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アメリカ・ニューヨーク・Y2023

Columbia University
コロンビア⼤学付属語学学校

American Language Program(ALP) 語学留学 

名⾨コロンビア⼤学の付属語学学校で学べるプレミアム・語学留学プログラム。
学部⽣と同様にカフェテリアや図書館等が利⽤でき、広⼤なキャンパスで⼤学⽣活を体感できる語学留学。



【プログラムの特徴】
● ⼊学には、上級レベルの英語⼒必須。1クラス12~16名の少⼈数制。レベル1〜8まで。
● ⼤学進学を⽬指す為の語学留学プログラム。
● 会話の授業に加え、エッセイや論⽂の授業・課題等に多くの時間が費やされる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
● 授業時間数ば週18レッスン。レベル分けテストの結果によって、授業時間が異なります。

【スケジュール】
Y2023 Spring (January 17 - April 28) : 14 weeks

Summer Session A (May 22 - June 16) : 4 weeks
Summer Session A + B (May 22 - July 14) : 8 weeks
Summer Session B (June 20 - July 14) : 4 weeks
Summer Session B + C (June 20 - Aug 11) : 4 weeks
Summer Session C (July 17 - August 11) : 4 weeks
Summer A, B and C (May 22 - August 11 : 12 weeks
Fall (September 5 - December 8) : 14 weeks

【Summer Session について】

Columbia University ALP コロンビア⼤学付属語学学校

Intensive English Program 語学集中プログラム

‐ Summer A, B and C are 4 weeks, 18 hours per week.
‐ Students can study for one session (A, or B, or C), two sessions (A+B, or B+C), or all three sessions (A+B+C).
‐ In each session students will study different material and topics, and will usually have different instructors. 
Materials and topics will be different in each session. Students who choose A+B+C will be in classes with 
students studying one, two or all three sessions. A+B+C is not a separate course.
‐ Summer Intensive program levels 3‐9 follow a project‐based curriculum. In each session, participants will 
study academic skills and improve their English by exploring different aspects of one main topic. The work will 
lead to the creation of a written and spoken project that will be presented at the end of each course in a 
Project Fair. Level 2 follows a textbook‐based curriculum.

【⼊学条件】
● F1学⽣ビザ取得必須。英語上級者（⽇常英会話・英⽂読解⼒必須）
● 英語上級者（⽇常英会話・英⽂読解⼒必須）
● 英⽂預⾦残⾼証明書。

夏季4週間コース＝$7000以上、夏季12週間コース＝$21,000以上、春・秋12週間コース=$16,000〜、年間$60,000〜
● Health Service Fee 保健室等利⽤料⾦ セメスター毎に$510。
● Medical Insurance Fee セメスター毎に加⼊。*⽇本の海外旅⾏保険にご加⼊頂いた場合でも免除不可。 Summer 4週間コー
ス=$984~、Fall・Spring 各12週間＝セメスター毎に$2,409〜
● ⽇常会話以上の英語⼒とパソコン環境。⼊学前からインターネット上の各種⼿続きやオンラインテスト受験必須。
● はしか(2回)・⾵疹(1回)・おたふく⾵邪(1回)の予防接種を受けたことを証明するColumbia指定の書類を提出。医師の署名必須。
または、はしか・⾵疹・おたふく⾵邪の抗体検査を受け、抗体検査結果とともにColumbia 指定の書類提出。 抗体検査の結果は、検査⽇
から1か⽉以上かかる場合がありますので、余裕を持った留学⼿続きが必要です。
● ⼊学申請時に、$150の申請料＋$350保証⾦のお⽀払いが必要となり、これらは仮に後⽇申請をキャンセルした場合でも⼀切返⾦さ
れません。
● ⼊学申請〜卒業まで、各種パソコン＆インターネットを使ってのお⼿続きが必要となりますので、パソコン操作スキル＆ラップトップPC持参
必須。



プログラム詳細について

■Offered in fall, spring and summer
The ALP has one of the oldest intensive English programs in the U.S.
Courses are offered year‐round and help students improve their grammar, vocabulary, pronunciation, 
speaking, listening, reading and writing skills.

■Features
18 hours of instruction each week
‘University style’ schedule – classes are usually at different times every day, for 3 or 4 hours per day (any time 
Monday through Friday, 9:00am to 6:00pm)
Small classes (12‐16 students)
1‐2 hours of homework every evening; one writing assignment per week

■Levels
The ALP has eight (8) levels of instruction, from pre‐intermediate to very high advanced.

■Important Note: 
The ALP does not teach total beginners. If you speak no English, the ALP is not the right program for you. 
Level 1 (Elementary) students must be able to speak, understand, write, and read simple English sentences 
before coming to the ALP. All students are re‐tested when they arrive. If a student is too low for our program, 
we will give a 100% tuition refund and approve a transfer to another school.

■Program Highlights:
Academic English – our courses focus on preparing students to study at university in the US. This includes 
essay writing, presentations, note‐taking and discussions.

Integrated skills – each class focuses on more than one skill, which is a more natural way to learn a language.

Thematic learning – grammar, vocabulary and pronunciation are best learned in context. Each week teachers 
explore different themes to provide content for students to discuss and write about.

Error correction – making errors is an important part of the learning process. We encourage as much spoken 
and written communication as possible, and provide plenty of oral and written feedback to help learners 
become more conscious of their language, and to help them improve.

Team teaching – each Intensive course is taught by two or three instructors, who work together to create 
courses specifically tailored to the students. Each teacher brings their own style and expertise, so learning is 
constantly varied.

Critical thinking – it’s not just about learning the language, but about learning to engage with themes and 
topics in individual ways. We teach students to be inquisitive and curious learners, and to really question 
what they see and read.

Authentic Materials – as soon as possible, we introduce as much authentic material as we can, from 
newspaper and magazine articles, to novels, plays, lectures, movies and music. Reading, listening to and 
watching real English all help expand vocabulary, improve comprehension, and make the language more 
‘automatic’.

U.S. Culture – learning about the city and country in which students are living helps to make the learning 
experience richer and expands learning beyond the classroom.



プログラム詳細について

⼤学寮について

【お部屋タイプ】 2⼈部屋のみ。
※数に限りがあり、ご出発予定⽇から半年以上前の⼿配でも予約が難しい為、通常⺠間寮またはホームステイの⼿配となります。

【滞在費】 下記料⾦は、セメスター毎に変わりますので、費⽤は⽬安としてご理解下さい。
●WINTER・・・・4週間 ＄900〜 ●SPRING・・・ 12週間 ＄3000〜 ●SUMMER A・・・4週間 ＄800〜
●SUMMER B・・・7週間 ＄1400〜 ●FALL・・・・ 12週間 ＄3000〜

【ご案内事項】
●チェックイン・チェックアウト⽇は、⼤学の指定となり、⼊学⽇の前⽇⼊居、修了⽇の翌⽇退去。次のセメスター受講の場合のみ寮滞在延
⻑可。
●予約には、＄150の予約保証⾦をマネーオーダーにて事前にお⽀払い。＄150は、予約をキャンセルした場合でも⼀切返⾦されません。
●滞在費実費は、⼤学寮チェックインの際に、滞在費全額をトラベラーズチェックでお⽀払い下さい。（現⾦、クレジット、パーソナルチェック、
銀⾏送⾦、国際マネーオーダー等は、ご利⽤いただけません。）
●ダブル・ルーム（⼆⼈部屋のみ）6〜12⼈の⽣徒がひとつのキッチン・バスルームを共有。
●シングルベッド、ドレッサー、クロゼット、デスク、椅⼦、デスクランプ完備。インターネット接続。寮の地下にランドリー（洗濯機）ルーム。
●ベッドリネン（寝具）、枕、タオルは、各⾃準備。
●学⽣寮は、建物が古い為、潔癖症の⽅にはお勧めできません。
●寮内は、全館禁煙。
●友⼈や親族を寮内に招きたい場合には、必ず、⼀緒にキッチン・バスルームを共有しているルームメイト全員、および寮のアドバイザーの事
前許可必須。

Intensive program students can also take advantage of our activities program, with events, workshops and 
social occasions to help build community and help students enjoy New York City together. 

Students in the program will have access to Columbia University facilities, including the university libraries 
and computer labs. Students may access the Dodge Fitness Center (gym) by purchasing membership.

■Activities Program; 
The ALP offers an activities program for our intensive students. You get to meet students from different 
classes, have fun, practice English and explore New York City. Sample activities include:

‐ New York Water Taxi
‐ Yankees baseball
‐ Volunteering at a home for the elderly
‐ Empire State Building
‐ Bowling
‐ Rock climbing
‐ Coney Island
‐ Ice skating



12週間

Summer 
A + B + C

$150

$11,064
$90
$100
$90
$60
$35
$450
$984

$4,080
$510

$17,613

¥2,377,755

12週間
¥110,000
¥35,000
¥6,600
¥35,000
¥120,000
¥58,970

¥365,570
12週間

ー
$2,250
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$225$135$654Health Service Fee

Instructuonal Support Fee $90 $30

学費・ビザ・滞在費⽤ 14週間 4週間 8週間

2023年　⼀般語学コース
ビザ取得プログラム Spring or Fall Summer 

A or B or C 
Summer 

A + B

Columbia University ALP コロンビア⼤学付属語学学校
時期によって授業料割引キャンペーン等がありますので、キャリアエクスチェンジにお問い合わせください︕

教材費等 $150 $30 $60

Medical Insurance Fee $1,483 $0 $984

学校申請料 $150 $150 $150

授業料 $11,064 $3,688 $7,376

$60
Activity Fee $50 $50 $100

Technology Fee $35 $35 $35
ALP Student Service Fee $60 $20

滞在費 ホームステイ $4,760 $1,400 $2,720

¥35,000 ¥35,000 ¥35,000

滞在⼿配費 ¥35,000 ¥35,000 ¥35,000

①⼩計　⽇本円　1$=135円 ¥2,565,810 ¥816,480 ¥1,652,400

渡航前にかかる費⽤ 14週間 4週間 8週間

③　⼩計　US$ $2,625 $750 $1,500
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。最新の学校料⾦・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。

シェアアパート滞在費 ー

$20

②　⼩計　⽇本円 ¥387,640 ¥324,320 ¥350,700
③渡航後にかかる費⽤ 14週間 4週間 8週間

往復航空券（⽬安） ¥120,000 ¥120,000 ¥120,000
海外留学⽣保険料 (⽬安) ¥81,040 ¥17,720 ¥44,100

海外通信送⾦費

$510 $510

⼩計US$ $19,006 $6,048 $12,240

¥6,600 ¥6,600 ¥6,600
ビザ申請サポート

学⽣ビザ申請費(SEVIS含) $510

ー ー
現地⽣活・交通費 $2,625 $750 $1,500

プログラム⼿配費 ¥110,000 ¥110,000 ¥110,000

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


