 年
• イギリス、アメリカでの就業歴有り
• TEFL(UK) 有資格講師
• PADI オープンウォータースキューバダイビングインストラクター
• エマージェンシーファーストレスポンス (EFR) 有資格者
• マレーシア政府、観光省担当英語講師

Stephen Foster(British)

• 経営学士号保有 (SEEVIC College, Essex)
• 英語講師歴 8年
• TEFL 有資格講師
• PADI オープンウォータースキューバダイビングインストラクター
• エマージェンシーファーストレスポンス (EFR) 有資格者
• マレーシア政府、観光省担当英語講師

Nicholas Paul Smith(British)

GEC では多くの英語圏出身のネイティブスピーカーが講師として在籍しております。
英語講師としての資格を保有した講師が親切丁寧に対応いたします。
紹介している講師以外にも多くの講師が在籍しています。

※2014 年 4月現在の講師です。

Tomomi Daishima ‒ Japan
I only arrived a few weeks ago but I already feel at home here, Kota 
Kinabalu is such a friendly place, and perfect for study and having 
fun too! The staff and students at Global English Centre are great!! 
This town is very nice and people are very friendly. Global English 
Centre is conveniently located in Kingfisher area. It has hairdressers, 
supermarkets, pharmacies, laundry shops and many many 
restaurants! The quality of the lessons are very good because it’ s 
very relaxing. You can make friends easily and learn more English 

very quickly. When I first came to Global English Centre I wasn’ t very confident and had trouble 
making sentences, after completing the Beginner level, I now can speak with confidence!



■ 学校情報 School

Point

Global English Centre（GEC）は、初心者から上級者までレベルに合わせた

授業を提供しています。

生徒ひとりひとりにきめ細やかなサポートができるよう、少人数授業を行っ

ています。

すべての授業を、オーストラリアやイギリス出身のネイティブ講師が担当し

ており、欧米留学に比べ、リーズナブルな費用で、本場の英語の授業を受講

することが可能です。

GEC は、ショッピング施設や、ビジネルエリアの中心部に位置し、立地条件

は抜群です。

マレーシアの最も人気のある観光地の一つ「コタキナバル」で、英語だけで

なく、スキューバダイビングなどのアクティビティも楽しむことができます。

■ 学校設備 Facilities
• 空港から車で 20分の便利なロケーション

• 無料Wi-Fi 完備でストレスフリーな環境

・コンピュータ室や図書館の利用が可能

・親切丁寧な学生サポートサービスの提供

・広い教室でのびのびした学習が可能

・キッチンや食堂を完備

マレーシア コタキナバル情報
英国の植民地時代を経て独立したマレーシアは、
人口約２８３０万人でマレー系、中国系、インド
系からなる多民族国家です。公用語はマレーシア
語（マレー語）ですが、多民族国家の為各民族間
で会話をする際は広く英語が使用されています。
物価や学費が比較的安く、治安が良いことで最近
では海外移住で人気がある国として有名になって
きました。
コタキナバルはマレーシア・サバ州の州都で、 
東マレーシアで最大の都市、人口は約47万人。
サバ州の政治経済の中心であると共に、マリンリ
ゾートやキナバル自然公園（キナバル山）への玄
関口としても知られています。



■ 学生ロッジ Student Lodge

■ 学生ハウス Student House

■ ライセンス・加入団体

GEC は様々な機関とライセンス契約を結び、主要団体に加入しております。

学校に隣接している学生ロッジ (1 人部屋 )
を手配します。周辺には、スーパーやレス
トラン、薬局、コンビニがあります。

＜施設＞
・各部屋机、照明、収納完備
・キッチン、トイレ、シャワー (共用 )
・Wi-Fi
・共用テレビ、ラウンジ、ディナーテーブル
・鍵 
・洗濯機 ・シーツなどのリネン
・学生ロッジ管理責任者常駐
・屋外バルコニー

GEC から徒歩 5分、キングフィッシャープ
ラザ内にある家族・友人同士でのルーシェ
ア滞在にぴったりの庭付き学生ハウス。

＜施設＞
・ダブルルーム (複数人シェア可）
・ダブルベッド (滞在人数により補助ベッド）
・各部屋机、照明、収納完備
・キッチン、トイレ、シャワー (共用 )
・Wi-Fi 
・共用テレビ、ラウンジ、ディナーテーブル
・鍵
・洗濯機
・シーツなどのリネン

学校からバス送迎有、コンドミニアムのご案内も可能ですので、ご希望の場合はご相談ください。

マレーシア・コタキナバル英語学校 
Global English Centre (GEC)
No.24-0, Lot 115, Ground Floor, Block D, Lorong 
Kingfisher Plaza 6, Plaza Kingfisher , 
88400 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia


