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追記

レベル毎/毎現地購入

SEVIS費含む

レート＄=120

追記
5週間以上で無料！

3ヶ月以上はビザ必須

最安値プラン

追記
目安 月＄650

目安 月＄650

学校申込⾦
学校教材費・設備費 ー ー ー

ロサンゼルス・エーオーアイカレッジ（AOI)
学費・ビザ・滞在費用 4週間 24週間 48週間

一般英語
週20レッスン

一般英語
週25レッスン 学生ビザ取得

48週間の場合、
最初の4週間のみ

ホームステイ個室・2食
学⽣アパート・2⼈部屋

授業料
滞在手配費

ー ー
学⽣ビザ申請費 ー $360 $360

滞在費（下記いづれか）

渡航前にかかる費用 4週間 24週間 48週間
プログラム手配費 ¥35,000 ¥0 ¥0

小計US$ $0 $360 $360

①小計 日本円  ¥0 ¥43,200 ¥43,200

往復航空券（目安） ¥100,000 ¥100,000 ¥100,000
海外留学⽣保険料 ¥19,640 ¥108,010 ¥223,120

海外通信送⾦費 ¥10,800 ¥10,800 ¥10,800
ビザ申請サポート ¥0 ¥35,000 ¥35,000

シェアアパート滞在費 ー ー $7,150

現地⽣活・交通費 $650 $3,900 $7,800

② 小計 日本円 ¥165,440 ¥253,810 ¥368,920
③渡航後にかかる費用 4週間 24週間 48週間

③ 小計 US$ $650 $3,900 $14,950
全体的な留学費用概算は、上記①＋②＋③の合計を目安としてください

【ご注意事項】上記はあくまでも概算です。最 の学校料金・キャンペーン情報はキャリアエクスチェンジまでお問い合わせください。

まずはご相談！
電話･来社での

無料カウンセリング

お見積作成依頼は
お気軽にお申付け

ください。

プランが決定したら
留学開始の

3ヶ月前を目安に
当社へお申込ください

こちらの留学プランに興味がある方は・・・・
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Welcome to AOI College of Languages ! 

エイオーアイカレッジへようこそ！　AOI College は、2000年に設立されたロサンゼルス郊外の都市 

アーバインにある英語学校です。当校独自のメソッドにより、できるだけ短期間で英語が話せるようになる

よう経験豊富な英語講師がレッスンを行っています。当校には日本人スタッフも常勤していますので、日本

語でもお気軽にご相談いただけます。 

当校はアメリカ政府公認機関ACCETより優良英語学校の認定を受けており、長期留学のためのI-20も発行

できる英語学校です。 

AOI Collegeはオレンジ郡にあるコミュニティカレッジとパートナーシップがあり、AOI Collegeの受講生

はTOEFLスコア免除で大学へ入学することができます。 

また、同じオレンジ郡にある私立4年制大学のチャップマン大学とも交流があり、AOI Collegeの日本人留

学生はチャップマン大学の日本語クラスに参加することができ、アメリカ人大学生との異文化交流も実現し

ています。 

AOI Collegeでは、言語能力だけでなく、生徒の異文化理解を深めるための英語教育を行っています。英語

を自由に操りながらグローバル化した世界で活躍するために、様々な人種が共存するここロサンゼルスは最

適の学習環境と言えます。 

厳選された英語講師によるハイクオリティな授業をぜひ体験してください。 



 

 

 

 

 

 

AOI Collegeはアメリカで最も治安の良い 

都市 アーバインにあります。 
 

AOI College はロサンゼルス国際空港から車で50分程、ディズニーランドや 

ナッツベリーファームにも近いアーバイン市の中心部にキャンパスがあります。 

近くには高級住宅地で有名なニューポートビーチもあります。 

AOI Collegeのキャンパスは、 4040 Barranca Parkway にある 

Centorstone Plaza（ショッピングセンター施設）のすぐ隣にあります。 

地元の方の多くが利用するこのショッピングセンターには、カフェやレストラン、 

ファーストフード、スーパー、コンビニ、ドラッグストア、フィットネスセンター、 

映画館、銀行、クリニックなど、生活に必要なお店や施設が約100店舗あり、 

留学生が便利で快適に過ごしていただける環境になっています。 

このエリアで日本人を見かけることは少なく、学校周辺は多くの地元の方で 

賑わっています。 

AOI Collegeのあるアーバインは、FBIによる全米の治安ランキングで 

11年連続 No1. に選ばれている都市です。 

ロサンゼルスの郊外の中でもとても落ち着いた雰囲気の 

エリアです。とても治安の良い場所にありますので、 

安心の留学生活を送ることができます。 

 

 

AOI は 2F にあります

徒歩で行けるショッピング街 

ロサンゼルス国際空港

 ハンティントンビーチ　　　　　ニューポートビーチ　　　　　　 サウスコーストプラザ　　　　　　　　大学センター　　　　　　　  ショッピングセンター

近くの公園 ノースレイク パーク

AOI College of Languages 



英語コースについて 

英語クラスは100%英語環境 

AOI Collegeの英語レッスンはすべて英語で行われます。日本語を話さない英語ネイティブ講師が、わかりやすく丁寧に

英語でレッスンを行います。また使用するテキストに日本語の記載はなく、すべて英語で記載されています。そのため留

学生は100%英語環境の中で英語を学ぶことになります。英語クラスには多国籍の留学生がいるため、母国語は禁止に

しており、クラス内での会話や発言もすべて英語で話す必要があります。 

英語が上達するために必要な要素を網羅しているカリキュラム 

英語クラスで実施されるレッスンは、リスニングとスピーキング、リーディングとライティング、英文法と英単語、これ

らの３つで構成されています。英語力を向上させるために必要な要素をすべて網羅しているカリキュラムになっています。

英語初心者から上級者までレッスンが受けられる豊富な英語クラスレベル 

英語クラスレベルは６レベルあります。英語をこれから勉強される方、英語が苦手な方、英語力に自信がない方、また

は長年英語を勉強されている方、英語が得意な方、英語力に自信のある方、それぞれのレベルに合わせてレッスンが受

けられるシステムになっていますので、安心してご入学いただけます。 

アットホームな雰囲気で行われている英語レッスン 

英語レッスンはアットホームな雰囲気で行われており、英語講師と生徒が話しやすい環境が作られています。多国籍の

生徒が集まり一緒に英語を学ぶという日本では味わうことができないはじめての感覚を体験しながら楽しく英語を学ぶ

ことができます。 

スタンダードコース　Standard ESL  

レベル数：1 - 6レベル　受講時間数：週20時間 （ESTAでも受講可能です） 

実施日時：月曜日 - 金曜日 9:00 - 12:50　（1週間から受講できます） 

月 火 水 木 金

9:00 - 9:50
リスニング　       

スピーキング A

リスニング        

スピーキング A

リスニング        

スピーキング A

リスニング        

スピーキング A

リスニング        

スピーキング A

10分休憩

10:00 - 10:50
リスニング　       

スピーキング B

リスニング　       

スピーキング B

リスニング　       

スピーキング B

リスニング　       

スピーキング B

リスニング　       

スピーキング B

10分休憩

11:00 - 11:50
リーディング　       

ライティング

リーディング　       

ライティング

リーディング　       

ライティング

リーディング　       

ライティング

リーディング　       

ライティング

10分休憩

12:00 - 12:50
英文法　       　

英単語

英文法　       　

英単語

英文法　       

英単語

英文法　       

英単語

英文法　       　

英単語



アメリカンカルチャー & カンバセーションコース　

American Culture & Conversation Course  

レベル数：1 - 6レベル　受講時間数：週16時間（ESTAでも受講可能です） 

実施日時：月曜日 - 金曜日 9:00 - 12:50 （1週間から受講できます） 

iBT TOEFL コース 
レベル数：2 レベル　受講時間数：週20時間 （ESTAでも受講可能です） 

実施日時：月曜日 - 金曜日 9:00 - 12:50（4週間から受講できます） 

TOEFL試験に出題される問題を実践感覚で学び、スコアアップを目指すコースです。TOEFL試験で必要な英語力である

リスニング力、スピーキング力、リーディング力、ライティング力を養うことができます。レッスンでは iBT TOEFLの

模擬試験も受け、対策が必要な科目を確認しながらTOEFL英語を勉強することができます。 

月 火 水 木 金

9:00 - 9:50 発音 発音 発音 発音 発音

10分休憩

10:00 - 10:50
スラング　       

イディオム

スラング　       

イディオム

スラング　       

イディオム

スラング　       

イディオム

スラング　       

イディオム

10分休憩

11:00 - 11:50 アメリカ文化 A アメリカ文化 A アメリカ文化 A アメリカ文化 A アメリカ文化 A

10分休憩

12:00 - 12:50 アメリカ文化 B アメリカ文化 B アメリカ文化 B アメリカ文化 B アメリカ文化 B



セミインテンシブコース　Semi Intensive ESL  

レベル数：1 - 6レベル　受講時間数：週25時間 （学生ビザが必要です） 

実施日時：月曜日 - 金曜日 9:00 - 12:50, 13:30- 14:20（4週間から受講できます） 

TESL英語教授法コース 
受講時間数：週20時間（ESTAでも受講可能です）  

実施日時：月曜日 - 金曜日 9:00 - 12:50（12週間から受講できます） 

ケンブリッジ大学のESOL試験のガイドラインとCELTAの資格プログラムのガイドラインに基づいて構成されており、

TEFL（英語が外国語になる生徒への英語教授法）の基本を合理的かつ実践的に学ぶことができる12週間コースです。 

コース内容例 

学習理論、クラスルームダイナミクス、教育方法論の習得。英語言語体系学、形態学、音声学、語用論、意味論、構文

論の習得。文法、リスニング、リーディング、ライティングの教授技術の習得。授業計画、単位の設定、資料利用方法。

クラス管理、効果的なクラス運営のための技術、教師評価方法論とその応用、現地おける知識、技術の実践力の獲得と

応用など。 

月 火 水 木 金

9:00 - 9:50
リスニング　       

スピーキング A

リスニング        

スピーキング A

リスニング        

スピーキング A

リスニング        

スピーキング A

リスニング        

スピーキング A

10分休憩

10:00 - 10:50
リスニング　       

スピーキング B

リスニング　       

スピーキング B

リスニング　       

スピーキング B

リスニング　       

スピーキング B

リスニング　       

スピーキング B

10分休憩

11:00 - 11:50
リーディング　       

ライティング

リーディング　       

ライティング

リーディング　       

ライティング

リーディング　       

ライティング

リーディング　       

ライティング

10分休憩

12:00 - 12:50
英文法　       　

英単語

英文法　       　

英単語

英文法　       

英単語

英文法　       

英単語

英文法　       　

英単語

昼食 休憩

13:30 - 14:20 発音練習 発音練習 発音練習 発音練習 発音練習



セミインテンシブプラスコース　Semi Intensive Plus ESL  

レベル数：1 - 6レベル　受講時間数：週25時間 （学生ビザが必要です） 

実施日時：月曜日 - 金曜日 9:00 - 12:50, 13:30- 15:20（4週間から受講できます） 

提携大学編入プログラム 
スタンダードコースのレベル5以上を修了後、下記のコミュニティカレッジへTOEFL免除で入学することができます。 

提携大学への編入の条件：スタンダードコースのレベル5以上を修了 

対象者：18歳以上で高卒以上の方 

編入可能な大学：オレンジコーストカレッジ（2年制）、アーバインバレーカレッジ（2年制） 

これらのカレッジから4年制カレッジへ進学も可能です。 

月 火 水 木 金

9:00 - 9:50
リスニング　       

スピーキング A

リスニング        

スピーキング A

リスニング        

スピーキング A

リスニング        

スピーキング A

リスニング        

スピーキング A

10分休憩

10:00 - 10:50
リスニング　       

スピーキング B

リスニング　       

スピーキング B

リスニング　       

スピーキング B

リスニング　       

スピーキング B

リスニング　       

スピーキング B

10分休憩

11:00 - 11:50
リーディング　       

ライティング

リーディング　       

ライティング

リーディング　       

ライティング

リーディング　       

ライティング

リーディング　       

ライティング

10分休憩

12:00 - 12:50
英文法　       　

英単語

英文法　       　

英単語

英文法　       

英単語

英文法　       

英単語

英文法　       　

英単語

昼食 休憩

13:30 - 14:20 発音練習 発音練習 発音練習 発音練習 発音練習

10分休憩

14:30 - 15:20
スラング　　　　

イディオム

スラング　　　

イディオム

スラング　　　

イディオム

スラング　　　

イディオム

スラング　　　

イディオム



 

 

 

 

 

日本語教師アシスタント 

当校と同じオレンジ群にあるアメリカ私立大学の日本クラ

スに日本語教師アシスタントとして参加します。 

アメリカ人の大学生へ日本語を教えたり、日本の文化や習

慣などについて説明したりします。日本語クラスは複数あ

り、それぞれレベルが異なります。 

日本語を全く話せない生徒から日常会話程度なら話せる生

徒まで様々な日本語力を持つ生徒と交流することができる

プログラムです。 

日本に興味のあるアメリカ人大学生との交流になるため、

英語ができない方でも楽しく過ごしていただけます。 

参加条件：異文化交流に興味のある方。 

　　　　　外国人へ日本語を教えることに興味のある方。 

実施頻度：週3回程（月・水・金）　10:00 - 14:00 

スケジュールは大学側の都合で変更になる場合があります。 

チャイルドケアボランティア 
オレンジ群にある幼稚園でチャイルドケアが体験できるプ

ログラムです。英語がネイティブの子供のお世話をしたり、

一緒に遊んだりなど、英語で子供達と接しながら教育現場

を体験することができます。 

参加条件：幼児教育に興味のある方 

　　　　　子供関係のお仕事をしたいと考えている方 

実施頻度：週3回程　14:00 - 17:00 

スケジュールは施設側の都合で変更になる場合があります。 

インターンシップ 

アメリカで事業を営んでいる企業でインターンシップが体

験できます。オフィスワーク系のポジションが多く、いろ

いろな業種でアレンジを行っています。 

参加条件：20歳以上で日常会話程度の英語力のある方。 

　　　　　アメリカで就労体験をしてみたい方。 

実施頻度：週5日　10:00 - 17:00 

スケジュールは企業担当者と確認し決定します。 


