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Central Pacific College(CPC)

セント ・パ フ ック・カ ッ 語学学校

30歳～ ニア で大人 ハワイ留学 最適 語学学校
春休 夏休 キッ コ も開講する で親子留学 も！
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〒さご4-ごご　さ 東京都中央区銀座3-ささ-3 LEAにUE3ご3
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追記

ベ 毎現地購入

SEVIS費含

ート＄ちささご

追記
5週間以上で無料！

3ヶ月以上 ビ 必須

最安値プラン

追記
目安 月＄、50
目安 月＄、00

学校申込金 $100 $150 $150

学校教材費・設備費 ー ー ー

ハワ ・セント パ フ ックカ ッ
学費・ビ ・滞在費用 4週間 24週間 4。週間

一般英語
週さ　時間 ッ ン

一般英語
週2ご ッ ン 学生ビ 取得

授業料 $1,040 $5,808 $8,832

滞在手配費 $300 $270 $300

ー $5,352 ー

滞在費 下記いづれか

渡航前 る費用 4週間 24週間 4。週間

48週 場合
最初 4週間

ホームステイ個室・2食 $1,400 ー $1,400

学生アパート4人部屋

小計US$ $2,840 $12,090 $11,192

小計 日本円 ¥3さ2,4ごご ¥さ,329,9ごご ¥さ,23さ,さ2ご

学生ビ 申請費 ー $510 $510

海外通信送金費 む11,000 む11,000 む11,000
ビ 申請 ポート む0 む35,000 む35,000

プ グラム手配費 む35,000 ¥ご ¥ご

小計 日本円 ¥さ55,　4ご ¥244,ごさご ¥359,さ2ご
渡航後 る費用 4週間 24週間 4。週間

往復航空券 目安 む90,000 む90,000 む90,000
海外留学生保険料 む19,　40 む108,010 む223,120

小計 US$ $700 $4,200 $16,650

全体的 留学費用概算 上記 ＋ ＋ 合計を目安 し く い
注意事項 上記 あく でも概算です。最新 学校料金 キャンペ ン情報 キャリア ク チ ン でお問い合わせく

だ い。

ェアアパート滞在費 ー ー $8,250

現地生活・交通費 $700 $4,200 $8,400

まず 相談！
電話･来社

無料カ ンセ ン

見積作成依頼
気軽 申付け
く い

プ ン 決定し ら
留学開始

3ヶ月前を目安

ら 留学プ ン 興味 ある方 ・・・・

株式会社キャ ク チ ン エエエ.caィeeィ-ex.com
〒さご4-ごご　さ 東京都中央区銀座3-ささ-3 LEAにUE3ご3
電話：ご3-　2、。-。、5ご なAX:ご3-　2　4-さ5、。 E-mail：info@caィeeィ-ex.com



なぜ多くの日本人英語学習者がいつまでも英語が上達しないと感じるのか？ 

講師の一方的な指導のために、「この文法、単語、言い方でなければならない、それ以外は間違い、間違うと恥ずかし

い。」というプレッシャーを感じ、習った英語を「自由に」話してみることに恐怖を感じるからです。「自信喪失」こ

の心理的恐怖は外国語学習に大きな支障をきたします。 

CPCの英語はオーガニッックメソッド 
オーガニック　= 「自然」に英語が学べる環境の提供 

他者（講師や他の生徒など）との社会的コミュニケーションを通して言語は身につきます。CPC独自のSDA（student 

development activities）プロジェクトでは、教科書で習ったことの「実践」を行います。緊張から解き放たれた自

然な状態で、教科書から得た知識（インプット）を「自由に」使ってみる（アウトプット）ことです。このプロジェク

トを数多くこなすことで英語話者としての「自信」を養い、その結果、堂々と「自分の英語」を自信を持って話すこと

ができるのです。 

英語を実際に使う 

学んだ英語知識を実際に使ってみる。多くの学習者はせっかく習った知識を：自分の中でくすぶらせる　→　使わない

　→　結局忘れてしまう、というサイクルに陥りがちです。しかし、CPCオーガニックメソッドは、しっかり習ったこ

とを心理的プレッシャーや緊張のない状況で「自然に」身につけ、最大のゴールである「英語でのコミュニケーション

力」を徹底的に養います 

従来の英語学習法

先生がクラスの中心。

講義スタイル。（先生が一方的に話す）

テキストのみ使用

暗記による学習

話せない

結果

英語を話すのが怖い、恥ずかしい。

「いつまでも自分の英語はダメ」

という意識がぬぐえない。

さまざまな国籍の人と

「国際語」としての英語を話せない。

英語学習が自分の生き方、

人生に何のメリットももたらさない。

生徒がクラスの中心。

テキストに頼らない「やりながら学ぶ」

スタイル

プロジェクト型生徒参加による学習

自然に（オーガニック）話せる力が身につく

結果

自信を持って堂々と英語が話せる。

「グローバルコミュニケーター」として

あらゆる国籍の人と英語で意思疎通ができる。

自分の生き方、人生のあらゆる面において

メリットをもたらす。

オーガニックメソッド



CPCの英語コース 

CPCでは少人数制の英語クラスで英語レッスンを行っています。1クラスの受講生数は最高で12人。受講生がクラス内

でより多くの英語を話すことができるよう、講師と受講生の話す割合を2 : 8 にしています。CPCの英語レッスンはオー

ガニックメソッドを用いた英会話スタイルで進む受講生参加型のレッスンです。 

英語クラスはアットホームな雰囲気になっており、講師と受講生が英語で話しやす環境作りがされています。 

 

EPP コース　( English Proficiency Program ) 

レベル数：1 - 6レベル　受講時間数：週20時間（学生ビザ対象） 

実施日時：月曜日 - 金曜日 9:00 - 12:50 または 13:00 - 16:50 

スケジュール：9:00 - 10:50  Grammar、11:00 - 12:50  Integrated Skills 

Integrated Skills：スピーキング、リスニング、発音、リーディング、ライティングを融合させた総合英語クラスです。 

ECP コース　( English Conversation Program ) 

レベル数：1 - 6レベル　受講時間数：週16時間（観光ビザ対象） 

実施日時：月曜日 - 木曜日 9:00 - 12:50 または 13:00 - 16:50 

スケジュール：9:00 - 10:50  Grammar、11:00 - 12:50  Integrated Skills 

Integrated Skills：スピーキング、リスニング、発音、リーディング、ライティングを融合させた総合英語クラスです。 

月 火 水 木 金

9:00 - 10:50 

(13:00 - 14:50)
Grammar Grammar Grammar Grammar Grammar

10分休憩

11:00 - 12:50 

(15:00 - 16:50)

Integrated 

Skills

Integrated 

Skills

Integrated 

Skills

Integrated 　

Skills

Integrated 

Skills

月 火 水 木 金

9:00 - 10:50 

(13:00 - 14:50)
Grammar Grammar Grammar Grammar

クラスなし10分休憩

11:00 - 12:50 

(15:00 - 16:50)

Integrated 

Skills

Integrated 

Skills

Integrated 

Skills

Integrated 　

Skills



 

TOEIC / TOEFL コース 
短期間でスコアアップを目指す試験対策コースです。 

受講時間数：週20時間（週16時間の受講も可能です） 

実施日時：月曜日 - 金曜日 9:00 - 12:50 または 13:00 - 16:50 

スケジュール：9:00 - 10:50  リスニング、11:00 - 12:50  リーディング 

提携大学編入プログラム 
EPPコースの初中級レベルを修了後、ハワイ大学付属カピオラニコミュニティカレッジへTOEFL免除で入学できます。 

受講時間数：週20時間 

実施日時：月曜日 - 金曜日 9:00 - 12:50 または 13:00 - 16:50 

スケジュール：9:00 - 10:50  Grammar、11:00 - 12:50  Integrated Skills 
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  ハワ 大学付属 ピ ラニコ ュニテ ッ (KCC) 

特別編入制度 

 

KCC 入学 必要 TOEIC, TOEFL コ 提出 免除さ ます。 
 

 

 

CPC 

• 初中級 ベ を修了 

(A, B 両ター ) 

• プ グラ 終了テ ト コ 51点以上 

KCC 

• KCC 編入 ESOL 94 タート  

• ESL100 ら タートしたい場合 KCC コンパ テ トを
受験す こ ます。 



 

 

 

 

サバイバル英語レッスン 
アメリカでの生活に必要な英語表現やフレーズを実践形式

で練習します。（無料で受講できます） 

 

実施頻度：月2回 - 3回 

スケジュール：午後 60分 

ランゲージエクスチェンジ 
ハワイ大学の学生との交流を通じて、お互いの母国語を

教えあう異文化交流アクティビティです。 

（無料で受講できます） 

実施頻度：月2回 - 3回 

スケジュール：午後 

英語 + ヨガレッスン 
CPCの英語レッスン前もしくは終了後、近くにあるヨガ

スタジオでヨガレッスンを受けいていただくことができる

プログラムです。ヨガレッスン受け放題パスもありますの

で、ご希望のレッスン回数を受けていただくことができま

す。 

ヨガスタジオ：Yogaloha Hawaii (CPCから徒歩12分） 

住所：403 Kaiolu St., 2F A, Honolulu, HI 96815 

レッスン時間帯：月 - 日 9:00 - 19:00 

(土日はお昼頃で終了する場合もあります） 

レッスン時間：1レッスン約 75分 

レッスン料：1レッスン $18、1週間レッスン受け放題パス $60、

4週間レッスン受け放題パス $150 

ヨガスタジオの都合でスケジュールや料金が変更になる場合があります。 



 

 

 

英語 + フラレッスン 
CPCの英語レッスン後、近くにあるフラスクールで、現役

フラダンサーからフラレッスンを受けいていただくことが

できるプログラムです。（英語レッスンが午前中の場合） 

フラスクール：PoePoe Hawaiian Culture Center 

 (CPCから徒歩5分） 

住所：1750 Kalakaua Ave. #206 Honolulu, HI 96826 

レッスン日時：火、木、 14:00 - 15:00 

レッスン時間：1レッスン約 60分 

レッスン料：お問い合わせください（レベルにより異なります） 

プライベートレッスンもあります。 

スクールの都合でスケジュールや料金が変更になる場合があります。 

英語 + ウクレレレッスン 
CPCの英語レッスン後、近くにあるウクレレスクールで

ハワイのトップミュージシャンからウクレレレッスンを受

けていただくことができるプログラムです。（英語レッス

ンが午前中の場合） 

ウクレレスクール：PoePoe Hawaiian Culture Center 

 (CPCから徒歩5分） 

住所：1750 Kalakaua Ave. #206 Honolulu, HI 96826 

レッスン日時：火 14:00 - 14:45、水 17:30 - 18:15 

レッスン時間：1レッスン約 45分 

レッスン料：1レッスン $30、6レッスン $150 

プライベートレッスンもあります。 

スクールの都合でスケジュールや料金が変更になる場合があります。 

英語 + サーフレッスン 
CPCの英語レッスン後、午後よりワイキキビーチから少し離

れた安全にサーフィンができるビーチで、サーフィン大会優勝

経験のあるプロサーファーからサーフィンレッスンを受けて

いただくことができます。（英語レッスンが午前中の場合） 

サーフスクール：Surfer Girl Academy  (CPCから徒歩6分） 

住所：1926 Kaioo Drive Honolulu, HI 96815 

レッスン形態：グループ、プライベート 

対象年齢：12歳以上 

（12歳未満のキッズ専用のプライベートレッスンあり） 

レッスン時間：8:00, 11:00, 14:00, 16:00  

レッスン日程：要確認（土日も実施） 

レッスン時間：1レッスン約 120分 

レッスン料：1レッスン $95（グループ）、$165（プライベート） 

キッズプライベートレッスン：$145 

費用にはHURLEYラッシュガード、リーフシューズ、リーシュコー

ド、サーフボードのレンタル費用が含まれています。 



滞在方法 
CPCではハワイでの滞在方法として、ホームステイ、学生寮、コンドミニアムのアレンジを行っています。 

ホームステイ （1日2食付き） 
ハワイに在住のご家庭に滞在し、現地の生活習慣や地元の方々との異文化交流が 

できる滞在方法です。ホストファミリーの家族構成は様々で、小さい子供のいる 

家庭、夫婦のみの家庭、シングルマザーの家庭、シニア夫妻の家庭、独身女性のみ 

の家庭など多様です。1週間からご滞在いただけます。 

お部屋：1人部屋 

ホストファミリー宅は、CPCから市バスで約15分から50分程のエリアにあります。 

CPC学生寮（CPCからバス約10分、徒歩約30分） 

CPC専用の学生寮です。お部屋は2ベッドルールムのコンドミニアム形式で、1人部屋と2人部屋からお選びいただけま

す。自炊ができるキッチン、電子レンジ、冷蔵庫があり、洗濯機と乾燥機も完備されています。学生寮はワイキキの中心

部にあり、周辺にカフェやお店がたくさんあります。ワイキキビーチへ徒歩5分で行ける好立地で便利な環境です。 

お部屋：1人部屋、2人部屋 

住所：435 Seaside Ave. Honolulu HI 96815 

コンドミニアム　 

イリカイタワー 
 (CPCから徒歩約20分） 

１部屋に1名から最大4名まで滞在できる

コンドミニアムをアレンジしています。 

友人やご家族と一緒にご滞在いただけま

す。お部屋にはキッチン、冷蔵庫、トイ

レ、シャワーなど、長期滞在が可能な設

備が完備されています。 


