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毎週⽇曜⽇〜プログラム開始。レッスン数は、1週間あたり15/20/25/30から、お選び頂けます。
ホームステイ先は、フリーWifi＆お⾷事付き。休暇を利⽤して1週間〜気軽にご参加頂けるオケイコ留学プログラム︕

Y2023
教師宅ホームステイ

英語プライベートレッスン短期留学
アメリカ・カナダ・オーストラリア・イギリス・アイルランド・マルタ(以上英語)

フランス(フランス語)・スペイン(スペイン語)・ドイツ(ドイツ語)・イタリア(イタリア語)

先⽣のお宅にホームステイをしながら現地の⾔語環境で⽣活、ハイレベルな語学のプライベートレッスンを受講︕
初⼼者〜上級者⼀般英語、ビジネス英語、TOEFL/IELTS/Cambridge のテスト対策まで様々なニーズに対応。



【UK & IRELAND】
都市部

海沿いの街

【U.S.A.】 NEW YORK(NY), LOS ANGELES(LA), SAN FRANCISCO(SF), SEATTLE, PORTLAND, SAN DIEGO
【CANADA】 VANCOUVER, TRONTO
【AUSTRALIA】 SYDNEY
【MALTA】 
※ LONDON, EDINBURGH, DUBLIN, NEW YORK, LA, SF 等の都市部滞在の場合、追加料⾦がかかります。
※ フランス語(フランス)、ドイツ語(ドイツ)、スペイン語(スペイン)、イタリア語(イタリア)の教師宅ホームステイの⼿配も可能です。お問合せ下さい。

教師宅ホームステイ　英語プライベートレッスン短期留学

教師宅ホームステイ　⼿配可能な国と地域

COTSWOLDS, LAKE DISTRICT, SOUTH DOWNS NATIONAL PARK, CORNWALL
YORKSHIRE NATIONAL PARK, PEAK DISTRICT, NEW FOREST, DEVON & JURASSIC COAST

歴史的な街

⽥舎

教師宅ホームステイプログラムに含まれる内容

プログラムに含まれない内容

教師宅ホームステイ　＠1週間　時間別コースのご案内

　　　　　 週15時間レッスン               　　　週20時間レッスン　　　　　　　　　　週25時間レッスン　　　　　　　　　　　週30時間レッスン　　　　　　　　

LONDON, EDINBURGH, MANCHESTER, LIVERPOOL, DUBLIN, CORK, BRISTOL
BATH, CANTERBURY, CAMBRIDGE, OXFORD, CHICHESTER, STRATFORD UPON AVON
STRATFORD UPON AVON、CHELTENHAM
BRIGHTON, HASTINGS, EASTBOURNE, BOURNEMOUTH, GALWAY, TORQUAY, BROADSTAIRS

[世界共通]
■ 空港送迎。追加料⾦＝オプションにより、留学先の空港送迎（到着空港<=>ホームステイ先）の⼿配可能です。
■ アクティビティで、美術館・映画館・遊園地・コンサート等、⼊場料やチケット購⼊代⾦が必要な場合、先⽣の分も含め、プログラム参加者の
皆様のご負担となります。費⽤をかけたくない場合には、事前に先⽣とご相談の上、無料で可能な課外アクティビティの計画を⽴てて下さい。
■ その他、⾃由時間を使って外出する場合等の⼀切の費⽤。
■ 往復航空券は、各⾃⼿配または、当社提携代理店にて、別途⼿配致します。

[世界共通]
■出発前のオンラインによる30分間レッスン
■語学プライベートレッスン授業料、および教材費。
■ 1⽇3⾷付 (朝⾷・昼⾷・⼣⾷)
■ ホームステイ個室宿泊費6泊分

※ ベッドルーム以外のバス・トイレ・リビング等は、ホストファミリーとの共同利⽤。
■ ホストファミリーとの週2回課外アクティビティ。 (⽉〜⾦)
■ 参加者個⼈の語学レベル・参加⽬的に合わせた教材と授業内容。
■ ホームステイ先での、無料Wifi。
■ レッスンレポート＆修了症の発⾏。
■ プログラム⼿配料⾦、海外送⾦⼿数料、海外旅⾏保険（以上、当社⼿配）
■基本⽇程は、⽇曜⽇午後〜夜のチェックイン、⼟曜⽇朝チェックアウトの6泊。最初のレッスンは、

⽉曜⽇〜開始。 ※その他の⽇程をご希望の場合、お申込の際にご希望の⽇程をご相談ください。



教師宅ホームステイ留学費⽤は、下記Step 1 + Step 2 + Step 3 (+空港送迎-任意) + 当社⼿配料⾦ + 諸経費の合計⾦額になります。

各地の空港≪=≫ホームステイ先の⽚道・往復の空港送迎の⼿配が可能です。費⽤は、地域によって異なりますのでお問い合わせ下さい。

教師宅ホームステイ　英語プライベートレッスン短期留学

教師宅ホームステイ　プログラム種類と参加に必要な英語⼒の⽬安

【UK ＝イギリス】　教師宅ホームステイ　料⾦表

1) General English (⼀般英語)︓ 初級〜上級者
2) English for Work (⼀般英語60%＋ビジネス英語40％)︓中級〜
3) Exam Preparation (TOEFL/IELTS/Cambridge テスト対策)︓上級〜
4) Professional English (プロフェッショナル・ビジネス英語)︓上級〜
5) Academic English (⼤学進学準備)︓ 上級〜
6) General Language フランス語・スペイン語・イタリア語・ドイツ語︓ 初級〜



教師宅ホームステイ留学費⽤は、下記Step 1 + Step 2 + Step 3 (+空港送迎-任意) + 当社⼿配料⾦ + 諸経費の合計⾦額になります。

各地の空港≪=≫ホームステイ先の⽚道・往復の空港送迎の⼿配が可能です。費⽤は、地域によって異なりますのでお問い合わせ下さい。

教師宅ホームステイ　英語プライベートレッスン短期留学

【イギリス以外】　教師宅ホームステイ　料⾦表



教師宅ホームステイ留学費⽤は、下記授業料 + 当社⼿配料⾦ + 諸経費の合計⾦額になります。

教師宅ホームステイ　英語プライベートレッスン短期留学

⻑期留学 & オンラインプログラム　教師宅ホームステイ　料⾦表



General English (⼀般語学コース)の1週間スケジュール例

Professional English (ビジネス英語コース)の1週間スケジュール例

教師宅ホームステイ　英語プライベートレッスン短期留学



アメリカ・カナダ・
オーストラリア　

ニューヨーク　15時間/週

$1,800.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

$190.00
$0.00
$0.00

$360.00

$2,350.00

¥317,250

変動致します。 1＄＝135

アメリカ・カナダ・
オーストラリア

¥66,000
ー
¥0

¥6,600
¥0

¥120,000
¥4,660

¥197,260
アメリカ・カナダ・
オーストラリア

$0
$200
$200

　　　株式会社キャリアエクスチェンジ
　　　〒100-0006 東京都千代⽥区有楽町1-12-1 新有楽町ビル11F PPY BW-06
　　　TEL︓03-6278-8750　FAX : 03-6278-8758
　　　www.career-ex.com　email︓info@career-ex.com

€ 0.00 € 0.00

教師宅ホームステイ
ビザ不要　短期留学

イギリス
ロンドン 15時間/週

アイルランド
ダブリン 15時間/週

フランス・イタリア・
スペイン・ドイツ・フランス　

パリ 15時間/週

教師宅ホームステイ　英語プライベートレッスン短期留学
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︕

1€＝130

追加料⾦︓親⼦留学 £0.00 € 0.00

追加料⾦︓往復空港送迎 £170.00 € 180.00 お問い合わせ下さい

追加料⾦︓年末年始等 £0.00

追加料⾦︓プロフェッショナル £0.00 € 0.00 € 0.00
追加料⾦︓⼤学進学準備 £0.00 € 0.00 € 0.00

プログラム⼿配費 ¥66,000 ¥66,000 ¥66,000
語学学校⼿配費 ー ー ー

€ 0.00 € 0.00

渡航前にかかる費⽤ イギリス アイルランド・マルタ フランス・イタリア・
スペイン・ドイツ

⼩計　現地通貨 £1,335.00 € 1,665.00 € 1,655.00

①⼩計　⽇本円 ¥200,250 ¥216,450 ¥215,150

1€＝150 1€＝130

ビザ申請サポート ¥0 ¥0 ¥0
往復航空券（⽬安） ¥120,000 ¥120,000 ¥120,000

滞在⼿配費 ¥0 ¥0 ¥0
海外通信送⾦費 ¥6,600 ¥6,600 ¥6,600

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。

現地⽣活費等 £150 € 100 € 100
③　⼩計　現地通貨 £150 € 100 € 100

③渡航後にかかる費⽤ イギリス アイルランド・マルタ フランス・イタリア・
スペイン・ドイツ

シェアアパート滞在費 £0 € 0 € 0

海外留学⽣保険料(⽬安) ¥5,480 ¥5,480 ¥5,480
②　⼩計　⽇本円 ¥198,080 ¥198,080 ¥198,080

€ 0.00
追加料⾦︓⼤都市の場合 £110.00 € 135.00 € 215.00

General English(⼀般語学)  週15時間プライベートレッスン(Classic)コース
プログラム費⽤ £1,055.00 € 1,350.00 € 1,440.00

追加料⾦︓ビジネス/テスト対策 £0.00 € 0.00 € 0.00

プログラム

追加料⾦︓プライベート・バス £0.00 € 0.00 € 0.00
追加料⾦︓14-17歳 £0.00

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


