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 ›  好きな言語を学ぼう
 ›  多くの仲間と共に学び、生活を楽しもう
 ›  海外生活と異文化を体験しよう
 ›  新しい友達を世界中に作ろう

目を閉じて夢の語学留学をイメージし 
てみてください。素敵な留学生活、出
会い、新しい自分が想像できました
か？さあ、目を開いて未来への第一歩
を踏み出しませんか。あなたの人生は
あなた自身が築いていきます。語学留
学をシュプラッハカフェで実現しましょ
う！

シュプラッハカフェでは、あなたの人生
を変える最高の留学経験を積むことが
できるでしょう。世界中の息を呑むよう
な美しい景色や新しい文化を発見し、
忘れられない思い出を作ることができ
ます。

シュプラッハカフェでの海外留学経験
を通して、世界中に一生の友達を作り
ましょう。外国語を学ぶことで、新しい
世界の扉を開くことができます。学習
分野を増やし、将来世界を舞台に活躍
する可能性を広げてください。太陽、
海や砂浜、大都市など、あなたのモチ
ベーションを上げる要素が何であって
も、シュプラッハカフェでは、ご希望に
あったロケーションで、あなたにぴった
りの留学を実現できるでしょう。

ジュニアプログラムとは

ジュニアプログラムについて 2 

現地高校プログラムについて 8

長期滞在プログラム/ギャップイヤー 10

ファミリーパッケージ  11

 

マルタ   

セントジュリアンズ 12

セントポールズベイ 14

イギリス   

ブライトン 16

ロンドン / イーリング 18

アメリカ 

ニューヨーク 20

ボストン 22

ロサンゼルス 24 

カナダ  

トロント 26

カルガリー 28

バンクーバー 30

モントリオール 32

ドイツ 
フランクフルト 38  

 
フランス語
カナダ   
モントリオール 32

フランス   

パリ 34  

ニース 36  

 
ドイツ語
ドイツ  

フランクフルト 38  

ミュンヘン 40  

 
スペイン語
スペイン   
バルセロナ 42  

マラガ 44  

 
イタリア語  
イタリア 

フィレンツェ 46  

 
中国語
中国 

北京 48 

  

お得な割引情報 50 

申込規約と申込書 51

®

英語

いて 2

いて 8

ャップイヤー 10

11

1212121222

141414144

16166

1811881

20220

2222

244

26

2828282828

3030303

32332

383883

32

34

36

2

LANGUAGE IS YOUR
K E Y  TO T H E

WORLD



最初から最後まで濃密で充実した留学生
活を送るために重要な環境がシュプラッハ
カフェにはあります。経験豊かで熱意を持
った講師陣よるレッスン、世界各国から集
まる仲間たちとの生活、訪れた国・街を知
る機会。日々刺激に恵まれた新しい世界
での冒険があなたを待っています。

語学のレベルは初心者から中級者まで様
々ですが、参加者は互いに勉学に励み、そ
の国の言語でコミュニケーションを楽しみ
ます。アクティビティ（課外活動）や自由時
間は、レッスンで学んだ語学を”実践”する
ための貴重な時間です。個々の主体性を
発揮しましょう。それこそが留学を成功に
導く鍵となります。まずは学校の周りを探
索することからスタートしてみましょう。私
たちの学校は、世界中の人々と地元の地
域＆文化をつなぐ架け橋になります。それ
は我々が35年に渡り、挑戦し成功し続け
てきたことの1つなのです。

マルタ全校舎：
Feltom公認
イギリスロンドンイーリング 
ブライトンホームステイプログラム：
British Council公認
アメリカの全校舎：
ACCET公認
カナダの全校舎：
Languages Canada, CEC Quality 
Management公認
ドイツの全校舎：
FDSV加盟、ISO取得
スペインの全校舎：
Instituto Cervantes公認
シュプラッハカフェ：
ALTO, WYSE加盟

最適な組み合わせのレッスンとアクティビティ最適な組み合わせのレッスンとアクティビティ
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LEARNING 
AND A LOT OF SHEER

FUN FOR YOU

 授業時間
スタンダードコースは、基本的には月曜
から金曜の9時～12時15分です。インテ
ンシブコースは午後13時～14時半にも
授業があります。授業時間は校舎によっ
て異なることがあり、さらに受け入れ人数
の関係で、午前ではなく午後に開講され
ることもあります。

1レッスンは45分です。

レベルチェック

それぞれの言語レベルに合ったクラスへ
参加していただきます。ほとんどの校舎
では、事前にオンラインテストの受験を
お願いしています。もしくは授業開始の
月曜日に学校で受験します。教材は現地
にてレッスン時に配布されます。（一部校
舎はテキストを実費でご購入またはレン
タルいただきます。）1クラスは約15名で
す。

 語学コース
シュプラッハカフェの語学コースでは、素
早く効果的な言語レベルの上達を実現し
ていただけます。スタンダードコースで
は、外国語におけるコミュニケーションに
自信をつけていきます。スピーキング能
力に主眼を置きつつ、語学の4スキル（読
む・書く・話す・聴く）の強化にも重点的
に取り組んでいきます。インテンシブコー
スではスタンダードコースのベースに週
10レッスンが追加されたコースのため、
より早く実践言語の習得を実現すること
ができます。

コ
ー
ス
詳
細

授業時間＜例＞ レッスン数（1レッスン45分） 学習時間（週） 授業時間例*

スタンダードコース 月曜日 - 金曜日 20レッスン  15   時間 9:00 - 12:15

インテンシブコース 月曜日 - 金曜日 30レッスン 22.5 時間 9:00 - 12:15
13:00 - 14:30

    * 授業時間は変更となる場合があります
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コ
ー
ス
と
プ
ロ
グ
ラ
ム
詳
細

S P E N D 
T I M E
M A K I N G
FRIENDS

 監督体制
シュプラッハカフェで特別にトレーニング
を受けたチームリーダーが各生徒を担当
し、監督・サポートを行います。チームリ
ーダーは、さまざまな国（おもに欧州と米
国）出身の20～30才の男女で、各ロケー
ションの学習中言語にて生徒とコミュニ
ケーションを図ります。チームリーダー1 
人が担当する生徒数は約15名で、レジデ
ンス滞在プランがあるロケーションで
は、生徒たちと同じレジデンスに滞在し
ます。

またレジャープログラムのアレンジを担当
し、アクティビティにも同行します。18-
21才の受講者は、チームリーダーのサポ
ート的な活動をすることができ、また、全
てのレジャープログラムに参加する義務
はありません。興味のあるものだけ選ん
で参加することができます。

レジャープログラム
授業後や週末にはチームリーダーの監督
のもとアクティビティに参加することで、
それぞれの国、都市について深く知るこ
とができます。通常2週間コース参加で、
終日ツアー1回と半日ツアー2回がプログ
ラムに含まれています。（下記の詳細をご
覧ください。）午後や夕方にも自由時間
がありますので、近隣で興味のある場所
を散策することもできます。

 1日のスケジュール例 
（校舎や時期によって異なります）

07:00 - 08:00 朝食 
09:00 - 10:30 語学レッスン 
10:30 - 11:00  休憩 
11:00 - 12:30  語学レッスン 
12:30 - 15:00  ランチ休憩 
13:00 - 14:30  語学レッスン（インテンシブ） 
                          又は自由時間 
15:00 - 18:00  午後のアクティビティ 
18:00 - 19:30  ディナー 
20:00 - 22:00 夜のアクティビティ 
                          又は自習・リラックスタイム

ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
情
報

滞在期間 プログラムに含まれる
アクティビティの数

料金に含まれる終日ツアーの数

1 週間 回、 回 ‒

2 週間 回、 回 回、 回

3 週間 回、 回 回、 回

４ 週間以上 ⑯回、　回以上 ③回、 回以上

 インテンシブアクティビティプログラム 
※他オプショナルアクティビティも有り（追加料金）

36 3



6

 空港送迎 
 

空港送迎もパッケージの中に含まれてい
るので、到着から帰国まで、現地の送迎
スタッフが宿泊先・空港までお送りいた
します。送迎スタッフの手配のため、遅く
とも出発の4週間前までに、あなたが予
約した航空便の便名や到着時間・空港な
どを、シュプラッハカフェお申込み窓口ま
でお知らせください。空港送迎可能な時
間帯は、このパンフレットの各校舎のペ
ージに詳しくご案内しています。また、同
じ時間帯に到着する受講生を一度にお迎
えするため、飛行機を降りてから滞在先
へ向けて出発するまでに少しお待ちいた
だくこともあります。待ち時間の間は、同
じ場に集まった他の受講生と交流するこ
とができます。

レジデンスに滞在の方にお部屋の鍵のデ
ポジットをお支払いいただくことがござ
いますが、こちらのデポジットは帰国時
に鍵と引き換えにお返しいたします。 

現地到着日と出発日について

通常、到着(チェックイン)は日曜日、出発
（チェックアウト）は土曜日です。航空便
を予約する際には、到着・出発日をお間
違えのないようお気を付けください。延
泊についてはお問い合わせください。

未成年エスコートサービス＆空港チェッ
クインサポートサービス

航空会社による未成年エスコートサービ
スをご利用の場合：シュプラッハカフェの
空港立会いエスコートサービス・チェック
インサポート（往復）をお申し込み頂く必
要がございます。渡航前に送迎担当のド
ライバーの名前、電話番号、送迎会社の
住所をお伝えします。

航空会社による未成年エスコートサービ
スをご利用されない場合：帰国時の空港
でのチェックインサポートは一般プログ
ラム費用に含まれておりません。空港で
のチェックインサポートをご希望の方は、
空港立ち合いエスコート・チェックインサ
ポート（片道）をお申込みください。

TRAVEL 
AS YOU LIKE

到
着
/出
発

コ
ー
ス
開
始

曜日

到着 日曜日

コース開始 月曜日

出発 土曜日
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シュプラッハカフェでは心地よい宿泊環
境が、語学習得の最大の効果を上げる大
切な一つの要素であると考えています。
そのため、みなさんが快適に留学生活を
過ごせるように努めています。

みなさんのお好み、予算に合わせて宿泊
施設を選択できるよう、複数タイプの施
設をご用意しています。どの宿泊施設を
選んでも皆さんが渡航初日から心地よく
過ごしていただけるようにしています。

 ホームステイ

ホームステイで滞在すると、その土地の
食事や生活習慣を楽しんで経験すること
ができます。現地の家族と滞在すること
で、コースで修得した知識をすぐに試す
ことができますし、現地の料理を楽しむ
ことができ、現地の人々の生活を垣間見
ることができます。ほとんどのホストファ
ミリーは郊外に住んでいますので、学校
までは公共交通機関を利用することにな
るでしょう。現地での通学費は、プログラ
ム料金とは別にご用意ください。ホストフ
ァミリーにはインターネット回線のある
家庭もありますが、インターネット使用料
はプログラム料金に含まれていません。
使用したい場合は各自ホストファミリー
に許可をもらう必要があり、滞在期間に
応じて別途料金が掛かる場合もありま
す。滞在先でインターネットが使用でき
ない場合は、学校や街中のインターネッ
トカフェをご利用下さい。

 

レジデンス／カレッジ

多くのレジデンスはホームステイよりも通
学時間が短いので、街を散策したり学校
の友達と会話を楽しんだり、時間を有効
に使うことができるでしょう。さらに、プ
ログラム参加者と多くの時間を共有する
ことができるので、異文化交流をしなが
らコースで習ったことをすぐに試すことが
できます。チームリーダーもレジデンスに
滞在してみなさんをサポートしています。
レジデンスの滞在可能年齢はロケーショ
ンによって異なりますのでご確認くださ
い。  
   
クラブビレッジ (マルタ校のみ)

マルタの校舎では、キャンパス内にある
クラブビレッジでの滞在ができます。キ
ャンパス内にはレストラン、スポーツ施
設、そしてスイミングプールといった充実
した施設が整っています。お部屋は２～７
人部屋までの様々な宿泊形態を選んでい
ただくことができます。チームリーダーも
レジデンスに滞在し、皆をサポートしてい
ます。

アレルギー／食事に関するリクエスト
　
食物・動物アレルギーや、宗教上・慣

習上による食事の制限がある場合は、申
し込み時に必ずお知らせください。特に、
アレルギーに関しては必ず届け出るよう
にお願いします。また、普段から投薬を受
けている場合や持病がある場合も、お申
込時に事前にお知らせください。これら
の情報はあなたを担当するチームリーダ
ーやホストファミリーに連絡いたします。
アレルギーのタイプや、食事のタイプが
特殊である場合、その対応に要する追加
料金を頂戴することがあります。

ご兄弟・お友達同士での宿泊施設の利用

一緒にプログラムに参加しているご兄弟
やお友達と同室で滞在したい場合は申込
み時に申し出てください。可能であれば
同室で手配をします。ただし、同室のリク
エストがすべて受け入れられるとは限り
ません。

例外的措置として、どうしても避けられな
い事情により、パンフレットに掲載されて
いるものと異なる宿泊施設を予告なしに
提供する場合がございます。予めご了承
ください。

シュシュシ プラプラプラプラ ハハッハッハカフカフカフカフ ででェでェでは心は心は心は心地よ地よ地よ地よい宿い宿い宿い宿泊泊環泊環環
境が境が、語学習得の最大の効果を上げる大大

Y O U R 
S T A Y
A CC O M M O D AT I O N     



ロケーション：

カナダ、ニュージーランド、イギリス、オー
ストラリアの国から選択可能です。

プログラム内容：

インターナショナル生として、現地校の
プログラムに参加します。語学力や学
力、空き状況に応じてご案内できるプロ
グラムが異なります。基本的な内容は、
現地校の中高生と共に学校に通い、英語
や教科を学びます。レッスンの後はスポ
ーツや手芸、音楽などのクラブに参加し
たりします。

滞在は、ホームステイでその土地の文化
や暮らしを体験します。ホームステイ先
は、様々な家庭があり、それらを受け入
れ学ぶことも大事です。
  
バディープログラム：

現地校の中には、バディープログラムを
提供している学校があります。バディー
とは、あなたと現地校生をペアリング
し、サポートできるようにするシステムで
す。
海外生活では、日々異文化を肌で学び取
り、語学を上達させる機会に恵まれるで
しょう。
色々な人と出逢い、世界を知り学ぶこと
を楽しみましょう。

 プログラム内容 カナダ 
(13歳以上)

ニュージーランド
(13歳以上)

イギリス 
(13歳以上)

オーストラリア 
(13歳以上)

Se
rv
ic
e

バンクーバー
トロント 

オークランド
ネルソン、ダニーデン 

ランギオラ
ワークワース

ブライトン,  
ボナメス,  

イーストボーン
ニューサウスウェルズ 

タスマニア

CAD NZD GBP AUD
準備語学コース（30レッスン/週）、宿泊施設
滞在（1人もしくは2人部屋、3食付き）

 
735/週

 
‒ 520/週

 
‒

高校アカデミックイヤープログラム
10-12カ月間

 
24.940

 
32.550 10.260 35.530

高校アカデミックセメスタープログラム
5-6カ月間

 
14.540

 
18.350 6.630 20.420

高校短期留学プログラム
4週間

 
‒ 7.770 2.370 ‒

時期＆期間：

ロケーションにより異なります。各国、
学期の始まる時期が異なります。例えば
オーストラリアやニュージーランドは、1
月、4月、7月、10月が学期スタートに対
し、イギリスは1月か9月となります。
期間は1か月から1年間です。

ロケーションの選択方法：

当校のウェブページからお問い合わせ、
オンラインでアプリケーションをお送り
下さい。
あなたの記入した内容から、ご案内でき
るプログラムをご紹介させていただきま
す。

H I G H 
SCHOOL 

P R O G R A M M E

現地高校プログラム
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プログラム申込方法：

アプリケーションと志望動機（英語）、
学校の在籍証明書、成績証明書をお送り
ください。
半年以上前の申込が必要です。
詳しい流れにつきましては、各校異なり
ますのでお問い合わせください。

申込後に必要となる書類（アプリ
ケーションパッケージ）とは：

オンラインアプリケーションを受理後、
追って必要となる書類を指示致します。
パッケージには、あなたが送るホームス
テイ先への手紙、あなたの写真コラージ
ュ、先生からの推薦状、健康診断書、そ
の他各種資格や書類をご提出いただき
ます。

サポートと連絡先：

渡航前、現地校プログラム参加中から修
了後、相談ができる環境をご用意してい
ます。
渡航前の必要情報は、私達がお送りしま
す。
渡航後のプログラム参加中は、学校のコ
ーディネーターが全てのインターナショ
ナル生をサポートします。
修了後は、参加修了証を発行します。
シュプラッハカフェは、パートナーである
現地校や関連者と定期的に連絡をとって
います。

詳細は現地校プログラムカタログを
オンラインでご請求ください。 

現
地
高
校
プ
ロ
グ
ラ
ム
：
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
・
カ
ナ
ダ
・
イ
ギ
リ
ス
・
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

9
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カナダスペシャル 週あたり
スタンダードコース＋入学金150カナダドル
トロント、バンクーバー、ビクトリア、オタワ、カルガリー、モントリオール   260 CAD

ワーク＆スタディー 又は インターンシップ追加費用　                          + 900 CAD

長期アカデミックセメスター＆イヤー(3ヵ月～1年)
＜休学期間を活用した長期留学プラン＞
人生をより豊かにするためにチャレンジしたいことはありますか。
海外での生活に挑戦してみたいですか。新たな環境での生活や仕事を希望
しますか。自分の視野と可能性を更に広げたいと考えていますか。
学校を卒業して、休学制度を利用して等、人生の転機の機会は溢れていま
す。
シュプラッハカフェでの長期留学はあなたの人生の可能性と選択肢を広げ
るでしょう。
・　海外の魅力的な文化や地元の人 と々の出逢いを満喫しましょう
・　世界各国から集まる人たちとの異文化交流を思いきり楽しみましょう
・　自分自身を進化させるための刺激を沢山受けましょう
11か国30都市のキャンパスから好きな都市を選べるだけでなく、いくつか
の都市の滞在を組み合わせるなど、あなたの留学目的に合わせてオリジナ
ルの長期留学プランをテイラーメイドで創り上げることができます。

インテンシブコース（週30レッスン）授業料＋入学金
12週間 24週間 36週間 48週間 Work & Study 

Option(別途LOA費、テキスト費、滞在費）　

 マルタ 2.760 ユーロ  5.520 ユーロ  8.280 ユーロ 11.040 ユーロ  + 690 ユーロ 

イギリス:  ブライトン 2.760 ポンド 5.520 ポンド 8.280 ポンド  11.040 ポンド  + 960 ポンド 

イギリス:  ロンドン 2.880 ポンド 5.760 ポンド 8.640 ポンド  11.520 ポンド  + 960 ポンド 

アメリカ: ニューヨーク, ボストン, ロサンゼルス 2.880 米ドル 5.800 米ドル 13.140 米ドル 17.520 米ドル  + 2.620 米ドル

カナダ: トロント, バンクーバー, ビクトリア, オタワ, カルガリー, モントリオール  4.020 カナダドル 7.560 カナダドル 7.560 カナダドル 15.120 カナダドル  + 900 カナダドル

スペイン: マドリード, バルセロナ              2.520 ユーロ 5.040 ユーロ 7.560 ユーロ 10.080 ユーロ  + 330 ユーロ 

スペイン: マラガ  2.340 ユーロ 4.680 ユーロ 7.020 ユーロ 9.360 ユーロ  + 330 ユーロ 

フランス: ニース, パリ 3.360 ユーロ 6.720 ユーロ 10.080 ユーロ 13.440 ユーロ  + 330 ユーロ 

ドイツ: フランクフルト, ミュンヘン  2.400 ユーロ 4.800 ユーロ 7.400 ユーロ 9.600 ユーロ  + 330 ユーロ 

イタリア: フィレンツェ 2.520 ユーロ 5.040 ユーロ 7.560 ユーロ 10.080 ユーロ  + 330 ユーロ 

モロッコ: ラバト 2.280 ユーロ 4.560 ユーロ 6.840 ユーロ 9.120 ユーロ ‒

※一般長期コースは、18歳以上（カナダ、スペイン、ミュンヘン、フィレンツェ校舎16歳以上、
ラバト17歳以上）よりお受入れしています。10

Y O U R   

G A P 
Y E A R
A B R O A D



お子様も含めたご家族全員で、海外旅行をお考えですか？
それならご家族みんなで語学留学（語学と文化に触れる旅）はいか
がですか？

ファミリーパッケージはあなたとお子様（最少年齢12歳）が素晴らし
い休暇を一緒に過せるパッケージプランです。

お子様は世界中から集まる同年代のお友達と授業を受け、ご両親は
世界中から集まる成人留学生と共に実践的に言語を学び、出逢いを
楽しみ、またビジネスに必要な英語を学ぶこともできます。

午後は学校のアクティビティーに参加したり、またはご家族で一緒に
渡航先の都市を散策しましょう。

ご両親様の留学に関しては、
一般（成人）留学用のカタログを
ご覧ください。

FA M I LY
P A C K A G E 
LANGUAGE

長
期
滞
在
コ
ー
ス
/フ
ァ
ミ
リ
ー
パ
ッ
ケ
ー
ジ
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ファミリーパッケージ
家族で語学と文化の旅にでよう
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シチリア島と北アフリカの間に位
置するヨーロッパ南部の島、マル
タ共和国。年間を通して暖かな地
中海の太陽と気候。マルタには、一
生忘れられない経験として留学生
が夢見る全てが詰まっています。

セントジュリアンズ
セントジュリアンズはマルタ島で
人気のリゾート街です。ここにはマ
ルタ島のオシャレなレストラン、バ
ー、お店、そして娯楽施設が点在し、
華やかで眠らない街として知られ
ています。マルタ校はこのセントジ
ュリアンズとペムブロークの間に
位置しています。そのため、シュプ
ラッハカフェの生徒はこの賑やか
なセントジュリアンズの街を徒歩
で楽しめるだけでなく、閑静な住
宅街のエリアで静かに英語学習に
集中することができます。

マルタ

セントジュリアンズ校　1週間のサンプルプログラム (*インテンシブレジャープログラムの例)

日曜日 月曜日 火曜日  水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

午
前

 
 
 
 
 
 
 
 
 
到着

レベルチェックテスト 
語学レッスン：会話力、
文法、読解力、リスニン
グ、ライティングの強
化に取り組む

語学レッスン：会話力、
文法、読解力、リスニン
グ、ライティングの強
化に取り組む 

語学レッスン：会話力、
文法、読解力、リスニン
グ、ライティングの強
化に取り組む 

語学レッスン：会話力、
文法、読解力、リスニン
グ、ライティングの強
化に取り組む 

語学レッスン：会話力、
文法、読解力、リスニン
グ、ライティングの強
化に取り組む 

 
 
 
 
 
帰国

2週間以上参加する
方は1日遠足：
ハーバークルーズ

午
後

オリエンテーション
ツアー 
コース全体のご説明
や、アクティビティのご
案内、質問タイムなど 

*マルタを体験：
マルタの観光名所を
巡るツアー

*マルタの水族館
National Aquarium

*ゴールデンベイビ
ーチへ

セントジュリアンズで
のトレジャーハント

夜

ウェルカムパーティ
ー：たくさんのお友達
と知り合おう

サッカー＆カラオケ
ナイト

インスタグラム＆スナ
ップチャットコンペテ
ィション

*映画鑑賞：英語のリ
スニング力を試して
みよう

14～2
1才対象



各校舎の動画：Youtubeチャンネル名
「語学学校シュプラッハカフェ・SCジオス」(日本語版) 
「Sprachcaffe Languages PLUS」(英語版) 
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マ
ル
タ
/セ
ン
ト
ジ
ュ
リ
ア
ン
ズ

コース: スタンダード＆インテンシブコース 
(詳細は4ページ参照) レベル: A1-C1

監督体制: トレーニングを受けたチームリ
ーダーが生徒たちを常時監督します。 
(詳細は5ページ参照)
宿泊施設:

 ホームステイ: 1日3食 
昼食はキャンパスにて

クラブ 
ビレッジ:

2人/3人部屋, 5-7人部屋 
バス•トイレ共有,1日3食 
昼食はキャンパスにて

アクティビティ: スポーツ（ビーチバレーや
サッカー、ズンバ等）、スイミング、歓迎
会、バーベキュー、カラオケ、国際交流パ
ーティーなど様々なイベントへの参加が可
能。追加料金で、さらに多くのアクティビ
ティにも参加できます。

滞在期間に従って半日/終日ツアーがプ
ログラムに含まれます。 （詳細は5ペー
ジ参照）

 

空港送迎:マルタ国際空港(MLA)への往復
送迎がいずれの時間帯でも可。
空港立ち合いエスコート・チェックインサ
ポートサービス　※6ページ参照

片道150EUR　往復300EUR

研修先での万一の事故・病気・損害に備え
て、プログラム参加する際には海外旅行保
険の加入を強くお勧めいたします。

追加料金 ユーロ
インテンシブコース追加料金/週 +40
インテンシブレジャープログラム/週 +60

Season A 1週目 2週目以降
ホームステイ��+ 480 440
クラブビレッジ ����+ 530 490
クラブビレッジ ��� 560 520
クラブビレッジ �� 600 560

Season B 1週目2週目以降
ホームステイ��+ 510 470
クラブビレッジ����+ 560 520
クラブビレッジ ��� 590 550
クラブビレッジ �� 630 590

Season C 1週目 2週目以降
ホームステイ��+ 630 590
クラブビレッジ����+ 680 640
クラブビレッジ ��� 710 670
クラブビレッジ �� 750 710

パッケージ料金/週 ユーロセントジュリアンズ校について: 
シュプラッハカフェクラブビレッジは大変
自信をもってお勧めする施設です。キャン
パス内には20を超える教室のほか、中央に
位置する大きなプール、ビーチバレーコー
トやレストラン、中庭などが揃った研修に
最適な環境をご用意しています。ヨーロッ
パ屈指のリゾートであり世界遺産の首都を
持つ美しい島国マルタでは、リラックスし
た中で仲間たちと楽しく英語や異文化を学
ぶことができます。
宿泊施設について:　ホームステイでは他の
受講生と一緒に2～3人部屋に滞在します。
一方、クラブビレッジでは、2人部屋、3人
部屋、5～7人部屋に滞在します。クラブビ
レッジはキャンパス内にあります。またホ
ームステイ先も殆どが徒歩15分またはバス
ですぐの所に位置しています。

スタンダードコース（週20レッスン）、宿泊
施設（3食付）、レジャープログラム、空港
送迎往復、チームリーダーによる監督すべて
を含むパッケージ料金

480から

1週間
EUR

プログラム開講期間とシーズン                                                                          

2019年 1月 3月 4月 6月 6月 7月 8月 8月 9月 9月 10月
6日 13日 20日27日 24日 31日 7日 14日 21日 9日 16日 23日 30日 7日 14日 21日 28日 4日 11日 18日 25日 1日 29日 6日 13日 20日

滞在可能期間 
/週 4 3 2 1 5 4 3 2 1 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 4 3 2 1

2020年 1月
5日 12日 19日 26日

滞在可能期間 
/週 4 3 2 1

1
4
才
-2
1
才
対
象

次の日程は授業はお休みです: 4/19, 6/7, 8/15



マルタ
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セントポールズベイ
マルタ島の北に位置するセントポ
ールズベイは、美しい自然に囲ま
れ、絵画のようなビーチが存在す
る、海岸沿いのかわいらしい街で
す。マルタの首都バレッタからは約
10キロの場所に位置し、マルタナ
ショナルアクエリアム（水族館）が
あります。

セントポールズベイ校　1週間のサンプルプログラム （*インテンシブレジャープログラムの例）

日曜日 月曜日 火曜日  水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

午
前

 
 
 
 
 
 
 
 
 
到着

レベルチェックテスト 
語学レッスン：会話力、
文法、読解力、リスニン
グ、ライティングの強
化に取り組む

語学レッスン：会話力、
文法、読解力、リスニン
グ、ライティングの強
化に取り組む 

語学レッスン：会話力、
文法、読解力、リスニン
グ、ライティングの強
化に取り組む 

語学レッスン：会話力、
文法、読解力、リスニン
グ、ライティングの強
化に取り組む 

語学レッスン：会話力、
文法、読解力、リスニン
グ、ライティングの強
化に取り組む 

 
 
 
 
 

帰国

2週間以上参加する
方は1日遠足：
ハーバークルーズ

午
後

オリエンテーション
ツアー 
コース全体のご説明
や、アクティビティのご
案内、質問タイムなど

*マルタを体験：
マルタの観光名所を
巡るツアー

*マルタの水族館
National Aquarium

*ゴールデンベイビ
ーチへ

セントポールズベイで
のトレジャーハント

夜

ウェルカムパーティ
ー：たくさんのお友達
と知り合おう

サッカー＆カラオケ
ナイト

インスタグラム＆スナ
ップチャットコンペテ
ィション

*映画鑑賞：英語のリ
スニング力を試して
みよう

13～1
7才対象
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マ
ル
タ
/セ
ン
ト
ポ
ー
ル
ズ
ベ
イ

コース: スタンダード＆インテンシブコース 
(詳細は4ページ参照) レベル: A1-B2

監督体制: トレーニングを受けたチームリ
ーダーが生徒たちを常時監督します。 
(詳細は5ページ参照)

宿泊施設:

ホームステイ:��� 

1日3食 
昼食ランチボックス

レジデンス: ��� 
バス•トイレ共有、1日3食、
昼食はレジデンスにて

アクティビティ: スポーツ（ビーチバレーや
サッカー等）、プールでのアクティビテ
ィ、歓迎会、バーベキュー、カラオケ、
アートクラフト、国際交流パーティーなど
様々なイベントへの参加が可能。追加料金
で、さらに多くのアクティビティにも参加
できます。

滞在期間に従って半日/終日ツアーがプ
ログラムに含まれます。（詳細は5ペー
ジ参照）

 
 
 
 

空港送迎: マルタ国際空港(MLA)への往復
送迎がいずれの時間帯でも可。
空港立ち合いエスコート・チェックインサ
ポートサービス　※6ページ参照 

片道150EUR　往復300EUR

研修先での万一の事故・病気・損害に備え
て、プログラム参加する際には海外旅行保
険の加入を強くお勧めいたします。

セントポールズベイ校について:　 
歴史を感じさせ、人々の心を引き付ける
地中海沿岸の街セントポールズベイの中心
地、美しいブジバ海岸までほんの数分の位
置にセントポールズベイ校はあります。カ
フェやアイスパーラーが点在し、世界中か
ら訪れる人々を温かく迎えてくれます。マ
ルタで一番人気のビーチも数分の距離に
位置しています。セントポールズベイ校
の生徒たちは、海で泳ぐも良し、ショッピ
ング、ビーチでリラックスなど、あきるこ
となくマルタの生活を楽しんでいただけま
す。当校の教師は教えることへのモチベー
ションに溢れており、生徒たちに読解の仕
方、エッセイの書き方、文法チェックに、
会話練習など、盛りだくさんの授業を用意
しています。
宿泊施設について：ホームステイ、もしく
はレジデンスでの滞在を選んでいただけま
す。レジデンスから学校までは徒歩数分、
また海岸までも歩いて数分というのも魅力
です。レジデンスの部屋には個別のシャワ
ールームが備えられています。またプール
もあります。

追加料金 ユーロ
インテンシブコース追加料金/週 +40
インテンシブレジャープログラム/週 +60

1週目 2週目以降
ホームステイ ��� 570 530
レジデンス ��� 645 605

スタンダードコース（週20レッスン）、宿泊
施設（3食付）、レジャープログラム、空港
送迎往復、チームリーダーによる監督すべて
を含むパッケージ料金

570から

1週間
EUR

プログラム開講期間                                                                             次の日程は授業はお休みです: 8/15 

2019年 6月 7月 8月
30日 7日 14日 21日 28日 4日 11日 18日

滞在可能期間 
/週 8 7 6 5 4 3 2 1

パッケージ料金/週 ユーロ

1
3
才
-1
7
才
対
象



ブライトン校　1週間のサンプルプログラム （*インテンシブレジャープログラムの例）

日曜日 月曜日 火曜日  水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

午
前

 
 
 
 
 
 
 
 
 
到着

レベルチェックテスト 
語学レッスン：会話力、
文法、読解力、リスニン
グ、ライティングの強
化に取り組む

語学レッスン：会話力、
文法、読解力、リスニン
グ、ライティングの強
化に取り組む 

語学レッスン：会話力、
文法、読解力、リスニン
グ、ライティングの強
化に取り組む 

語学レッスン：会話力、
文法、読解力、リスニン
グ、ライティングの強
化に取り組む 

語学レッスン：会話力、
文法、読解力、リスニン
グ、ライティングの強
化に取り組む 

 
 
 
 

帰国
2週間以上参加す
る方は1日遠足：
ロンドン日帰りツア
ー（*マダムタッソ

ー館）

午
後

オリエンテーション
ツアー 
コース全体のご説明
や、アクティビティのご
案内、質問タイムなど

ロイヤルパビリオンガ
ーデン散策 

*セブン・シスターズ
を訪問

レーザータグ スポーツもしくは工作

夜

ウェルカムパーティ
ー：たくさんのお友達
と知り合おう

*Brighton Airways 
i360に乗ってブライ
トンを一望

*スピードボートト
リップ

フェアウェルパー
ティー

イギリス
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イギリスは多種多様な文化が共存
した魅力的な国です。イギリスの文
化や伝統は世界のあらゆるところ
に存在し、音楽、芸術、金融や教育
を含む数々の分野で今なお最先端
を走っています。

ブライトン
ブライトンはイギリス屈指のリゾ
ート地。大衆文化の最先端にも位
置し典型的なイギリスの魅力で人
々を魅了します。ブライトンの歴史
的で可愛らしい路地「レーンズ」で
はショッピングや散策を楽しんでく
ださい。世界的に有名なロイヤル
パビリオンと海上に浮かぶブライ
トンピアは絶対に訪れたいブライ
トンの観光スポットです。

12～1
7才対象

 

（中学
1年生以

上）



日帰りツ
アー

含む

2週間以
上滞在 

ロンドン
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ブ
ラ
イ
ト
ン

スタンダードコース（週20レッスン）、宿泊
施設（3食付）、レジャープログラム、空港
送迎往復、チームリーダーによる監督すべて
を含むパッケージ料金

530から

1週間
GBP

追加料金 ポンド
インテンシブコース追加料金/週 +70
インテンシブレジャープログラム/週 +55

到着／出発／コース開始
到着 日曜日
コース開始 月曜日
レジデンスチェックアウト 金曜日
ホームステイチェックアウト 土曜日

Season A 1週目 2週目以降
ホームステイ   ��/��� 530 450
レジデンス         ���+ 680 735

Season B 1週目 2週目以降
ホームステイ   ��/��� 570 490

Season C 1週目 2週目以降
ホームステイ   ��/��� 615 535

ブライトン校について: 校舎はブライトン
中心から徒歩15程の住宅地に位置していま
す。様々な場所へ簡単にアクセスできる大
変便利なロケーションです。学校から数分
にある海岸沿いは留学生たちに人気のスポ
ットで、たくさんの美しい公園も学校周辺
にあります。
宿泊施設について: 留学生たちは2-３人部
屋でのホームステイ、もしくはレジデンス
（Season Aのみ）で他の学生と共に住むこ
とができます。ほとんどのステイ先は街の
中心地ではなく住宅街にありますが、通学
や中心地へはバスを使えば簡単にアクセス
できます。ビクトリア朝のホテルとして利
用されていたレジデンスは海岸沿いに位置
し、快適な宿泊環境を提供しています。レ
ジデンスは学校から歩いて15分で、滞在可
能年齢は16歳以上です。

コース: スタンダード＆インテンシブコース 

(詳細は4ページ参照) レベル: A1-C1

監督体制: トレーニングを受けたチームリ
ーダーが生徒たちを常時監督します。 
(詳細は5ページ参照)

宿泊施設:

ホームステイ: ��/���  
1日3食 
昼食ランチボックス

レジデンス: ���+ (3-4) 

1日3食 
昼食ランチボックス 
※16歳以上の方のみ

アクティビティ: スポーツ（カヤックやサ
ッカー、ズンバ等）、映画鑑賞、ピクニッ
ク、バーベキュー、カラオケ、観光、ボー
トトリップ、国際交流パーティーなど様々
なイベントへの参加が可能。追加料金で、
さらに多くのアクティビティにも参加でき
ます。

滞在期間に従って半日/終日ツアーがプロ
グラムに含まれます。（詳細は5ページ
参照）

空港送迎:ロンドン・ヒースロー空港(LHR)
、ロンドン・ガトウィック空港(LGW)への
到着・出発ともに午前9時から午後7時の間
になるように航空券を手配してください。
空港立ち合いエスコート・チェックインサ
ポートサービス　※6ページ参照 

片道150GBP　往復300GBP

研修先での万一の事故・病気・損害に備え
て、プログラム参加する際には海外旅行保
険の加入を強くお勧めいたします。

2020年 
1月 2月

5日 12日 19日 26日 2日 9日 16日 23日
滞在可能期間 

/週 8 7 6 5 4 3 2 1 次の日程は授業はお休みです: 4/19, 4/22, 8/26

2019年 1月 2月 4月 6月 6月 7月 8月 9月 9月 10月
6日 13日 20日 27日 3日 10日 17日 7日 14日 21日 9日 16日 23日 30日 7日 14日 21日 28日 4日 11日 18日 25日 1日 29日 6日 13日 20日

滞在可能期間 
/週 7 6 5 4 3 2 1 3 2 1 13 12       11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 4 3 2 1

プログラム開講期間とシーズン 

パッケージ料金/週 ポンド

1
2
才
-1
7
才
対
象
 

（
中
学
1
年
生
以
上
）



ロンドン イーリング校　1週間のサンプルプログラム （*インテンシブレジャープログラムの例）

日曜日 月曜日 火曜日  水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

午
前

 
 
 
 
 
 
 
 
 
到着

レベルチェックテスト 
語学レッスン：会話力、
文法、読解力、リスニン
グ、ライティングの強化
に取り組む

語学レッスン：会話力、
文法、読解力、リスニン
グ、ライティングの強
化に取り組む 

語学レッスン：会話力、
文法、読解力、リスニン
グ、ライティングの強
化に取り組む 

語学レッスン：会話力、
文法、読解力、リスニン
グ、ライティングの強
化に取り組む 

語学レッスン：会話力、
文法、読解力、リスニン
グ、ライティングの強
化に取り組む 

 
 
 
 

 
帰国

2週間以上
参加する方は
1日遠足：

オックスフォード日
帰りツアー

午
後

オリエンテーション
ツアー 
コース全体のご説明
や、アクティビティのご
案内、質問タイムなど

ロンドンシティツアー：
ロンドンの歴史的建造
物・景観を巡る

ピカデリーサーカス：
ロンドンの繁華街を
楽しむ 

ロンドンで人気のショ
ッピングストリートでお
買い物

*ナショナルギャラ
リー：
人気の美術館を訪問

夜

ウェルカムパーティー：
たくさんのお友達と知
り合おう

*マダムタッソー館 *ミュージカル鑑賞 *観覧車「ロンドン・ア
イ」に乗ってロンドン
を一望

フェアウェルピザナイト
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ロンドン イーリング
イギリスの活気みなぎる首都
ロンドンはアクティビティの宝
庫です。この街は世界の最先
端を行くトレンドが集まってい
ます。また古くからヨーロッパの
中心として栄えてきた伝統的な
都市として、様々な文化との融
合を見ることもできるでしょう。 
ロンドンは素晴らしい音楽、食事、
そして観光を堪能することができ
ます。最高の環境を是非、自分の目
で見て体感してください！

イギリス

14～1
7才対象
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ロ
ン
ド
ン

追加料金 ポンド
インテンシブコース追加料金/週 
(season C期間のみ追加可能) +70

インテンシブレジャープログラム/週 +95
ハリーポッタースタジオ +90

Season A 1週目 2週目以降
ホームステイ   ��/��� 600 550

Season B  1週目 2週目以降
ホームステイ   ��/��� 630 580

Season C 1週目 2週目以降
ホームステイ   ��/��� 670 620

ロンドン校について: 緑が多い閑静な美しい
住宅地として知られるロンドン郊外のイー
リング地区に校舎があります。イーリング
は、ロンドン中心部そして、ヒースロー空
港からも地下鉄で20分程と都心部にも郊外
にも大変アクセスが良く、生活環境が整い
便利な地域として人気の高いエリアです。
ロンドン市内の中でも比較的治安が良く、
日本人駐在家庭の方に好まれる地域でもあ
ります。中学生・高校生が英語の勉強のた
めに滞在するには最適な場所といえるでし
ょう。日本人スタッフが常駐しています。
宿泊施設について: 厳選されたホームステイ
の2-３人部屋に滞在します。ほとんどのフ
ァミリーは学校と同じロンドン市内のイー
リング地区に住んでいます。

スタンダードコース（週20レッスン）、宿泊
施設（3食付）、レジャープログラム、空港
送迎往復、チームリーダーによる監督すべて
を含むパッケージ料金

1週間
GBP 600から

2020年 1月 2月
5日 12日 19日 26日 2日 9日 16日 23日

滞在可能期間 
/週 8 7 6 5 4 3 2 1

2019年 1月 2月 3月 4月 6月 6月 7月 8月 8月 9月 9月 10月
6日 13日 20日 27日 3日 10日 17日 24日 31日 7日 14日 21日 9日 16日 23日 30日 7日 14日 21日 28日 4日 11日 18日 25日 1日 29日 6日 13日 20日

滞在可能期間 
/週 7 6 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 13 12       11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 4 3 2 1

次の日程は授業はお休みです: 4/19, 4/22, 8/26

プログラム開講期間とシーズン  
1
4
才
-1
7
才
対
象

パッケージ料金/週 ポンド

コース: スタンダード＆インテンシブコース 

(詳細は4ページ参照) レベル: A1-C1

監督体制: トレーニングを受けたチームリ
ーダーが生徒たちを常時監督します。 
(詳細は5ページ参照)

宿泊施設:
ホームステイ: ��/���  

1日3食 
昼食ランチボックス

アクティビティ:スポーツ、ボーリング、
映画鑑賞、ピクニック、バーベキュー、
美術館、カラオケ、観光、国際交流パー
ティーなど様々なイベントへの参加が可
能。追加料金で、さらに多くのアクティ
ビティにも参加できます。

滞在期間に従って半日/終日ツアーがプ
ログラムに含まれます。（詳細は5ペー
ジ参照） 

空港送迎:ロンドン・ヒースロー空港
(LHR)への到着・出発ともに午前9時から
午後7時の間になるように航空券を手配し
てください。
空港立ち合いエスコート・チェックイン
サポートサービス　※6ページ参照

片道150GBP　往復300GBP

研修先での万一の事故・病気・損害に備
えて、プログラム参加する際には海外旅
行保険の加入を強くお勧めいたします。



ニューヨーク校　1週間のサンプルプログラム （*インテンシブレジャープログラムの例）

日曜日 月曜日 火曜日  水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

午
前

 
 
 
 
 
 
 
 
 
到着

レベルチェックテスト 
語学レッスン：会話力、
文法、読解力、リスニン
グ、ライティングの強
化に取り組む

語学レッスン：会話力、
文法、読解力、リスニン
グ、ライティングの強
化に取り組む

語学レッスン：会話力、
文法、読解力、リスニン
グ、ライティングの強
化に取り組む

語学レッスン：会話力、
文法、読解力、リスニン
グ、ライティングの強
化に取り組む

語学レッスン：会話力、
文法、読解力、リスニン
グ、ライティングの強
化に取り組む

 
 
 
 
 
帰国　

2週間以上参加す
る方は1日遠足：
コニーアイランド
または 
ブロンクス動物園*

午
後

オリエンテーション
ツアー 
コース全体のご説明
や、アクティビティのご
案内、質問タイムなど

シティーツアー:
Big Appleと呼ばれ
るニューヨークの街
を巡る

アメリカ自然史博物館
を訪ねる

タイムズスクエア：ニ
ューヨークの最も象
徴的スポットで写真
を撮ろう

夜

自由の女神を訪ねる* ロックフェラーセンタ
ー:ショッピングを楽
しんだり、ビルの上か
ら街を一望*

ハドソン川クルーズ：
ハドソン川からニュ
ーヨークの摩天楼を
楽しむ*

ニューヨーク
眠らない街、そしてビックアッ
プルとしてしられる世界最大の
都市ニューヨーク。世界中の人
が訪れるこの場所にはアメリカ
ンドリームが溢れています。ビ
ックアップルと呼ばれる名前に
相応しく、素晴らしい建造物や
美術館、お洒落なショップやレ
ストランが無数に存在していま
す。
サークルライン観光クルーズ、
五番街でのショッピング、そし
てセントラルパークでの散歩を
楽しみましょう。また、チャイ
ナタウンや自由の女神を見に行
ったりと、ここでは時間をもて
あますことは決してありません。
もちろんタイムズスクエアも忘
れてはいけませんね。
この活気に満ちたネオンサイン
やブロードウェイは、タイムズ
スクエアが長い間ニューヨーク
の最も象徴的な存在だったとい
うことを示しています。大都会
での刺激に満ちた生活があなた
を待っています。

アメリカ

14～2
1才対象
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2019年 1月 3月 4月 6月 7月 8月 9月 10月
6日 13日 20日 27日 24日 31日 7日 14日 21日 23日 30日 7日 14日 21日 28日 4日 11日 18日 25日 29日 6日 13日 20日

滞在可能期間 
/週 4 3 2 1 5 4 3 2 1 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 4 3 2 1

ニューヨーク校について:　
マンハッタン最南端、美しい夕焼けや川沿
いの遊歩道の心地よさで知られるバッテリ
ーパークに面した場所に位置しています。
キャンパスビルから自由の女神が望める最
高の場所です。このエリアは、ウォールス
トリートでも知られる世界の金融地区でも
あります。バッテリパーク駅から徒歩5分で
す。

宿泊施設について: ホームステイ2人部屋、
またはレジデンスの2人部屋から選べます。
朝食と夕食は宿泊施設で提供されます。昼
食にはランチボックスが用意されます。

コース: スタンダード＆スタンダードプラスコース 

(詳細は4ページ参照) レベル: A1-C1

監督体制: トレーニングを受けたチームリ
ーダーが生徒たちを常時監督します。 
(詳細は5ページ参照)

宿泊施設:
ホームステイ: ��  

1日3食 
昼食ランチボックス

カレッジ: �� 

1日3食 
昼食ランチボックス

レジデンス:  �� 

バス•トイレ共有、1日3食, 
昼食ランチボックス

アクティビティ: スポーツ、ボーリング、
映画鑑賞、ピクニック、バーベキュー、観
光、美術館・博物館、カラオケ、国際交流
パーティーなど様々なイベントへの参加が
可能です。

滞在期間に従って半日/終日ツアーがプロ
グラムに含まれます。（詳細は5ページ
参照）

空港送迎: ジョン・F・ケネディ国際空港
(JFK)もしくはラガーディア空港(LGA)への
到着・出発ともに午前9時から午後9時の間
になるように航空券を手配してください。
上記の時間以外に到着/出発する場合、送
迎可否を申込み時にお尋ねください。
空港立ち合いエスコート・チェックインサ
ポートサービス　※6ページ参照

片道150USD　往復300USD

研修先での万一の事故・病気・損害に備え
て、プログラム参加する際には海外旅行保
険の加入を強くお勧めいたします。

2020年 1月
5日 12日 19日 26日

滞在可能期間 
/週 4 3 2 1

プログラム開講期間                                                                                                                    次の日程は授業はお休みです: 1/21, 1/4, 10/14  2020年： 1/20

追加料金 米ドル
スタンダードプラスコース追加料金/週 +45
インテンシブレジャープログラム/週 +130

1週目 2週目以降

ホームステイ �� 1025 840

カレッジ*      �� 1410 1225
レジデンス*  ��
*(6月23日ー8月24日)�

1470 1285

スタンダードコース（週20レッスン）、宿泊
施設（3食付）、レジャープログラム、空港
送迎往復、チームリーダーによる監督すべて
を含むパッケージ料金

1週間
USD 1.025から

パッケージ料金/週 米ドル
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1
4
才
-2
1
才
対
象

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク



ボストン校　1週間のサンプルプログラム （*インテンシブレジャープログラムの例）

日曜日 月曜日 火曜日  水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

午
前

 
 
 
 
 
 
 
 
 
到着

レベルチェックテスト 
語学レッスン：会話力、
文法、読解力、リスニン
グ、ライティングの強
化に取り組む

語学レッスン：会話力、
文法、読解力、リスニン
グ、ライティングの強
化に取り組む

語学レッスン：会話力、
文法、読解力、リスニン
グ、ライティングの強
化に取り組む

語学レッスン：会話力、
文法、読解力、リスニン
グ、ライティングの強
化に取り組む

語学レッスン：会話力、
文法、読解力、リスニン
グ、ライティングの強
化に取り組む

 
 
 
 
帰国

2週間以上
参加する方は
1日遠足：

USSコンスティテュ
ーション船とバン
カーヒルへ日帰り

ツアー

午
後

オリエンテーション
ツアー 
コース全体のご説明
や、アクティビティのご
案内、質問タイムなど

ボストンダックツアー
（バスツアー）*

ボストンフリーダムト
レイル

チャイナタウンツアー 有名なハーバード大
学訪問

夜

ホエールウォッチング
（ニューイングランド
水族館）*

ニューイングランド
動物園*

スカイウォーク天
文台*
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ボストン
古都ボストンは、世界的に有名な
ハーバード大学の本拠地であり、
その他52校の高等教育機関があ
ります。北米で一番大学が密集し
ている場所であり、重要な歴史的
建造物の宝庫でもあります。
100を超える大学などの高等教育
機関を持つ街としても知られ、「ア
メリカのアテネ」とも呼ばれるボス
トンはアメリカの中でも、最も教育
水準が高く、学生にやさしい街と
言えるでしょう。年間を通して素晴
らしいイベントやアート・エンター
テイメントの機会に恵まれています。
ボストンで有名なフィッシュアンド
チップスやベイクトビーンズ、クラ
ムチャウダーなどの料理、そして街
中の美しく装飾されたテラスをお
楽しみください。

アメリカ

帰国

14～2
1才対象
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ボ
ス
ト
ン

1
4
才
-2
1
才
対
象

ボストン校について: 当校はボストン中心部
に位置する歴史的な建造物が建ち並ぶエリ
アに位置しています。観光名所としてもし
られるショッピング街にも隣接しとても便
利です。
宿泊施設について: ホームステイ先から学校
までの所要時間は公共交通機関を利用して
およそ45分です。朝食と夕食は宿泊施設で
提供されますが、昼食にはランチボックス
を用意しますので、授業の後、他の受講生
と一緒に取ります。

コース: スタンダード＆スタンダードプラスコース  

(詳細は4ページ参照) レベル: A1-C1

監督体制: トレーニングを受けたチームリ
ーダーが生徒たちを常時監督します。 
(詳細は5ページ参照)
宿泊施設:
ホームステイ: �/�� 

1日3食 
昼食ランチボックス

カレッジ: ��/��� 
1日3食 
昼食ランチボックス

アクティビティ: 国際交流パーティー、ア
ウトレットでのショッピング、ボーリン
グ、観光ツアー、ボートツアー、スポーツ
観戦、バーベキュー、ビーチなど様々なイ
ベントへの参加が可能。

滞在期間に従って半日/終日ツアーがプロ
グラムに含まれます。（詳細は5ページ
参照）

空港送迎: ボストン・ローガン国際空港
（BOS）への到着・出発ともに午前9時か
ら午後9時の間になるように航空券を手配
してください。上記の時間以外に到着/出
発する場合、送迎可否を申込み時にお尋ね
ください。
空港立ち合いエスコート・チェックインサ
ポートサービス　※6ページ参照

片道150USD　往復300USD
研修先での万一の事故・病気・損害に備え
て、プログラム参加する際には海外旅行保
険の加入を強くお勧めいたします。

2019年 6月 7月 8月
23日 30日 7日 14日 21日 28日 4日 11日 18日 25日

滞在可能期間 
/週 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

プログラム開講期間                                                                       次の日程は授業はお休みです:  1/4 

追加料金 米ドル
スタンダードプラスコース追加料金/週 +45
インテンシブレジャープログラム/週 +130

1週目 2週目以降
ホームステイ �� 875 690

ホームステイ �� 895 710
カレッジ     ���
(8月17日まで滞在可能)�

1375 1190

カレッジ     �� 
(8月17日まで滞在可能)�

1445 1260

スタンダードコース（週20レッスン）、宿泊
施設（3食付）、レジャープログラム、空港
送迎往復、チームリーダーによる監督すべて
を含むパッケージ料金

1週間
USD 875から

パッケージ料金/週 米ドル
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ロサンゼルス
太陽の輝く街、ロサンゼルスに英
語留学しましょう！アメリカ映画と
テレビ業界の発祥地として、ロサン
ゼルスは世界中で有名な観光地が
たくさんあります。
素晴らしい気候と、見どころいっ
ぱいの場所を望むなら、ロサンゼ
ルス校に決まりですね！ロサンゼ
ルスからは南カリフォルニアの主
な観光名所、例えばビーチ、山岳
地帯、砂漠、ディズニーランド、
シックス・フラッグス・マジッ
ク・マウンテン、ナッツベリーフ
ァーム、パームスプリングスなど
への交通の便も大変よくなってい
ます。

ロサンゼルス校　1週間のサンプルプログラム （*インテンシブレジャープログラムの例）

日曜日 月曜日 火曜日  水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

午
前

 
 
 
 
 
 
 
 
 
到着

レベルチェックテスト 
語学レッスン：会話力、
文法、読解力、リスニン
グ、ライティングの強
化に取り組む

語学レッスン：会話力、
文法、読解力、リスニン
グ、ライティングの強
化に取り組む

語学レッスン：会話力、
文法、読解力、リスニン
グ、ライティングの強
化に取り組む

語学レッスン：会話力、
文法、読解力、リスニン
グ、ライティングの強
化に取り組む

語学レッスン：会話力、
文法、読解力、リスニン
グ、ライティングの強
化に取り組む

 
 
 
 
 
帰国

2週間以上
参加する方は
1日遠足：

シックスフラッグス
（遊園地）へ遠足

午
後

オリエンテーション
ツアー 
コース全体のご説明
や、アクティビティ
のご案内、質問タイ
ムなど

Mulligan's Fun Park
で様々なスポーツア
クティビティーを体験
しよう*

トーランスマーケット
を訪問

公園でスポーツを
楽しむ

美しいサンタモニカのビ
ーチを楽しもう*

夜

バーベキューパーテ
ィー*

皆で映画を見よう*

アメリカ

14～2
1才対象
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ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
 

1
4
才
-2
1
才
対
象

コース: スタンダード＆スタンダードプラスコース 
(詳細は4ページ参照) レベル: A1-C1

監督体制: トレーニングを受けたチームリ
ーダーが生徒たちを常時監督します。 
(詳細は5ページ参照)
宿泊施設:

ホームステイ: �/ ��  
1日3食 
昼食ランチボックス

レジデンス: �� 

1日3食 
昼食ランチボックス

アクティビティ: 国際交流パーティー, ア
ウトレットでのショッピング、 ボーリン
グ、レーザータグ、観光ツアー、スポーツ
観戦、ビーチ、ボートツアーなど様々なイ
ベントへの参加が可能。

滞在期間に従って半日/終日ツアーがプ
ログラムに含まれます。（詳細は5ペー
ジ参照）

空港送迎: ロサンゼルス国際空港（LAX）
への到着・出発ともに午前9時から午後9
時の間になるように 航空券の手配をして
ください。
空港立ち合いエスコート・チェックインサ
ポートサービス　※6ページ参照

片道150USD　往復300USD

研修先での万一の事故・病気・損害に備え
て、プログラム参加する際には海外旅行保
険の加入を強くお勧めいたします。

ロサンゼルス校について:　
当校はロサンゼルスのダウンタウンから約
30分のトーレンス地区にあります。この地
域はいわゆる郊外の高級住宅地で、多くの
人気テレビ番組やドラマの舞台にもなって
います。

宿泊施設について: ホームステイ先から学校
までの所要時間は公共交通機関を利用して
およそ45～60分です。朝食と夕食は宿泊施
設で提供されますが、昼食にはランチボッ
クスを用意しますので、授業の後、他の受
講生と一緒に取ります。

2019年 1月 3月 6月 7月 ８月
6日 13日 20日 27日 24日 31日 23日 30日 7日 14日 21日 28日 4日 11日 18日 25日

滞在可能期間 
/週 4 3 2 1 2 1 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

プログラム開講期間                                                                                 　　　　　　　　　　  次の日程は授業はお休みです: 1/21, 1/4 2020年：1/20 

追加料金 米ドル
スタンダードプラスコース追加料金/週 +45
インテンシブレジャープログラム/週 +130
終日ツアー:ユニバーサルスタジオ +200
終日ツアー:ディズニーランド +200
終日ツアー:サンタモニカピア水族館 +100

1週目  2週目以降
ホームステイ �� 925 740
ホームステイ � 945 760

レジデンス* �� 
*(6月23日ー8月24日)

1635 1450

スタンダードコース（週20レッスン）、宿泊
施設（3食付）、レジャープログラム、空港
送迎往復、チームリーダーによる監督すべて
を含むパッケージ料金

1週間
USD 925から

2020年 1月
5日 12日 19日 26日

滞在可能期間 
/週 4 3 2 1

パッケージ料金/週 米ドル



トロント校　1週間のサンプルプログラム （*インテンシブレジャープログラムの例）

日曜日 月曜日 火曜日  水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

午
前

 
 
 
 
 
 
 
 
 
到着

レベルチェックテスト 
語学レッスン：会話力、
文法、読解力、リスニン
グ、ライティングの強
化に取り組む

語学レッスン：会話
力、文法、読解力、リス
ニング、ライティング
の強化に取り組む

語学レッスン：会話
力、文法、読解力、リス
ニング、ライティング
の強化に取り組む

語学レッスン：会話
力、文法、読解力、リス
ニング、ライティング
の強化に取り組む

語学レッスン：会話
力、文法、読解力、リス
ニング、ライティング
の強化に取り組む

 
 
 
 

帰国
2週間以上参加す
る方は1日遠足：
ナイアガラの滝
または

ワンダーランド*
日帰りツアー

午
後

オリエンテーション
ツアー 
コース全体のご説明
や、アクティビティのご
案内、質問タイムなど

トロントの水族館
Ripley‘s Aqua-
rium*

CNタワーからトロン
トの街を見下ろす

トロントアイランドで
のカヌー体験*

ビーチ・デー：ビーチ
サイドでのゲーム＆
スポーツ
またはアルゴンキン
州立公園*

夜

ウェルカムパーティ
ー：たくさんのお友達
と知り合おう

ムービーナイト:英語
のリスニング力を試し
てみよう

ハーバーフロントセン
ター:開催中の様々な
文化イベントに参加

学校パーティ:クラス
メイト以外のお友達
を作ろう

26

トロント
世界で最も多くの人種・文化が共
存する多文化都市トロントを探
索しましょう！この町に留学する
と、世界中の国々の人達に出逢え
るといっても過言ではありません。
この町にはフレンドリーで暖かい
人々が集まっています。また活気
に満ちたダイナミックなトロント
は、イベントも豊富で、見どころ満
載です。
トロントはCNタワーやカサロマと
いった魅力的な建物やストリート
フェスティバル、またナイアガラ
の滝でも良く知られています。さ
あトロントで世界各国から集まる
人々との出逢いを楽しみましょう。

カナダ

14～2
1才対象
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2018年12月 1月 3月 4月 6月 7月 8月 9月 10月
30日 6日 13日 20日 27日 24日 31日 7日 14日 21日 23日 30日 7日 14日 21日 28日 4日 11日 18日 25日 29日 6日 13日 20日

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 4 3 2 1

ト
ロ
ン
ト

1
4
才
-2
1
才
対
象

コース:スタンダード＆インテンシブコース 
(詳細は4ページ参照) レベル: A1-C1

監督体制: トレーニングを受けたチームリ
ーダーが生徒たちを常時監督します。 
(詳細は5ページ参照)

宿泊施設:
ホームステイ:�/�� 

1日3食 
昼食ランチボックス

レジデンス: �/�� 
1日3食 
昼食ランチボックス

アクティビティ:スポーツ、観光、アウト
レットでのショッピング、ハイキング、映
画鑑賞、バーベキュー、国際交流パーティ
ーなど様々なイベントへの参加が可能。
滞在期間に従って半日/終日ツアーがプ
ログラムに含まれます。（詳細は5ペー
ジ参照）

 
空港送迎:トロント・ピアソン国際空港
(YYZ)への到着・出発ともに午前9時から
午後9時の間になるように航空券を手配し
てください。上記の時間以外に到着/出発
する場合、送迎可否を申込み時にお尋ねく
ださい。
空港立ち合いエスコート・チェックインサ
ポートサービス　※6ページ参照

片道150CAD　往復300CAD

研修先での万一の事故・病気・損害に備え
て、プログラム参加する際には海外旅行保
険の加入を強くお勧めいたします。

2020年 2019年12月 1月
29日 5日 12日 19日 26日

滞在可能期間 
/週 5 4 3 2 1

2019年
滞在可能期間 

/週

プログラム開講期間                                                                                        　　　　　　　　　次の日程は授業はお休みです: 4/19, 7/1, 8/5, 10/14, 1/1

トロント校について: 当校は町の中心である
「オールド・トロント地区」にあり、地下
鉄キング駅から数ブロックのところにあり
ます。ストリートカーまでは学校からほん
の数分の近さでとても便利なところにあり
ます。

宿泊施設について: ホームステイの1～2人
部屋、もしくはレジデンスの1～2人部屋か
ら選べます。朝食と夕食は宿泊施設で提供
されますが、昼食にはランチボックスを用
意しますので、授業の後、他の受講生と一
緒に取ります。レジデンスからは公共交通
機関を利用して約25分、ホストファミリー
宅からは通常60分程度です。

追加料金 カナダドル
インテンシブコース追加料金/週 +40
インテンシブレジャープログラム/週 +130

カストディアンシップ手配料
（18歳以下の方） +80

1週目 2週目以降
ホームステイ �� 860 695
ホームステイ � 915 750
レジデンス* �� 1225 1060
レジデンス* � 1275 1110
*(6月23日ー8月24日)

スタンダードコース（週20レッスン）、宿泊
施設（3食付）、レジャープログラム、空港
送迎往復、チームリーダーによる監督すべて
を含むパッケージ料金

1週間
CAD 860から

パッケージ料金/週 カナダドル



カルガリー
カルガリーは、山や自然、フレンド
リーな人々に囲まれた、”夢のカナ
ダ”と言えるでしょう。日帰り旅行
で探検できる近さにダイナソー州
立公園、ヘッド・スマッシュト・イ
ン・バッファロージャンプ、ウォー
タートン・グレーシャー国立平和
公園、ロッキーマウンテンといっ
た4つのユネスコ世界遺産公園が
あります。
毎年7月のはじめには、有名なカ
ルガリー・スタンピードが開催さ
れ、街はウェスタンスタイルの大
きなお祭りに変わります。カルガ
リーは山に魅了された人々には理
想の場所です。ウォーキングやク
ライミングだけがあなたが体験で
きるスポーツではありません。
オリンピック開催地であったこの
街は、たくさんの可能性を提供し
てくれるでしょう。
さあ、カウボーイの街カルガリー
を発見しに行きましょう！

カルガリー校　1週間のサンプルプログラム （*インテンシブレジャープログラムの例）

日曜日 月曜日 火曜日  水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

午
前

 
 
 
 
 
 
 
 
 
到着

レベルチェックテスト 
語学レッスン：会話力、
文法、読解力、リスニン
グ、ライティングの強
化に取り組む

語学レッスン：会話力、
文法、読解力、リスニン
グ、ライティングの強
化に取り組む

語学レッスン：会話力、
文法、読解力、リスニン
グ、ライティングの強
化に取り組む

語学レッスン：会話力、
文法、読解力、リスニン
グ、ライティングの強
化に取り組む

語学レッスン：会話力、
文法、読解力、リスニン
グ、ライティングの強
化に取り組む

 
 
 

帰国

2週間以上参加す
る方は１日遠足：
ルイーズ湖ツアー

午
後

オリエンテーション
ツアー 
コース全体のご説明
や、アクティビティのご
案内、質問タイムなど

シヌックセンター： 
色んなお店を回っ
てウィンドーショッ
ピング

エスケープルーム*: 
謎解き脱出ゲーム

カルガリータワー: 
カルガリーの街を
一望

プリンスアイランドパ
ーク: お友達と一緒に
ゲームを楽しむ*

夜

ウェルカムパーティ
ー：たくさんのお友達
と知り合おう

ムービーナイト:* 
英語のリスニング力を
試してみよう

グレンボー博物館：
カナダの歴史を発見*

フェアウェルパー
ティー

カナダ

14～2
1才対象
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2019年 6月 7月 8月
23日 30日 7日 14日 21日 28日 4日 11日 18日

滞在可能期間 
/週 9 8 7 6 5 4 3 2 1

プログラム開講期間                        　　　　　　　　　  次の日程は授業はお休みです:  7/1, 8/5

カルガリー校について: カルガリー校はダウ
ンタウンの中心部に位置しており、15年以
上運営しています。カルガリーはバンフ、
エドモントン、ウィスラー、バンクーバー
といった街とも近く、とても便利です。”語
学、文化、冒険”を経験できる理想の場所で
す。 
学校からGlobe CinemaやOh! Canada Re-
staurantまで徒歩数分、また大学やウォー
ターフロント、ミッション地区やケンジン
トンにもアクセスしやすく、ショッピング
やリラックスに理想的です。

コース: スタンダード＆インテンシブコース 

(詳細は4ページ参照) レベル: A1-C1

監督体制: トレーニングを受けたチームリー
ダーが生徒たちを常時監督します。 
(詳細は5ページ参照)

宿泊施設:

ホームステイ: � /�� 
1日3食 
昼食ランチボックス

アクティビティ:スポーツ、観光、アウトレ
ットでのショッピング、ハイキング、映画
鑑賞、バーベキュー、国際交流パーティー
など様々なイベントへの参加が可能。

滞在期間に従って半日/終日ツアーがプロ
グラムに含まれます。（詳細は5ページ
参照）

空港送迎:カルガリー国際空港(YYC)への到
着・出発ともに午前9時から午後6時の間
になるように航空券を手配してください。
上記の時間以外に到着/出発する場合、
送迎可否を申込み時にお尋ねください。 
空港立ち合いエスコート・チェックインサ
ポートサービス　※6ページ参照

片道150CAD　往復300CAD

研修先での万一の事故・病気・損害に備え
て、プログラム参加する際には海外旅行保
険の加入を強くお勧めいたします。
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カ
ル
ガ
リ
ー

追加料金 カナダドル
インテンシブコース追加料金/週 +40
インテンシブレジャープログラム/週 +130

カストディアンシップ手配料
（18歳以下の方） +80

1週目 2週目以降
ホームステイ �� 860 695
ホームステイ � 915 750

スタンダードコース（週20レッスン）、宿泊
施設（3食付）、レジャープログラム、空港
送迎往復、チームリーダーによる監督すべて
を含むパッケージ料金

1週間
CAD 860から

1
4
才
-2
1
才
対
象

パッケージ料金/週 カナダドル



バンクーバー校　1週間のサンプルプログラム （*インテンシブレジャープログラムの例）

日曜日 月曜日 火曜日  水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

午
前

 
 
 
 
 
 
 
到着

レベルチェックテスト 
語学レッスン：会話力、
文法、読解力、リスニン
グ、ライティングの強
化に取り組む

語学レッスン：会話力、
文法、読解力、リスニン
グ、ライティングの強
化に取り組む

語学レッスン：会話力、
文法、読解力、リスニン
グ、ライティングの強
化に取り組む

語学レッスン：会話力、
文法、読解力、リスニン
グ、ライティングの強
化に取り組む

語学レッスン：会話力、
文法、読解力、リスニン
グ、ライティングの強
化に取り組む

 
 
 
 
 

帰国　
2週間以上参加す
る方は1日遠足：
ヴィクトリア
または
遊園地*

日帰りツアー

午
後

オリエンテーション
ツアー 
コース全体のご説明
や、アクティビティのご
案内、質問タイムなど

バンクーバー水族館* ジェリコビーチでバレー
ボール*

Van Dusen植物園 サイエンスワールド

夜

ウェルカムパーティ
ー：たくさんのお友達
と知り合おう

スタンレーパークでス
ポーツ：サイクリング
ツアーに参加

ボーリングナイト：友
達と人気のスポーツを
楽しむ*

バーガーナイト：ただの
ファーストフードではな
く、味や質を堪能

30

バンクーバー
太平洋に面した最も美しく住みやす
い都市として知られるバンクーバー。
素晴らしい風景、穏やかな気候、そ
してフレンドリーな人々がバンクー
バーが人気の都市である理由です。
バンクーバーの美しい芸術や文化、
そして建造物も一つの魅力で、街は
新しいイベントなどでにぎわってい
ます。
山、ビーチ、ショッピング街と全て
に恵まれたこの都市では、どこへ行
くにもアクセスが良く、全ての季節
を通して色々なアクティビティを楽
しめます。

VANCOUVER

14～2
1才対象



2019年 6月 7月 8月
23日* 30日 7日 14日 21日 28日 4日 11日 18日

滞在可能期間 
/週 9 8 7 6 5 4 3 2 1

プログラム開講期間 *ホームステイのみ                            　 次の日程は授業はお休みです:  7/1, 8/5 

31

バ
ン
ク
ー
バ
ー

1
4
才
-2
1
才
対
象

バンクーバー校について:　バンクーバー
校はギャスタウンの中心部に位置し、新し
くリノベーションされた、美しい伝統的な
建築ビルの中にあります。公共交通機関の
乗り場も近くで、街の中心までも徒歩圏内
で大変便利です。ショッピングや観光の後
はスタンレーパークの自然の中でリラック
スすることができます。バンクーバーの文
化や歴史を体験する中で実践的に英語を身
に付けることができます。この都市は飽き
ることがないほどアクティビティの機会が
溢れています。気軽に相談できる学校スタ
ッフ、大きな学生ラウンジ、コンピュータ
室、無料Wifiの学校設備が揃うバンクーバ
ー校で英語を楽しく学びましょう。

宿泊施設について: ホームステイの1～2人
部屋、もしくはレジデンスの2人部屋から選
べます。朝食と夕食は宿泊施設で提供され
ますが、昼食にはランチボックスを用意し
ますので、授業の後、他の受講生と一緒に
取ります。ホストファミリー宅からは公共
交通機関を利用して通常50～60分程度、レ
ジデンスは徒歩10分です。

追加料金 カナダドル
インテンシブコース追加料金/週 +40

インテンシブレジャープログラム/週 +130

カストディアンシップ手配料
（18歳以下の方） +80

1週目 2週目以降
ホームステイ �� 860 695
ホームステイ � 915 750
レジデンス* �� 1250 1085

*(6月30日ー8月24日)

スタンダードコース（週20レッスン）、宿泊
施設（3食付）、レジャープログラム、空港
送迎往復、チームリーダーによる監督すべて
を含むパッケージ料金

1週間
CAD 860から

パッケージ料金/週 カナダドル

コース: スタンダード＆インテンシブコース 
(詳細は4ページ参照) レベル: A1-C1
監督体制: トレーニングを受けたチームリ
ーダーが生徒たちを常時監督します。 
(詳細は5ページ参照)
宿泊施設:
ホームステイ:� /�� 

1日3食、昼食ランチボッ
クス

レジデンス: �� 
1日3食、昼食ランチボッ
クス

アクティビティ: スポーツ、観光、アウトレ
ットでのショッピング、ハイキング、映画
鑑賞、バーベキュー、国際交流パーティー
など様々なイベントへの参加が可能。
滞在期間に従って半日/終日ツアーがプ
ログラムに含まれます。（詳細は5ペー
ジ参照）

空港送迎:バンクーバー国際空港(YVR)へ
の到着・出発ともに午前9時から午後9時
の間になるように航空券を手配してくだ
さい。上記の時間以外に到着/出発する場
合、送迎可否を申込み時にお尋ねくださ
い。
空港立ち合いエスコート・チェックインサ
ポートサービス　※6ページ参照

片道150CAD　往復300CAD

研修先での万一の事故・病気・損害に備え
て、プログラム参加する際には海外旅行保
険の加入を強くお勧めいたします。



モントリオール校　1週間のサンプルプログラム                                                                                                                                                                               （*インテンシブレジャープログラムの例）

日曜日 月曜日 火曜日  水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

午
前

 
 
 
 
 
 
 
 
 
到着

レベルチェックテスト 
語学レッスン：会話力、
文法、読解力、リスニン
グ、ライティングの強
化に取り組む

語学レッスン：会話力、
文法、読解力、リスニン
グ、ライティングの強
化に取り組む

語学レッスン：会話力、
文法、読解力、リスニン
グ、ライティングの強
化に取り組む

語学レッスン：会話力、
文法、読解力、リスニン
グ、ライティングの強
化に取り組む

語学レッスン：会話力、
文法、読解力、リスニン
グ、ライティングの強
化に取り組む

 
 
 
 

帰国　
2週間以上参加す
る方は1日遠足：
オタワ日帰りツアー
または
Jean-Doreビーチ*

午
後

オリエンテーション
ツアー 
コース全体のご説明
や、アクティビティ
のご案内、質問タイ
ムなど

ダウンタウンを散策
する

カヌーでカナダの自然
に触れる*

グレヴァン蝋人形館 学校近くの公園でス
ポーツ

夜

ウェルカムパーティ
ー：たくさんのお友
達と知り合おう

ジャズフェスティバル：
モントリオールは音楽
が有名なので、参加し
てみよう*

モン・ロワイヤルへピク
ニック*

バーベキュー：新しくで
きた友達と金曜日の夜
を楽しむ
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モントリオール 
セントローレンス川の島、モントリ
オールへようこそ。カナダで2番目
に大きい都市モントリオールには、
多文化、他民族、そしてそれぞれの
特徴を持った小さな島が周辺に点
在しています。モントリオール・ノー
トルダム聖堂やオリンピックスタジ
アム、アビタ67団地など、それぞれ
の特徴を持った美しい建造物があ
ります。
芸術、食、音楽、文化など、モントリ
オールはたくさんのアクティビティ
で溢れています。また北米で一番
治安の良い街としてもしられていま
す。四季折々の美しいモントリオー
ルを堪能してください！

カナダ

14～2
1才対象
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モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル

コース: スタンダード＆インテンシブコース 

コンビコース(英語＆フランス語20+10) 
(詳細は4ページ参照) レベル: A0-C1

監督体制: トレーニングを受けたチームリ
ーダーが生徒たちを常時監督します。 
(詳細は5ページ参照)

宿泊施設:

ホームス
テイ:

� /�� 

1日3食 
昼食ランチボックス

レジデンス: �� 

1日3食 
昼食ランチボックス

アクティビティ: スポーツ、観光、美術
館、ショッピングツアー、ハイキング、映
画鑑賞、バーベキュー、ピクニック、国際
交流パーティーなど様々なイベントへの参
加が可能。
滞在期間に従って半日/終日ツアーがプロ
グラムに含まれます。（詳細は4ページ
参照）

空港送迎: モントリオール・トルドー国際
空港(YUL)への到着・出発ともに午前9時
から午後9時の間になるように航空券を手
配してください。上記の時間以外に到着/
出発する場合、送迎可否を申込み時にお尋
ねください。
空港立ち合いエスコート・チェックインサ
ポートサービス　※6ページ参照

片道150CAD　往復300CAD

研修先での万一の事故・病気・損害に備え
て、プログラム参加する際には海外旅行保
険の加入を強くお勧めいたします。

モントリオール校について:　
当校はダウンタウンの中心に位置するシャ
ーブルック通りとクレセント通りの角にあ
り、周辺にはモントリオール美術館やリッ
ツカールトンホテル、高級デパートのホル
トレンフュリューデパートがあります。 

宿泊施設について: 2タイプの宿泊施設、
ホームステイもしくはレジデンスから選べ
ます。学校までの所要時間は公共交通機関
を利用して、レジデンスからはおよそ15
分～25分、ホストファミリー宅からは通常
30～45分です。

2019年 4月 6月 7月 8月
7日 14日 21日 23日 30日 7日 14日 21日 28日 4日 11日 18日 25日

滞在可能期間 
/週 3 2 1 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

次の日程は授業はお休みです:  
4/19, 7/1, 8/5

プログラム開講期間 

1
4
才
-2
1
才
対
象

追加料金 カナダドル
インテンシブコース追加料金/週 +40
コンビコース（英語＆フランス語）/週 +40
インテンシブレジャープログラム/週 +130

カストディアンシップ手配料
（18歳以下の方） +80

1週目 2週目以降
ホームステイ �� 865 700
ホームステイ � 920 755
レジデンス* �� 1365 1200
*(6月23日ー8月24日)

スタンダードコース（週20レッスン）、宿泊
施設（3食付）、レジャープログラム、空港
送迎往復、チームリーダーによる監督すべて
を含むパッケージ料金

1週間
CAD 865から

パッケージ料金/週 カナダドル



パリ校　1週間のサンプルプログラム
日曜日 月曜日 火曜日  水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

午
前

 
 
 
 
 
 
 
 
 
到着

レベルチェックテスト 
語学レッスン：会話力、
文法、読解力、リスニン
グ、ライティングの強
化に取り組む

語学レッスン：会話力、
文法、読解力、リスニン
グ、ライティングの強
化に取り組む

語学レッスン：会話力、
文法、読解力、リスニン
グ、ライティングの強
化に取り組む

語学レッスン：会話力、
文法、読解力、リスニン
グ、ライティングの強
化に取り組む

語学レッスン：会話力、
文法、読解力、リスニン
グ、ライティングの強
化に取り組む

 
 
 

 
帰国

2週間以上
参加する方は
1日遠足：

ラ・デファンス＆
グランダルシュ訪問

午
後

オリエンテーション
ツアー 
コース全体のご説明
や、アクティビティのご
案内、質問タイムなど

シテ島＆ノートルダム
寺院:シテ島の中世カト
リック大聖堂を訪れる

ルーブル美術館:世界
最大の美術館であり、
パリの象徴でもある
ルーブル美術館での
ツアー

サクレ・クール寺院:パリ
市内を見晴らす

夜

ウェルカムパーティ
ー：たくさんのお友達
と知り合おう

セーヌ川:ボートツアーで
セーヌ川からパリの街並
みを楽しむ
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パリ
フランスの首都であり「光の都市」と
も呼ばれるパリは文字通り、世界で
最も美しい都市のひとつです。街を
歩けば有名なモニュメントや歴史
的建造物、史跡に遭遇します。エッフ
ェル塔、ノートルダム寺院、ルーブル
美術館、凱旋門、廃兵院など数えき
れません。この都市の芸術、音楽、フ
ァッション、文学、そして建築は、至
福の時をもたらしてくれることでし
ょう。そんなパリの魅力を、本プログ
ラムの知識豊富なチームリーダーに
よるガイドで巡ることができます。

フランス

16～2
1才対象
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パ
リ

パリ校について: 
パリ校は1986年にパリ大学区(Rectorat 
de Paris)とフランス文部省に公式に認定さ
れて開校した私立教育機関です。当校はパ
リ市内中心部のルージュモン通りにありま
す。ここはパリの歴史、文化、芸術そして
経済の中心地で、パリの9区に位置します。
学校は、メトロの最寄り駅、グランブルバ
ール駅より徒歩3分と通学にも便利で、近辺
にたくさんの美術館、レストラン、カフェ
などがあります。

宿泊施設について: 
留学中はホストファミリー宅の2人部屋に他
の受講生と一緒に滞在します。ステイ先か
ら学校までの通学時間は公共交通機関で20
～30分です。朝食と夕食はホストファミリ
ー宅で提供され、昼食にはランチボックス
が用意されます。 2019年 6月 7月 8月

23日 30日 7日 14日 21日 28日 4日 11日

滞在可能期間 
/週 8 7 6 5 4 3 2 1

次の日程は授業はお休みです: 8/15

プログラム開講期間 

1週目 2週目以降
ホームステイ �� 725 630

スタンダードコース（週20レッスン）、宿泊
施設（3食付）、レジャープログラム、空港
送迎往復、チームリーダーによる監督すべて
を含むパッケージ料金

1週間
EUR 725から

パッケージ料金/週 ユーロ

1
5
才
-2
1
才
対
象

コース: スタンダードコース
(詳細は4ページ参照) レベル: A0-B1

監督体制: トレーニングを受けたチームリ
ーダーが生徒たちを常時監督します。 
(詳細は5ページ参照)

宿泊施設:
ホームステイ: �� 

1日3食 
昼食ランチボックス

アクティビティ:スポーツアクティビティ、
バーベキュー、観光、ボートトリップ、美
術館、国際交流パーティー、DVD鑑賞な
ど様々なイベントへの参加が可能。

滞在期間に従って半日/終日ツアーがプ
ログラムに含まれます。（詳細は5ペー
ジ参照）

空港送迎:シャルル・ド・ゴール空港
(CDG)およびオルリー空港(ORY)への到
着・出発ともに午前9時から午後5時の間
になるように航空券を手配してください。
空港立ち合いエスコート・チェックインサ
ポートサービス　※6ページ参照

片道150EUR　往復300EUR

研修先での万一の事故・病気・損害に備え
て、プログラム参加する際には海外旅行保
険の加入を強くお勧めいたします。
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ニース校　1週間のサンプルプログラム （*インテンシブレジャープログラムの例）

日曜日 月曜日 火曜日  水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

午
前

 
 
 
 
 
 
 
 
 
到着

レベルチェックテスト 
語学レッスン：会話力、
文法、読解力、リスニン
グ、ライティングの強
化に取り組む

語学レッスン：会話力、
文法、読解力、リスニン
グ、ライティングの強
化に取り組む

語学レッスン：会話力、
文法、読解力、リスニン
グ、ライティングの強
化に取り組む

語学レッスン：会話力、
文法、読解力、リスニン
グ、ライティングの強
化に取り組む

語学レッスン：会話力、
文法、読解力、リスニン
グ、ライティングの強
化に取り組む

 
 
 

帰国

2週間以上
参加する方は
1日遠足：
カンヌツアー

午
後

オリエンテーション
ツアー 
コース全体のご説明
や、アクティビティのご
案内、質問タイムなど

パーク・フェニックス:
ニースの植物園・動物
園を訪れる

アンティーブ訪問:
まるで絵にかいたよう
な海岸沿いのリゾート
街を訪ねる

ヴィルフランシュ＝シ
ュル＝メール:美しい
入り江の南フランスの
田舎町* 

夜

ウェルカムパーティ
ー：たくさんのお友達
と知り合おう

 
ボーリング*

クレープ試食:フランス
を代表するクレープの
作り方を学ぼう*

オープンエアシネマ* フェアウェルパー
ティー

フランス

13～2
1才対象

ニース
美しいコートダジュールの中心に
位置するニースは、この地域で大
変有名な二つの都市、モナコとカ
ンヌの間にあります。この都市は訪
れた人に魔法をかけてしまう魅力
があります。
夏の期間、ニースのビーチは人々
で賑わいます。カヌー、バナナボー
ト、ウォータースキーなどのビーチ
アクティビティを楽しむことがでい
ます。ビーチのほかにも美術館・博
物館を巡ったり、世界に名高いマ
ルシェ (朝市) が催されるサレヤ
広場を散策してもいいですし、無
数の路地からなるニース歴史地区
を観光することもできます。カフェ
やビストロ巡りも良いでしょう。映
画スターもよく訪れるというプロ
ムナード・デ・ザングレの海岸遊歩
道を散策するのもお忘れなく。
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ニース校について: 当校のメインの校舎もサ
マースクールに使用する校舎のどちらもニ
ース市内中心部に位置します。海岸や有名
なプロムナード・デ・ザングレからも徒歩
圏内です。学校はベルエポックを象徴する
美しい建物の中にあり、教室、学生休憩室
にはインターネット環境が整っています。
交通機関の乗り場もすぐ近くに位置してい
ます。

宿泊施設について: 2タイプの宿泊施設から
選べます。ホームステイの2人部屋か、レジ
デンスの2人部屋に他の受講生と一緒に滞
在します。レジデンスから学校や海岸まで
は、徒歩でほんの20分という近さです。

ニ
ー
ス

2019年 4月 6月 6月 7月 8月 8月 9月 9月 10月
7日 14日 21日 9日 16日 23日 30日 7日 14日 21日 28日 4日 11日 18日 25日 1日 29日 6日 13日 20日

滞在可能期間 
/週 3 2 1 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 4 3 2 1

次の日程は授業はお休みです:  
4/22, 6/10, 8/15

プログラム開講期間とシーズン   

Season A 1週目 2週目以降
ホームステイ �� 545 500

Season B 1週目 2週目以降
ホームステイ �� 575 530

Season C 1週目 2週目以降
ホームステイ �� 615 570

レジデンス* �� 
*(6月23日ー8月24日) 895 850

スタンダードコース（週20レッスン）、宿泊
施設（3食付）、レジャープログラム、空港
送迎往復、チームリーダーによる監督すべて
を含むパッケージ料金

1週間
EUR 545から

パッケージ料金/週 ユーロ

1
3
才
-2
1
才
対
象

追加料金 ユーロ
インテンシブコース追加料金/週 +70
インテンシブレジャープログラム/週 +60

コース: スタンダード＆インテンシブコース 
(詳細は4ページ参照) レベル: A0-B2

監督体制: トレーニングを受けたチームリ
ーダーが生徒たちを常時監督します。 
(詳細は5ページ参照)

宿泊施設:

ホームステイ: ��  
1日3食 
昼食ランチボックス

レジデンス: �� 

各部屋にバスルーム有 
1日3食 
昼食ランチボックス

アクティビティ: 国際交流パーティー、アウ
トレットでのショッピング、ボーリング、
観光、スポーツ、バーベキュー、ビーチア
クティビティ、ボートトリップなど様々な
イベントへの参加が可能。

滞在期間に従って半日/終日ツアーがプ
ログラムに含まれます。（詳細は5ペー
ジ参照）

空港送迎: ニース空港(NCE)への到着・出
発ともに午前8時から午後8時の間になる
ように航空券を手配してください。
空港立ち合いエスコート・チェックインサ
ポートサービス　※6ページ参照

片道150EUR　往復300EUR

研修先での万一の事故・病気・損害に備え
て、プログラム参加する際には海外旅行保
険の加入を強くお勧めいたします。



フランクフルト校　1週間のサンプルプログラム （*インテンシブレジャープログラムの例）

日曜日 月曜日 火曜日  水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

午
前

 
 
 
 
 
 
 
 
 
到着

レベルチェックテスト 
語学レッスン：会話力、
文法、読解力、リスニン
グ、ライティングの強
化に取り組む

語学レッスン：会話力、
文法、読解力、リスニン
グ、ライティングの強
化に取り組む

語学レッスン：会話力、
文法、読解力、リスニン
グ、ライティングの強
化に取り組む

語学レッスン：会話力、
文法、読解力、リスニン
グ、ライティングの強
化に取り組む

語学レッスン：会話力、
文法、読解力、リスニン
グ、ライティングの強
化に取り組む

 
 
 
 
 
帰国

2週間以上
参加する方は
1日遠足↓

ハイデルベルク
ツアー

午
後

オリエンテーション
ツアー 
コース全体のご説明
や、アクティビティのご
案内、質問タイムなど

ゲーテ博物館:ドイツ
を代表する文豪の生
家を訪ねる

*マインタワー:高層ビ
ルの一つマインタワー
からフランクフルトを
一望する

ゼンケンベルグ自然
博物館:ドイツ最大の
自然博物館を訪れる

*ボートに乗ってマイ
ン川からフランクフ
ルトの高層ビル群を
眺める

夜

ウェルカムパーティ
ー：たくさんのお友達
と知り合おう

*レーザータグ： 
学校の友達とレーザ
ータグを楽しもう

*ムービーナイト:映画
を見ながらドイツ語を
勉強しましょう

フェアウェルパー
ティー
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フランクフルト
フランクフルトは、かつて重要な内
陸港であり、貿易の中心でもあり
ました。現在はロンドンに次ぐ、ヨ
ーロッパ最大の経済中心地として
有名です。高層建築物の街として
知られるフランクフルトですが、街
に多く残る古い建築物はみごとに
修復され、絵から出てきたような
美しさを放っています。数百ものイ
ンターナショナル企業が集まるフ
ランクフルトは、多文化都市として
ドイツ語、英語を学ぶ最適な場所
です。

ドイツ

13～2
1才対象
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1
3
才
-2
1
才
対
象

フランクフルト校について: 当校はザクセ
ンハウゼンと呼ばれる市内でもおしゃれで
閑静な住宅街の一角にあり、マイン川まで
徒歩数分、市内中心部へも徒歩で10分ほど
で、大変便利なエリアです。
宿泊施設について: 宿泊施設は3タイプから
選べます。厳選されたホームステイの1-2人
部屋、またはレジデンスの4人部屋、もしく
はホテルの2人部屋から選べます。ホームス
テイ先からの通学は公共交通機関で45分程
度かかることが多いです。レジデンスとホ
テルは学校から徒歩10分程度の距離のとこ
ろにあります。日本人スタッフ有。

2019年 6月 7月 8月 8月 9月 9月 10月
16日 23日 30日 7日 14日 21日 28日 4日 11日 18日 25日 1日 29日 6日

滞在可能期間 
/週 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 1  

次の日程は授業はお休みです: 
6/10, 6/20, 10/3

プログラム開講期間とシーズン   

追加料金 ユーロ
インテンシブコース追加料金/週 +60
インテンシブレジャープログラム/週 +80

Season A *英語コースのみ 1週目 2週目以降
ホームステイ �� 590 545
ホームステイ � 615 570

Season B 1週目 2週目以降
ホームステイ �� 600 555
ホームステイ � 625 580

Season C 1週目 2週目以降
ホームステイ �� 610 565
ホームステイ � 635 590
レジデンス ���� 690 645
ホテル  �� 830 785

スタンダードコース（週20レッスン）、宿泊
施設（3食付）、レジャープログラム、空港
送迎往復、チームリーダーによる監督すべて
を含むパッケージ料金

1週間
EUR 590から

パッケージ料金/週 ユーロ

コース: スタンダード＆インテンシブコース 
(詳細は4ページ参照) レベル: A0-C1

監督体制: トレーニングを受けたチームリ
ーダーが生徒たちを常時監督します。 
(詳細は5ページ参照)

宿泊施設:

ホームステイ:�⁄�� 

1日3食, 昼食ランチボックス

レジデンス: ���� 

バスルーム共有,1日3食 
昼食ランチボックス

 ホテル: �� 
1日3食, 昼食ランチボックス

アクティビティ: スポーツ、ゲーム大会、映
画鑑賞、バーベキュー、ボートトリップ、
美術館、ボーリング、カラオケ、観光など
様々なイベントへの参加が可能。

滞在期間に従って半日/終日ツアーがプロ
グラムに含まれます。（詳細は5ページ
参照）

 

空港送迎: フランクフルト国際空港(FRA)
への到着・出発ともに午前9時から午後7
時の間になるように航空券を手配してくだ
さい。
空港立ち合いエスコート・チェックインサ
ポートサービス　※6ページ参照

片道150EUR　往復300EUR

研修先での万一の事故・病気・損害に備え
て、プログラム参加する際には海外旅行保
険の加入を強くお勧めいたします。

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト



ミュンヘン校　1週間のサンプルプログラム （*インテンシブレジャープログラムの例）

日曜日 月曜日 火曜日  水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

午
前

 
 
 
 
 
 
 
 
 
到着

レベルチェックテスト 
語学レッスン：会話力、
文法、読解力、リスニン
グ、ライティングの強
化に取り組む

語学レッスン：会話力、
文法、読解力、リスニン
グ、ライティングの強
化に取り組む

語学レッスン：会話力、
文法、読解力、リスニン
グ、ライティングの強
化に取り組む

語学レッスン：会話力、
文法、読解力、リスニン
グ、ライティングの強
化に取り組む

語学レッスン：会話力、
文法、読解力、リスニン
グ、ライティングの強
化に取り組む

 
 
 
 

帰国

2週間以上
参加する方は
1日遠足：

ノイシュヴァンシュタ
イン城ツアー

午
後

オリエンテーション
ツアー 
コース全体のご説明
や、アクティビティのご
案内、質問タイムなど

BMW博物館：ミュ
ンヘンを拠点とする
るドイツの代表的
車、BMWの歴史と未
来を見る 

ミュンヘンにあるレン
バッハハウス美術館
を訪問*

アレアンツアレーナ：
ドイツ人気No1のサッ
カーチームのホームグ
ラウンドを訪ねる

公園でスポーツを楽し
みましょう

夜

イングリッシュガーデ
ンにてウェルカムパー
ティー：
たくさん友達をつくり
ましょう

*学校のお友達とボー
リングを楽しもう

* カラオケナイト *イングリッシュガーデ
ン：ドイツ料理を持っ
てピクニック
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ミュンヘン
この都市は様々な美術館、カフ
ェ、マーケットで人々を魅了しま
す。歴史的風景が色濃くのこる
バイエルン州の人々は、ドイツ
の文化、歴史、伝統を愛してい
ます。オリンピック競技場、イ
ングリッシュガーデンのサーフ
ィン、BMW博物館、FCバイエ
ルンミュンヘンの試合をアレア
ンツアレーナで見るなど…ミュ
ンヘンでの楽しみ方はたくさ
んあり、留学先として理想の都
市です。

ドイツ

16～2
1才対象
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ミ
ュ
ン
ヘ
ン

1
6
才
-2
1
才
対
象

ミュンヘン校について: 
当校は賑やかな街の中心地に近いシュヴァ
ービング・ウエストという地区にあり、ド
イツで随一を誇る大きさのイングリッシ
ュガーデンも徒歩圏内という位置にありま
す。ドイツ語の文法や読解力、ライティン
グ力、リスニング力と会話力の向上を、楽
しみながら目指します。

宿泊施設について： 
ドイツ現地の人々の生活を体験できるホー
ムステイもしくは他の学生と滞在するレジ
デンスから選択していただけます。ホーム
ステイ滞在では食事は3食ともホストファ
ミリーが用意してくれます。レジデンスは
　3-6人部屋、ホストファミリーは1人部屋
となっています。

2019年 6月 7月 8月
23日 30日 7日 14日 21日 28日 4日 11日 18日

滞在可能期間 
/週 9 8 7 6 5 4 3 2 1

次の日程は授業はお休みです: 8/15

プログラム開講期間  

追加料金 ユーロ
インテンシブレジャープログラム/週 +80

1週目 2週目以降
ホームステイ � 705 635
レジデンス ���+ 895 825

スタンダードコース（週20レッスン）、宿泊
施設（3食付）、レジャープログラム、空港
送迎往復、チームリーダーによる監督すべて
を含むパッケージ料金

1週間
EUR 705から

パッケージ料金/週 ユーロ

コース: スタンダードコース 
(詳細は4ページ参照) レベル: A0-B2

監督体制: トレーニングを受けたチームリ
ーダーが生徒たちを常時監督します。 
(詳細は5ページ参照)

宿泊施設:

ホームス
テイ: 

�  
1日3食 
昼食ランチボックス

レジデンス: ���+ (3-6)  
1日3食 
昼食ランチボックス

アクティビティ: 観光ツアー、クイズナイ
ト、タレントショー、バーベキュー、カラ
オケ、ボーリング、サッカーなど様々なイ
ベントへの参加が可能。

滞在期間に従って半日/終日ツアーがプロ
グラムに含まれます。（詳細は5ページ
参照）

空港送迎:ミュンヘン空港(MUC))への到着
は午前10時から午後7時の間、出発は午前
8時から午後5時の間になるように航空券
を手配してください。
空港立ち合いエスコート・チェックインサ
ポートサービス　※6ページ参照

片道150EUR　往復300EUR

研修先での万一の事故・病気・損害に備え
て、プログラム参加する際には海外旅行保
険の加入を強くお勧めいたします。



バルセロナ校　1週間のサンプルプログラム （*インテンシブレジャープログラムの例）

日曜日 月曜日 火曜日  水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

午
前

 
 
 
 
 
 
 
 
 
到着

レベルチェックテスト 
語学レッスン：会話力、
文法、読解力、リスニン
グ、ライティングの強
化に取り組む

語学レッスン：会話力、
文法、読解力、リスニン
グ、ライティングの強
化に取り組む

語学レッスン：会話力、
文法、読解力、リスニン
グ、ライティングの強
化に取り組む

語学レッスン：会話力、
文法、読解力、リスニン
グ、ライティングの強
化に取り組む

語学レッスン：会話力、
文法、読解力、リスニン
グ、ライティングの強
化に取り組む

 
 
 
 
 
帰国

2週間以上
参加する方は
1日遠足↓

タラゴナツアー

午
後

オリエンテーション
ツアー 
コース全体のご説明
や、アクティビティのご
案内、質問タイムなど

観光ツアー:人気の観
光スポットを訪れる

*バルセロナビーチ:地
中海のビーチを眩しい
太陽のもと楽しむ

*グエル公園:ガウデ
ィの美しい作品群を
楽しむ

夜

ウェルカムパーティー：
たくさんのお友達と知
り合おう

*バーベキュー:学校の
お友達と交流

*タパスナイト:スペイ
ン料理といえばタパス

カンプ・ノウ:FCバル
セロナのホームグラウ
ンドを訪れる

フェアウェルパー
ティー
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バルセロナ
バルセロナはヨーロッパの最も魅
力的な街の一つと言われており、活
気ある地中海沿岸の大都市です。カ
タルーニャ音楽堂や、ランブラス通
り、美しい港沿いの散策を楽しんで
ください。世界中からやってきた芸
術家や音楽家に出会えることでしょ
う。グエル公園からサグラダ・ファミ
リアに至るまで、ここバルセロナで
はガウディほど建築物や記念碑に
大きな影響を与えた人物はいませ
ん。

スペイン

14～2
1才対象



2019年 6月 6月 7月 8月 8月 9月 9月 10月
9日 16日* 23日* 30日 7日 14日 21日 28日 4日 11日 18日 25日 1日 29日 6日 13日 20日

滞在可能期間 
/週 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 4 3 2 1

次の日程は授業はお休みです: 
6/10, 6/24, 8/15

プログラム開講期間とシーズン  *ホームステイのみ                                

43

バ
ル
セ
ロ
ナ

バルセロナ校について: 当校は市内中心部に
位置しており、大聖堂やゴシック地区、買
い物客で毎日賑わうランブラス通りに徒歩
数分の距離です。さらに海岸へも徒歩でい
くことができるので、授業の後にお友達と
一緒に海沿いの散策を楽しんでいただけま
す。観光スポットをはじめ、バルセロナ最
大のショッピング街ランブラスやタパスバ
ー、ギャラリーなどへ簡単にアクセスでき
ます。リラックスしたアットホームな環境
の中でスペイン語を習得しながら、現地で
の生活経験を積むことができます。

宿泊施設について: ホームステイ、もしく
はレジデンスの2～3人部屋から選べます。
朝食と夕食は宿泊施設で、昼食はランチボ
ックスが用意されますので、授業の後、学
校のラウンジで他の受講生と一緒に取りま
す。

追加料金 ユーロ

インテンシブコース追加料金/週 +50

インテンシブレジャープログラム/週 +60

Season A 1週目 2週目以降
ホームステイ ��+ 515 470

Season B 1週目 2週目以降
ホームステイ ��+ 530 485

Season C 1週目 2週目以降
ホームステイ ��+ 545 500
レジデンス ��+ 645 600

スタンダードコース（週20レッスン）、宿泊
施設（3食付）、レジャープログラム、空港
送迎往復、チームリーダーによる監督すべて
を含むパッケージ料金

1週間
EUR    515から

パッケージ料金/週 ユーロ

コース: スタンダード＆インテンシブコース 
(詳細は4ページ参照) レベル: A0-C1

監督体制: トレーニングを受けたチームリ
ーダーが生徒たちを常時監督します。 
(詳細は5ページ参照)

宿泊施設:

ホームス
テイ: 

��+ (2-3) 

1日3食 
昼食ランチボックス

レジデンス: ��+ (2-3)  
1日3食 
昼食ランチボックス
※14歳～16歳の方はレ
ジデンス滞在をお勧めし
ます。

アクティビティ:スポーツ、ビーチアクテ
ィビティ、観光、タパスツアー、サルサ、
ボートツアー、美術館、映画鑑賞、カラオ
ケ など様々なイベントへの参加が可能。
滞在期間に従って半日/終日ツアーがプ
ログラムに含まれます。（詳細は5ペー
ジ参照）

空港送迎:バルセロナ空港(BCN)への到
着・出発ともに午前9時から午後7時の間
になるように航空券を手配してください。
空港立ち合いエスコート・チェックインサ
ポートサービス　※6ページ参照

片道150EUR　往復300EUR

研修先での万一の事故・病気・損害に備え
て、プログラム参加する際には海外旅行保
険の加入を強くお勧めいたします。
1
4
才
-2
1
才
対
象

��



マラガ校　1週間のサンプルプログラム （*インテンシブレジャープログラムの例）

日曜日 月曜日 火曜日  水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

午
前

 
 
 
 
 
 
 
 
 
到着

レベルチェックテスト 
語学レッスン：会話力、
文法、読解力、リスニン
グ、ライティングの強
化に取り組む

語学レッスン：会話力、
文法、読解力、リスニン
グ、ライティングの強
化に取り組む

語学レッスン：会話力、
文法、読解力、リスニン
グ、ライティングの強
化に取り組む

語学レッスン：会話力、
文法、読解力、リスニン
グ、ライティングの強
化に取り組む

語学レッスン：会話力、
文法、読解力、リスニン
グ、ライティングの強
化に取り組む

 
 
 

 
帰国

2週間以上
参加する方は
1日遠足：

グラナダツアー
もしくは

マラガのボート
ツアー*

午
後

オリエンテーション
ツアー 
コース全体のご説明
や、アクティビティのご
案内、質問タイムなど

ピカソ美術館:世界的に
有名な画家ピカソの生
家を訪れる

ビーチバレー *ビブラルファル城:古代
アラビア調のお城を訪
れ、マラガの街を一望

マラガクイズ＆写真コ
ンテスト

夜

ウェルカムパーティー：
たくさんのお友達と知
り合おう

*フランメンコレッスン:
アンダルシア伝統のダ
ンスを学ぶ

*ムービーナイト:スペイ
ン語のリスニング力を
試してみよう

 バーベキューナイト:学
校のお友達と交流
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マラガ
マラガはアンダルシア地方の地
中海に面した国際都市です。太陽
の海岸と呼ばれ、一年を通して美
しく晴れた穏やかな気候に恵ま
れています。マラガは、スペイン第
二の港として知られています。数多
くの美術館や歴史的遺産など、文
化的な見所が沢山あり、スペイン
の中でも観光地として最も人気
が高く、またピカソが生まれた場
所としても有名です。レッスンが
終わった後は、本場のスペイン料
理、スペインの音楽、そして美術
館などに足を運び芸術に触れ、視
野そしてコミュニケーションの幅
を広げていくと良いでしょう。18
歳以上の方には、パッケージ以
外のプログラムとして、グラナダ
やセビージャ、モロッコ等への
旅行を手配することも可能です。 

 

スペイン

14～2
1才対象
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2019年 4月 6月 7月 8月 8月 9月 10月
7日 14日 21日 23日 30日 7日 14日 21日 28日 4日 11日 18日 25日 29日 6日 13日 20日

滞在可能期間 
/週 3 2 1 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 4 3 2 1

マ
ラ
ガ

追加料金 ユーロ
インテンシブコース追加料金/週 +50
インテンシブレジャープログラム/週 +60

マラガ校について: マラガ校はアンダルシア
風のヴィラ内にあり、スペインの文化、外
国語を愛する人々から、そのアカデミック
な学習方法が高い評価を得ています。学校
は都市のマラガ繁華街から2キロほど離れた
エルパロという地区に位置し、ビーチまで
もたった100メートルという大変便利なロ
ケーションにあります。ビーチには学校所
有のビーチクラブ”La Tortuga”があり、生
徒たちを温かく迎え入れます。公共交通機
関を使えば市街地までも簡単にアクセスが
できます。本校はスペイン語を楽しみなが
ら実践的に学べる素晴らしい環境です。

宿泊施設について: 宿泊施設はホームステイ
もしくはレジデンスの2タイプから選べま
す。ホームステイ先の殆どは学校から徒歩
圏内の距離にあり、レジデンスは公共交通
機関を利用して20分圏内にあります。

コース: スタンダード＆インテンシブコース 
(詳細は4ページ参照) レベル: A0-C1

監督体制: トレーニングを受けたチームリ
ーダーが生徒たちを常時監督します。 
(詳細は5ページ参照)

宿泊施設:

ホームス
テイ: 

�� 

1日3食, 昼食はキャンパ
スにて

レジデンス: ��+(2-4)  
1日3食, 昼食はキャンパ
スにて

アクティビティ: 各種スポーツ、バーベキ
ュー、観光、ビーチアクティビティ、美術
館、ボートツアー、映画鑑賞、カラオケ、
タパスツアー など様々なイベントへの参加
が可能。

滞在期間に従って半日/終日ツアーがプロ
グラムに含まれます。（詳細は5ページ
参照）

空港送迎: 空港送迎 マラガ国際空港(AGP)
への到着・出発ともに午前9時から午後7時
の間になるように航空券を手配してくださ
い。
空港立ち合いエスコート・チェックインサ
ポートサービス　※6ページ参照

片道150EUR　往復300EUR

研修先での万一の事故・病気・損害に備え
て、プログラム参加する際には海外旅行保
険の加入を強くお勧めいたします。

Season C 1週目 2週目以降
ホームステイ �� 520 480
レジデンス ��+ 630 590

Season A 1週目 2週目以降
ホームステイ �� 460 420
レジデンス ��+ 570 530

Season B 1週目 2週目以降
ホームステイ �� 485 445
レジデンス ��+ 595 555

次の日程は授業はお休みです:  
4/19, 8/15, 8/19 

プログラム開講期間とシーズン

スタンダードコース（週20レッスン）、宿泊
施設（3食付）、レジャープログラム、空港
送迎往復、チームリーダーによる監督すべて
を含むパッケージ料金

1週間
EUR     460から

パッケージ料金/週 ユーロ

1
3
才
-2
1
才
対
象



フィレンツェ校　1週間のサンプルプログラム （*インテンシブレジャープログラムの例）

日曜日 月曜日 火曜日  水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

午
前

 
 
 
 
 
 
 
 
 
到着

レベルチェックテスト 
語学レッスン：会話力、
文法、読解力、リスニン
グ、ライティングの強
化に取り組む

語学レッスン：会話力、
文法、読解力、リスニン
グ、ライティングの強
化に取り組む

語学レッスン：会話力、
文法、読解力、リスニン
グ、ライティングの強
化に取り組む

語学レッスン：会話力、
文法、読解力、リスニン
グ、ライティングの強
化に取り組む

語学レッスン：会話力、
文法、読解力、リスニン
グ、ライティングの強
化に取り組む

 
 
 

 
帰国

2週間以上
参加する方は
1日遠足↓

サン・ジミニャーノシ
エナ日帰りツアー

午
後

オリエンテーション
ツアー 
コース全体のご説明
や、アクティビティのご
案内、質問タイムなど

ガリレオ博物館 *Uffiアートギャラリ
ー:フィレンツェの人気
のアートギャラリーを
訪ねる

本場イタリアのジェラ
ートを楽しみましょう

*ピッティ宮殿訪問し
て：ルネサンスの有名
な宮殿を見学しに行き
ましょう

夜

ウェルカムパーティー：
たくさんのお友達と知
り合おう

*イタリア音楽:有名な
イタリアの歌をみんな
で歌おう

 *ピザナイト:
世界で愛されるピザ
を堪能

 
フェアウェルパーテ
ィー
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フィレンツェ
トスカーナ州の州都フィレンツェ
は、素晴らしいイタリア文化、アー
ト、食事であなたを迎えます。ヴェ
ッキオ橋やジョットの鐘楼のよう
な美しい古代の建物に囲まれなが
ら、異文化に触れ、世界から集まる
仲間と共に勉学に励み、最高の思
い出と経験を積むことができるで
しょう。レッスン内でのイタリア語
学習はもちろん、学校外でのアクテ
ィビティーを通して、イタリア語の
練習を積み重ねていきます。

イタリア

14～2
1才対象
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フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ

フィレンツェ校について:

当校は19世紀の建築物が立ち並ぶフィレ
ンツェ旧市街の中心レプッブリカ広場に面
しています。徒歩圏内にカセドラルスクエ
ア、大聖堂があります。ラウンジでは、生
徒皆が集い、学習環境にも優れており、リ
ラックスした環境の中で勉強できます。

宿泊施設について: 
滞在中は2タイプの宿泊施設、ホームステイ
またはレジデンスから選べます。ホームス
テイ先からの通学は公共交通機関で30分、
レジデンスは学校から徒歩数分の場所にあ
ります。

2019年 6月 7月 8月
23日 30日 7日 14日 21日 28日 4日 11日 18日

滞在可能期間 
/週 9 8 7 6 5 4 3 2 1

次の日程は授業はお休みです: 8/15

プログラム開講期間 

追加料金 ユーロ
インテンシブレジャープログラム/週 +60

1週目 2週目以降
ホームステイ ��+ 610 585
レジデンス ��+ 935 910

パッケージ料金/週 ユーロ

コース: スタンダードコース 
(詳細は4ページ参照) レベル: A0-C1

監督体制: トレーニングを受けたチームリ
ーダーが生徒たちを常時監督します。 
(詳細は5ページ参照)

宿泊施設:
ホームス
テイ: 

��+ (2-4)  
バスルーム共有, 1日3食, 昼
食はランチボックスかキャ
ンパスにて

レジデンス: ��+ (2-4)  
バスルーム共有, 1日3食, 昼
食はランチボックスかキャ
ンパスにて

アクティビティ: スポーツ、美術館、ピク
ニック、ビーチトリップ、ラリー観戦, 観
光、クイズ大会、映画鑑賞、国際交流パー
ティー など様々なイベントへの参加が可
能。

滞在期間に従って半日/終日ツアーがプ
ログラムに含まれます。（詳細は5ペー
ジ参照）

空港送迎: フィレンツェ空港(FLR)への到
着・出発ともに午前9時から午後9時の間
になるように航空券を手配してください。 

空港立ち合いエスコート・チェックインサ
ポートサービス　※6ページ参照

片道150EUR　往復300EUR

研修先での万一の事故・病気・損害に備え
て、プログラム参加する際には海外旅行保
険の加入を強くお勧めいたします。

1
4
才
-2
1
才
対
象

スタンダードコース（週20レッスン）、宿泊
施設（3食付）、レジャープログラム、空港
送迎往復、チームリーダーによる監督すべて
を含むパッケージ料金

1週間
EUR 610から



北京校　1週間のサンプルプログラム    （*インテンシブレジャープログラムの例）

日曜日 月曜日 火曜日  水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

午
前

 
 
 
 
 
 
 
 
 
到着

レベルチェックテスト 
語学レッスン：会話力、
文法、読解力、リスニン
グ、ライティングの強化
に取り組む

語学レッスン：会話力、
文法、読解力、リスニン
グ、ライティングの強化
に取り組む

語学レッスン：会話力、
文法、読解力、リスニン
グ、ライティングの強化
に取り組む

語学レッスン：会話力、
文法、読解力、リスニン
グ、ライティングの強化
に取り組む

語学レッスン：会話力、
文法、読解力、リスニン
グ、ライティングの強化
に取り組む

 
 
 

 
帰国

2週間以上
参加する方は
1日遠足：

オリンピックパーツ
ツアー
または

万里の長城ツアー*

午
後

オリエンテーション
ツアー 
コース全体のご説明や、
アクティビティのご案
内、質問タイムなど

*太極拳レッスン:中国伝
統の武道を体験

首都博物館:中国古来の
芸術作品を鑑賞

*ラマ寺院を訪問 シルクマーケット:北京
最大のショッピングセ
ンターでお買い物

夜

ウェルカムパーティー：
たくさんのお友達と知
り合おう

学校の友達とテーブル
フットボールを楽しみま
しょう

*中国の伝統パフォー
マンス、カンフーショー
を観賞

フェアウェルパーテ
ィー
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中国

15～2
1才対象

北京
シュプラッハカフェ・北京校が位置
する紫禁城周辺は、北京市のまさ
に中心地であり、明や清の皇帝が
生活した場所です。今日の北京は
約1300万の人口をかかえ、政治
と文化の中枢として繁栄しています。
この街はショッピング、商業、貿易
の中心地として活気に溢れ、今もま
だ残るミステリアスな雰囲気が訪
問者を魅了しています。2008年の
オリンピック開催により北京は著し
い変化を遂げ、公園や緑地までも
がデザイナーによって美しくモダン
な姿に生まれ変わりました。



2019年 6月 7月 8月
23日 30日 7日 14日 21日 28日 4日 11日

滞在可能期間 
/週 8 7 6 5 4 3 2 1

プログラム開講期間 
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北
京

1
5
才
-2
1
才
対
象

北京校について: 校舎は天安門や有名なショ
ッピングストリートである王府井エリアは
歩いてすぐ、レジデンスも同じエリアにあ
るため大変便利です。フレンドリーで指導
熱心な教師が、中国語の読み書きとスピー
キング、文法を丁寧に教えます。
宿泊施設について: レジデンスに滞在しま
す。全ての室内にシャワールームとトイレ
がついています。さらに建物内には、レス
トラン、コインランドリー、テレビラウン
ジ、インターネットコーナーも揃っていま
す。朝食と夕食はレジデンス内で、ランチ
は学校のカフェテリアにて提供されます。

コース: スタンダードコース
(詳細は4ページ参照) レベル: A0-B2

監督体制: トレーニングを受けたチームリ
ーダーが生徒たちを常時監督します。 
(詳細は5ページ参照)

宿泊施設:
レジデンス: ���� /�� /� 

1日3食 
昼食はキャンパスにて

アクティビティ: スポーツ、ラリー観戦、ピ
クニック、美術館、観光、遊園地、クイズ
大会、国際交流パーティーなど様々なイベ
ントへの参加が可能。

滞在期間に従って半日/終日ツアーがプ
ログラムに含まれます。（詳細は5ペー
ジ参照）

空港送迎: 北京国際空港(PEK)への到着は
午前8時から午後5時の間、出発は午前8時
から午後3時の間になるように航空券を手
配してください。
空港立ち合いエスコート・チェックインサ
ポートサービス　※6ページ参照

片道150USD　往復300USD

研修先での万一の事故・病気・損害に備え
て、プログラム参加する際には海外旅行保
険の加入を強くお勧めいたします。

1週目 2週目以降
レジデンス ���� 680 635
レジデンス �� 750 705
レジデンス � 955 910

スタンダードコース（週20レッスン）、宿泊
施設（3食付）、レジャープログラム、空港
送迎往復、チームリーダーによる監督すべて
を含むパッケージ料金

1週間
USD 680から

パッケージ料金/週 米ドル

追加料金 ユーロ
インテンシブレジャープログラム/週 +80
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高校進学プログラム
シュプラッハカフェの高校進学プログラムな
ら各国の高校進学サポートいたします。海外
の高校留学を実現しましょう。

オペアカタログ
外国を旅することが好きなあなた
に贈る特別なプラン。次はオペア
に挑戦してみては…

成人用カタログ
世界11ヵ国、30校で7言語のコースを提供
しています。語学コースだけでなく、ワーキン
グホリデープログラム、試験対策コース、大
学進学準備プログラムなど、あなたにぴった
りの留学が実現できます。

グループ用カタログ
グループ専用のパッケージプログラムもご用
意しております。（最少人数10名）語学コー
ス、アクティビティ、宿泊プランなど、カスタマ
イズも可能です。

シュプラッハカフェで語学コースをお申込みをすると、
最大10％割引のチャンスが！

Sprachcaffe FANtastico 
シュプラッハカフェファン&卒業生のための特別割引

シュプラッハカフェで留学を経験をされたことがある方、
もう一度私達と新たな旅に出ませんか？
私たちを信じ、再び私達をあなたのパートナーに選んでくださる方には
感謝の気持ちとしてプログラム費用総額から5％の割引をさせて頂きます。

また、卒業生のあなたがシュプラッハカフェで経験した素敵な留学体験
今度はご友人にも体験してもらいませんか？
次のご留学をご友人と一緒にお申し込みされる場合、
更に5％の割引を提供いたします。

Sprachcaffe FamilyFriends
3名以上のお友達、ご家族と一緒にご留学をお申し込みを頂く場合は、
全ての参加者のプログラム総額から5％の割引をさせて頂きます。

※割引を利用される場合、必ずお申し込み時に希望を明記ください。

お得な割引情報！



51

CALCULATION 
Basic Price

+ Cancellation insurance (2%, minimum 45GBP/55EUR/55USD/70CAD)           ,-

+ Surcharge Intensive Course ,-

+ Insurance package ,-

+ Letter of acceptance for VISA application ,-

= Total ,-

I have read the booking conditions and accept them  Date: . .

Parent‘s Signature: 

PERSONAL DETAILS
Surname:

Forename:

Gender: F M  Date of birth:  . . Country of birth:

Nationality:

Home Country  
Address: 

City: Post Code:

Country:

Tel.: 

Email:

EMERGENCY CONTACT

Name:

Relationship:  Tel.: 

Email:

I WOULD LIKE TO ENROL FOR 
Location:

Travel date:  from: . .  to: . .

Accommodation:         No Accommodation 

Alternatively:  Smoker? 

from: . .  to: . .

Board:  double room:  single room: 

Special requests:

Remarks / food:

Course:

weeks lessons/week Multi-Destination Pack. High School Programme

Approximate level:   Low Beginner/A1           High Beginner/A2  Low Intermediate/B1

  High Intermediate/B2  Pre-Advanced/C1    Advanced/C2

1. コースご予約: お申込み用紙をご記入後、日本事務局info.japanese@sprachcaffe.comまでEメールでお送りください。お申込み書を受け取り次第、3営業日以内にご請求書等書類一式を
メールでお送りいたします。プログラム費用総額の20％をご予約金として承っております。ご出発前ガイド（Pre-departure sheet）とお支払い完了証明・宿泊先情報等資料（Voucher）
の送付は総額のお支払いが完了してからとなります。総額のお支払いは、コース開始の4週間前までに完了する必要があります。
2.ご予約変更: ご出発28日前までのご予約変更(コース、宿泊施設等)には、変更手数料として45ポンド/55ユーロ/55米ドル/70カナダドルが発生いたします。米国においては、ACCETおよび
各州の規定に従います。また、ご出発28日前以降のご変更には、ご希望のコースや宿泊施設への手配の保証はしかねる上、変更に起因する費用がさらにかかってきた場合につきましては予約
変更手数料は45ポンド/55ユーロ/55米ドル/70カナダドルを上回ることがあります。
3. ご予約キャンセル: コースが始まる前まではキャンセル可能ですが、キャンセル料金が発生いたします。またご出発28日前以降のご変更には、ご希望のコースや宿泊施設への手配の保証は
しかねる上、変更に起因する費用がさらにかかってきた場合につきましては予約変更手数料は45ポンド/55ユーロ/55米ドル/70カナダドルを上回ることがあります。団体でお申し込みいた
だいた場合、ご参加者の変更は性別・年齢が同じ方に限り無料でお受けいたします。お申込み後のキャンセル規定とキャンセル費用は以下のとおりです。

ご希望の方は、お支払い総額の2％でキャンセル保険に加入することが可能です。（但し最低45ポンド/55ユーロ/55米ドル/70カナダドルより）お申し込み時に保険費用をお支払いただきま
す。なお、保険の適用は、ご出発前にご本人の体調不良が原因でキャンセルされる場合に限られます。（主治医による診断書の提出が必要です。家族の病気等は不可）
各コース、クラスの開講最低人数は4名です。受講人数がクラス開講最低人数に満たない場合、レッスン数を削減し少人数でのレッスンに代替させていただきます。その際の計算方法は以下
のようになります。20レッスン＝12レッスン/30レッスン＝18レッスン（例：スタンダードコース＋プライベートレッスン3回）。万一、授業をキャンセルせざるを得ない場合には授業料
の全額をお返しいたします。
4. ビザの申請(必要な方のみ): ビザ申請のために、大使館に提出するビザ申請用レターをご用意するにあたり、ご請求金額の40％に加え、別途、ビザ申請用レター発行手数料（返金不可）と
して65ポンド/50ユーロ/50米ドル/65カナダドルをお支払いただきます。(米国・カナダの校舎では入学金に含まれています。) さらに別途レター郵送料（返金不可）を申し受けます。万一、
ビザがおりなかった場合は、大使館から発行された却下通知書をプログラム開始の15日前までにご提出ください。その場合は、プログラム費用から返金不可に該当する費用を差し引いた全額
をご返金いたします。(ビザ発行の遅延が証明できる、大使館からの書面の提出が必要です)プログラム開始の15日前以降にご連絡をいただいた場合は、通常のキャンセル料金をいただくことに
なりますのでご了承ください。 ビザがプログラム開始の16日前時点で発行されていない場合は、プログラム開始日の延期をお勧めいたします。ご出発28日前以降のご変更には、ご希望のコ
ースや宿泊施設への手配の保証はしかねますのでご注意下さい。
5. お支払い方法: 銀行送金: 入金先の銀行口座番号は、ご請求書下部に明記されています。送金の際に掛かる送金手数料は全て、お申し込み者ご負担となります。クレジットカード：クレジ
ットカードでのお支払いをご希望の方は、お申し込み受理後、お支払に必要なオンライン決済用リンクをお送りします。必要情報をご入力の上、オンラインで決済頂きます。なおクレジット
カードでお支払の場合、カード会社への手数料はお申し込み者ご負担となります。
6. 健康保険: エージェント、オペレーター、および学校は、滞在前および滞在中に参加者に起こったいかなる種類の事故、病気、災害、損害、体調の変化、損失に一切の責任を負いません。上
記の理由により、ご出発前にご自身で海外旅行保険等に入られることを強くお勧めいたします。なおアレルギー、障害、心身に関する病気を持つ場合、申込み時に報告する義務があります。
7. その他: 祝日は学校が休校となります。レッスンの代講・振替・返金はありませんので御了承ください。各校舎、時期によってレッスンの時間帯が変更となる場合があります。参加者数や
状況に応じ、大人と合同のレッスンプログラムとなる場合があります。レッスン時間割の保証はできません。2人～複数人部屋の滞在をご選択された場合、状況に応じ1人部屋の手配となる
場合があります。 例外的措置として、避けられない事情によりお申込み内容と異なる宿泊施設を提供する場合があります。 シュプラッハカフェの留学プログラムに参加される未成年者の保
護者は、参加者の留学期間中に発生した故意の損害や問題に関して、シュプラッハカフェやホストファミリーは一切責任を負わないということに同意いただきます。未成年者とその保護者、
及び全プログラム参加者は、留学される国・都市の法律とその社会の規律に従っていただくことをご了承下さい。 未成年の方がお申込みされた場合には、保護者様の同意を得た上でお申込
みされたものとみなします。
8. 写真・動画に関する著作権、肖像権: シュプラッハカフェが撮影した写真、動画は、プログラム参加者が映されたものを含み、その著作権及び肖像権は全て弊社に帰属します。 これらは
販売促進の広告のために使用されることがあります。
9. 除籍: 弊社は、正当の理由がなく出席常でない生徒、また学校の秩序を乱し本分に反した生徒を退学、停学処分を行う権利を有します。この場合の返金は一切致しかねます。
10. 免責事項: 弊社は必要に応じて、この規約及びパンフレット掲載内容を変更する権利を有します。弊社は自然災害等の不可抗力な事態により引き起こされたあらゆる義務不履行に対し一
切責任を負わないものとします。

全ロケーション（米国・カナダ以外） カナダ 米国
プログラム開始16日前まで 総額の10%(上限200ポンド/250ユーロ/300ドル

または相当額)
総額の10％（上限350カナダドルまたは相
当額）

返金不可費用＜入学金、宿泊先手配料等＞（110～385米ドル） 

プログラム開始15日前～3日前 総額の50％(上限400ポンド/500ユーロ/600ドル
または相当額)

総額の30％（上限750カナダドルまたは相
当額）

返金不可費用＜入学金、宿泊先手配料等＞（110～385米ドル） 
＋1週間分の宿泊費用

プログラム開始2日前 総額の90%(上限800ポンド/1000ユーロ/1200
ドルまたは相当額）

総額の30％（上限1000カナダドルまたは相
当額）

返金不可費用＜入学金、宿泊先手配料等＞（110～385米ドル） 
＋2週間分の宿泊費用

プログラム開始後 総額の100%(上限1000ポンド/1200ユー
ロ/1300ドル)

2週間分の宿泊費用+米国・カナダで定められたACCETおよび各州のキャンセル規定に基づいた費用
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 REGISTRATION FORM 

TRIP DETAILS
Visa:   I need a letter of acceptance and/or documents for visa application

Passport No.:

Custodianship: Yes No  (Canada only)  

Arrival: Transfer: Yes No Flight No.:

     Unaccompanied Minor Service (On arrival): Yes No

Arrival date: . .  Arrival time: :

Airport of departure:

Airport of arrival:

Departure: Transfer: Yes No Flight No.:

Unaccompanied Minor Service (On departure): Yes No

Departure date: . .  Departure time:  :

Airport of departure:

Airport of arrival:

I heard about Sprachcaffe Languages PLUS from:

 

上記申込規約を必ずお読みになり、ご同意の上お申込みください。

mailto:info.japanese@sprachcaffe.com
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