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追記

ホー 個室
朝夕食付

SどVIS費含

ﾚｰﾄ＄=120

追記
5週間以上 無料！

最安値プ ン

追記
目安 月＄65ご

目安 月＄65ご

● ー 開始3ヶ月前 申込 を 願いし す 3ヶ月を 申込 場合 緊急⼿配料を別途頂戴い し す

ユー セン ー  ン
時期 よ 授業料割引キャンペーン等 あ ます キャ ク ン 問い合わせください！

学費・ビ ・滞在費用 4週間 24週間 4。週間

学校教材費・設備費 $、5 $さ5ご $3ごご
授業料 $99。.4 $、,。9さ.2 $さ3,ご56

ビ 不要短期留学
週20 ン

学生ビ 要英語ｺｰｽ
週30 ン

学生ビ 要英語ｺｰｽ
週25 ン

学校申込⾦ $2ごご $2ごご $2ごご

学生ビ 申請費 ー $36ご $36ご
小計US$ $2,543.4 $9,。、1.2 $15,1。6.0

滞在⼿配費 $さ5ご $さ5ご $さ5ご
滞在費

ホー 4週間
$さ,さ2ご $さ,さ2ご $さ,さ2ご

プ ⼿配費 む35,ごごご ¥0 ¥0
海外通信送⾦費 むさご,。ごご むさご,。ごご むさご,。ごご

小計 日本円  ¥305,20。 ¥1,1。4,544 ¥1,。22,320

渡航前 費用 4週間 24週間 4。週間

海外留学生保険料 むさ9,64ご むさご。,ごさご む223,さ2ご
 小計 日本円 ¥1。5,440 ¥2、3,。10 ¥3。。,920

ビ 申請 ポー むご む35,ごごご む35,ごごご
往復航空券 目安 むさ2ご,ごごご むさ2ご,ごごご むさ2ご,ごごご

現地生活・交通費 $65ご $3,9ごご $、,。ごご

 小計 US$ $650 $、,。00 $15,600

渡航後 費用 4週間 24週間 4。週間
ー 滞在費 ー $3,9ごご $、,。ごご

●上記 含 い費⽤：空港送迎・現地 ポー 費⽤ プ ョン ービ 追加 問い合わせく い
●プ 費⽤ 教育機関等 都合 及び為替 ー 変 よ 予告 く変更 す 最新料⾦ つい 問い合わせく い

全体的 留学費用概算 上記 ＋ ＋ 合計を目安 し ください
注意事項 上記 あくま 概算 す 最新 学校料⾦・キャンペーン情報 キャ ク ン ま 問い合わせください

●上記 ン 校 ⾒積も す 国内他キャン ⾒積も 別途 申し付けく い
●滞在費 フ ー ン 料⾦ す 夏季 繁忙期 追加費⽤ す
●学校⼿配 ホー 夏 繁忙期期間 6月24⽇〜。月26⽇ 週あ ＄25 追加料⾦ 発生い し す
●上記留学生保険料⾦ 代表的 プ ン料⾦を参考 し 掲載し い す 補償内容・ 契約プ ン よ 保険加⼊料 異 す

まず 相談

電話･来社で

無料カウンセ ング

お見積作成依頼

お気軽にお申付け

く い。

プ ンが決定し ら

留学開始

3ヶ月前を目安に

ら 留学プ ンに興味がある方 ・・・・

株式会社キャ ク ン  エエエ.caィeeィ-ex.c【m
〒104-0061 東京都中央区銀座3-11-3 LEAにUE303
電話：03-62、。-。、50 なAX:03-6264-15、。 E-mail：inり【@caィeeィ-ex.c【m
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コース & 試験

ベーシック20 FT*IELTS, 一般語学

インテンシブ25 ビジネス, FT*IELTS, 一
般語学, IELTS, TOEFL, TOEIC

スーパーインテンシブ30 CAE, FCE, 一般
語学

* FT = フルタイム IELTS

料金：U D
1週間のレッスン数 20 25 30

2 週間 672 812 946

3 週間 1,008 1,218 1,419

4 週間 1,224 1,476 1,724

5 週間 1,530 1,845 2,155

6 週間 1,836 2,214 2,586

7 週間 2,142 2,583 3,017

8 週間 2,400 2,920 3,392

9 週間 2,700 3,285 3,816

10 週間 3,000 3,650 4,240

11 週間 3,300 4,015 4,664

12 週間 3,456 4,200 4,992

追加／週 288 350 416

24 週間* 6,600 8,064 9,576

36 週間* 9,612 11,664 13,824

48 週間* 12,816 15,552 18,432

*ランゲージセメスター／イヤー

アコモデーション ／週

ホームステイ* 275

学生寮** 435

* シングルルーム、朝食、夕食付き
** シングルルーム、食事なし、18歳以上
月額特別料金あり（要問合せ）

その他の費用

エンロールメント料* 200

滞在手配料* 150

１２週ごとの利用教材費 50

ハイシーズン（授業）/週** 25

ハイシーズン（ホームステイ）/週** 25

ハイシーズン (寮) / 人** 100

「I-20」送料（ビザ用）の最低価格 70

空港送迎片道（SAN） 105

プライベートレッスン　1 レッスン 100

* 返金不可
** ハイシーズン: 授業 6月19日〜8月18日 
/ 寮 7月1日〜8月31日 / ホームステイ 6
月24日〜8月26日
その他の滞在方法要問合せ

お小遣い の目安 (U D)／週 100

特別オファー を 
チェック

 • 活気あふれるGaslamp Quarter
地区のロケーション

 • 様 な々アウトドア活動が盛んな、
天候に恵まれた留学先

 • 最先端の技術を備え2015年に建
設されたカスタムメイドの教育施
設

 • 素晴らしい景色が楽しめる屋上
パティオ

 • my.Eurocentresへアクセス可

レジャーや小旅行の一例（おおよ
その価格についてはホームページ
をご参照下さい。):

 • ビーチでの大かがり火

 • サファリパーク/サンディエゴ動
物園

 • 野球の試合

 • ロサンゼルス / ユニバーサル・
スタジオ

 • ラスベガスへの旅行

 • サンフランシスコへの旅行

ホームステイか学生寮での滞在が
可能です。ダウンタウンの学生寮に
滞在する場合、学校まで徒歩で通
うことができます。ホームステイす
る大多数の学生の場合、公共交通
手段での通学には最低30分、平均
45分ほど要します。

ハイライト アクティビティ 滞在

14 教室 学習センター コンピュータールーム 学生ラウンジ

図書室 テラス / バルコニー スナック自動販売機 無料WIFI

サンディエゴ

休校日

02.01. / 16.01. / 20.02. / 24.03. / 
29.05. / 16.06. / 04.07. / 04.09. / 
06.10. / 10.11. / 23.11. / 24.11. / 
25.12.     

アメリカ

コース開始日

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２

3 6 6 3 1 5 3 7 5 2 6 4

9 13 13 10 8 12 10 14 11 9 13 11

17 21 20 17 15 19 17 21 18 16 20 18

23 27 27 24 22 26 24 28 25 23 27 26

30    30  31   30   

初心者開講日（太字のみ）
ケンブリッジ試験コースの日程：12ページ

eurocentres.com/ja/language-school-サンディエゴ

ユーロセンターのパートナー校
その他の提携校に関して 	www.eurocentres.com	をご覧ください。

ロサンゼルス
ロサンゼルスでは流行のブティックや様々なアクティビティが待っています。美術、ファッション、料理、音楽など、世界有数のクリエイティブ産業拠点であるロサンゼルスを満喫し、さらに世界レベルのサーフィンを楽しみましょう。

学校
ロサンゼルス西部の富裕地区ウェストウッド・ヴィレッジに所在するELCロサンゼルス校で日光を存分に浴び、豊富な自然美と無豊富なエンターテイメント、ワールドクラスの大学、博物館を最大限にお楽しみください！

詳細 こちら

ニューヨーク

眠らない街ニューヨークは、アート、音楽、

買い物、素晴らしいレストラン、眩しく輝く

ブロードウェイ、そしてマンハッタンで最も

少人数のクラスなど、多くの魅力を持ち合わ

せています。

学校
レナート校は、ニューヨーク市マンハッタン

のミッドタウン地区の東45丁目という便利な

場所にあります。2番街と3番街の間に位置

し、グランドセントラルステーションと国連

の近くです。ビルの最上階から2フロアが教

室とオフィスになっており、各教室の窓から

街を見渡すことができます。

詳細 こちら

ボストン

ボストンは、ニューイングランド地方の学問

や文化の中心となる街です。学生は有名な美

術館や博物館や博物館、野外で行われるアー

トショー、静かな公園や活気あるナイトライ

フ、世界で活躍するオーケストラやジャズバ

ンド、歴史的名所、先駆的なハイテク企業な

どに触れることができます。

学校

NESE�はハーバード大学の隣にあり、ケンブ

リッジのハーバードスクエア中心部にありま

す。ハーバードスクエアは、学生が多く集ま

り活動する場所として、アメリカで最も活気

に満ちた学生拠点のひとつとなっていま

す。NESE�は、駅やバス停から100�m�ほどの

距離にあり、ボストン中心部まで約10分で移

動できます。

詳細 こちら

マイアミ
サウスビーチマイアミ（SoBe）の熱帯的な青い海と白い砂浜、そして高く伸びるヤシの木は、アメリカで最も活気に満ちた滞在先の一つです。素晴らしいレストランやナイトライフ、アールデコ地区やデザイナーショップが楽しめます。

学校
レナート・サウスビーチ校は、ビーチまで3�ブロックの所にあり、リンカーンロードモールを見渡せるリンカーンロード沿いにあります。学校はアールデコ様式の建物の3�階と4階にあります。

詳細 こちら

サンタバーバラ
サンタバーバラには見事な景観と素晴らしい気候だけでなく、適度に賑わった屋外カフェ、レストラン、活気に満ちた芸術・文化地区があります。

学校
ビーチから徒歩ですぐの所に位置するELCサンタバーバラ校は、この都市の文化・ショッピング地区の中に位置しています。学校は幅広いアウトドアアクティビティを用意しているので、英語の習得とアウトドアで楽しむことを両立させられます。

詳細 こちら

eurocentres.com/ja/

language-school-ニューヨーク-0

eurocent
res.com/

ja/langu
age-scho

ol-bosto
n

eurocentres.com/ja/language-school-マイアミ

eurocentres.com/ja/
language-school-santa-barbara

eurocentres.com/ja/



ユーロセンターのサクセスシステム

革新的なユーロセンター・サクセスシステムは、ユーロセンターが
卓越した学校である証明です。当システムは教育の質の高さ、個別
指導、コミュ�ニティ＆サービスの�3�つを柱としています。それぞ
れの柱は、オン�ラインのプラットフォーム「my.Eurocentres」と密
接に関連しています。

ユーロセンターサクセスシステム	

•�個別化されたグループ教育

•�活発でエキサイティングなレ
ッスン

•�実生活との高い関連性

•�最新のテクノロジーと方法論�

•�優れた訓練を受けた教師陣

•�詳細な最終証明書�

•�欧州評議会の語学教育および
訓練部門における永久顧問

•�ニーズを個別に評価

•�個々の学習目的に基づくコー
ス内容

•�コミュニケーション、対人関
係、異文化間のコミュニケー
ションスキルの向上�

•�個々の進捗の確認とフィード
バック

•�個別の学習プラン

•�自己学習に対するアドバイス
や提案

•�指導や指針が提供されるスタ
ディクラブ

•�2週間に一度のの個人指導

•�中心部の立地

•�最先端のインフラストラクチ
ャー

•�バランスのとれた国籍のミッ
クス

•�認定を受けている学校

•�厳選された滞在先

•�クラス後のエキサイティング
なソーシャル・アクティビテ
ィと小旅行

•�福祉および安全保護

•�世界中で毎日24時間対応�

•�最新の学習アクティビティ

•�学習の進行の内容を常に更新

•�カスタムメイドの学習プラン�

•�オンラインのソーシャルおよび学習コミュニティの幅広いプラットフ
ォーム

教育の質の高さ 個別指導 コミュニティ&サービス

6 | 



レベル

語学レベル

C1 大学での勉強に必要なレベルです

B2 企業が評価の対象とするのはこのレベルからです

B1 この語学レベルから、職場において有益な能力であると

認められます

英語 フランス語 イタリア語 ドイツ語 スペイン語 ロシア語

C2 10 •� �自然な形でさまざまな考え方や意見を正

確で厳密に表現することができる

•� �事例を持ち出し、戦略的に交渉できる

•� �訂正のほとんど必要のないエッセイやレ

ポートが書ける

CPE

IELTS�レベル7.5+

TOEFL*：120

PTEA�85+

BULATS�90-100

TOEIC°�990

DALF�C2 CELI�5 Goethe�C2 DELE�C2

(Supe-

rior)

TRKI�4

C1 9 •� �その言語で全く不自由を感じない

•� �その言語で様々な表現を工夫することが

でき、独自のスタイルを確立できる

•� �会議、セミナー、レポート、プレゼンテー

ションなどの場で複雑な見解を説明し、

相手を説得できる

CAE

IELTS�レベル6.5-7.0

TOEFL*：95-119

PTEA�76-84

BEC�Higher

BULATS�75–89

TOEIC°�985+;�1345+

DALF�C1

CCIP�

(DFA2)

CELI�4 Goethe�C1

TestDAF

TDN�5

DELE�C1 TRKI�3

8 •� �議論の最中に適切なタイミングで意見を

述べることができる

•� �意見を順序立てて説明できる

•� �会議、セミナー、レポート、プレゼンテー

ションなどを行う中で、重要点を強調で

きる

B2 7 •� �その言葉を母国語とする人と活発な議論

が維持でき、違和感なく会話できる

•� �自分の論点を表明、主張することができ

る

•� �詳細な情報を正確に伝達できる

FCE

IELTS�レベル5.5-6.0

TOEFL*：72-94

PTEA�59-75

BEC�Vantage

BULATS�60-74

TOEIC°�785-984;

1095-1344

DELF�B2

Accès�au�

DALF

CCIP�

(DFA1)

CELI�3 Goethe�B2

TestDAF

TDN�3

DELE�B2

(Interme-

dio)

TRKI�2

6 •� �長い議論に積極的に参加することができ

る

•� �問題を詳しく説明できる

•� �他人の発言に応答できる

•� �電話で話すことが苦にならない

B1 5 •� �予想しなかった話題についても話せる

•� �考えをまとめることができる

•� �伝言の受け渡しができる

•� �正確な指示を出すことができる

PET

IELTS�レベル4-5

TOEFL*：42-71

PTEA�43-58

BEC�Preliminary

BULATS�40-59

TOEIC°550-784;�

790-1094

DELF�B1 CELI�2 Goethe�B1

(ZD)

DELE�B1

(Inicial)

TRKI�1

4 •� ��会話を持続させ、友達とのおしゃべりを

楽しめる

•� �状況に応じて正確な対応がとれる

•� �感情を表現できる

A2 3 •� �予測可能な日常生活の場面で言いたいこ

とが伝えられる

•� �特定の情報を得ることができる

•� �出来事や個人的な体験を描写できる

KET

TOEFL*�18-41

PTEA�30-42

BULATS�20-39

TOEIC°�225-549;�

385-789

DELF�A2

CCIP�

(CFS,�

CFP,�

CFTH)

CELI�1 Goethe�A2 DELE�A2 TBU

2 •� �簡単な情報を得ることができる

•� �質問の答えを理解できる

•� �何をするか話し合える

•� �行動を描写説明できる

A1 1 •� �旅行などの場面において簡単なやりとり

ができる

•� �ホテルの予約ができる

•� �買い物やレストランでの注文ができる�

BULATS�0-19

TOEIC°�120-224;�

200-384

DELF�A1 Goethe�A1 DELE�A1

A1-�C2：ヨーロッパ言語共通参照枠�(CEFR）

0�-�10：ユーロセンター語学習熟度基準

*�TOEFL( 現在検討中）：TOEFL�iBT テストのスコアはリスニング、リーディング、スピーキングおよ

びライティングの合計。

° TOEIC：スコアはリスニングとリーディングの合計 ;�TOEIC:�リスニング、リーディング、スピー

キングおよびライティングの合計。

��

CEFR�(Common�European�Framework�of�Reference�

for�languages)／ヨーロッパ言語共通参照枠の開発

におけるコンサルタントしてユーロセンターはその

専門性をもって、学生の皆様の語学レベルを性格に

把握し語学習得における目標を達成できるように指

導いたしす。

8 | 



月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

09：00–09：50 日常語－実践と演習

09：50–10：40
文法—応用と�

復習

リスニングと

スピーキング
ボキャブラリー

リスニングと

スピーキング

文法—応用と�

復習

休憩

11：00–11：50

スピーキング–�

コミュニケーション�

タスク

実用言語

TV、インターネット、新

聞などのメディア学習

スピーキング–�

コミュニケーション�

ライティング–

ライティング�

オンラインコミュニケ

ーション

実用言語

TV、インターネット、新

聞などのメディア学習

11：50–12：40
リーディングとボキャ

ブラリー

ラーニングセンターでの

my.Eurocentres

スピーキング–�
コミュニケーション�

タスク
ディスカッション

１週間の復習と�

確認テスト

ランチ

13：40–14：30 スペシャルレッスン� スペシャルレッスン� スペシャルレッスン� スペシャルレッスン�

自主学習

ソーシャル・アクティ

ビティーフリータイム

14：45–15：35 スペシャルレッスン� スペシャルレッスン� スタディクラブ スペシャルレッスン�

15：35–16：25 スタディクラブ スペシャルレッスン� スペシャルレッスン� スペシャルレッスン�

時間割

一週間の時間割の例�

� =�20ベーシック（20レッスン）

� +� /�� =��25インテンシブ（25レッスン）

� +� +� =��30スーパー・インテンシブ（30レッスン）

スペシャルレッスンはモジュール式になっており、試験準備やビジ
ネスなどの内容から選べます。

各校の実際の時間割はこのサンプルと異なる可能性があります。
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