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本社お問い合わせ 03-3205-8017
東京本社●新宿区高田馬場１-３０-７

yic@tsnet.co.jp
tofl.jp/yicホームページ

メール

　トフルゼミナールでは、小･中･高生向けの夏の海外プログラムをご紹介して20年の実績があります。
感受性の豊かなこの時期、こうした経験を通じて吸収できるものは図り知れません。短期間の海外生活
でもお子様の独立心を養い大きな自信を持たせます。いまこそチャレンジさせてみませんか。

保護者の
皆様へ
保護者の
皆様へ

地図はホームページ
でご覧になれます。

春･夏休み研修説明会･個別相談会 〈中学･高校〉留学個別相談会

●会場はいずれも東京本社（高田馬場）・大阪支社となります。
●説明会・相談会はいずれもご予約ください。

安心できる中学・高校生の
春・夏休み海外研修

いまから準備 !!
夏休み海外研修

カナダ公立高校留学

まだ間に合う２０１８年秋入学
米英ボーディングスクール

時間帯日程説明会

私費高校留学相談会

１月２０日～
４月２１日
毎土曜日

２月１日～
４月１９日
毎木曜日

時間帯日程説明会

１月２０日～
４月２１日座講備準前発出

　たった2週間でさえ一人で海外で行くこと
は、お子様の前向きな気持ちとは裏腹に大変
な勇気が必要です。また現地で積極的にコミ
ュニケーションを図ろうと心得ても、その一
歩を踏み出すことが難しいことも事実です。
　トフルゼミナールでは、安心な語学研修の
ご紹介だけでなく、出発前からお子様一人ひ
とりのサポートをしております。ご紹介する
出発前準備講座は、新しい環境に順応できる
ように、英語での自己紹介から始めて、現地
で遭遇する事柄に自身を持って対応できるこ
とを目的としています。
　｢海外進学志望ではないから」と学校の受
験英語だけに力を注いでいては、近年の大学
入試で求められる総合的な英語力を鍛えるこ
とはできません。海外語学研修を単独な経験
と位置づけるのではなく、お子様の将来のラ
イフプランの一環として考えてみてはいかが
でしょうか。 出発前準備講座のお問い合わせ：  03-3205-8017

プ ロ グ ラ ム 参 加 者 の 声

UCLA/Film 高2女子・C. H.さん　３週間滞在
　イギリス南部にあるEarlscliffeという高校の校舎で実施されたサ

マープログラムに、7月中旬から2週間滞在しました。最初の週

は、日本人は私一人だけでしたが、スタッフさんや他の留学生た

ちがフレンドリーに話しかけてきてくれたので、ホームシックに

なることはありませんでした。

　日本の中学校などではまだ学ばないビジネスや経済についての

授業は、新しいことばかりでとても有意義だったと思います。休

日や授業日の午後は友達と近くの海で遊んだり、電車でアウトレ

ットに行って買い物をしたりして楽しみました。ここでできた友

達とは帰国後も連絡を取り合っています。ここで経験したことは

一生大切な思い出です。

Earlscliffe School 中3女子・A. N.さん　２週間滞在

　もとから英語が大好きだった上、パンフレットにのっている参

加者たちの楽しそうな写真を見ていたので不安はありませんでし

た。実際に行ってみると、寮もクラスも少人数ですぐに仲の良い

友人を作ることができました。クラスメイトのレベルはとても高

く、非常に良い刺激を受けました。また、さまざまな国からの留

学生が多いため、なまりのある英語も聞き取ることができるよう

になり、英語力の向上に役立ちました。他にも、クラブ活動や夜

のアクティビティを通して主体性を培うことができたと思いま

す。非常に有意義な2週間で参加して良かったと思います。

Millfield School 高2女子・L. O.さん　２週間滞在

英語で
自己紹介

日本と外国の
学校の違い

日本文化を
紹介する

英作文の
書き方

2018

町田支社●町田市中町１-１-１４  武友ビル 042-709-5822
横浜支社●横浜市中区万代町１-２-４  田辺ビル 045-661-0879
藤沢支社●藤沢市南藤沢２１-８  大安興業ビル６F 0466-50-7740
大宮支社●さいたま市大宮区桜木町１-３-６  高井ビル４F 048-643-6268
船橋支社●船橋市本町６-１-１３  YMビル２F 047-422-9635
名古屋支社●名古屋市中区栄３-７-１２ サカエ東栄ビル６F 052-251-9055
大阪支社●大阪市北区曾根崎２-１６-１９  メッセージ梅田ビル４F 06-6315-4833
神戸支社●神戸市中央区御幸通６-１-２０  三宮山田東急ビル９F 078-265-6561
京都支社●京都市下京区立売中之町１０６ ヤサカ四条ビル４F 075-253-6976
福岡支社●福岡市中央区天神１-１２-３  天神木村家ビル６F 092-406-2478

池袋支社●豊島区東池袋１-４１-６ 菊邑９１ビル７F 03-5960-2712
渋谷支社●渋谷区渋谷２-２２-８ 名取ビル６F 03-5766-0652
四谷支社●新宿区四谷１-１８  四谷プラザビル２F 03-5363-0352
立川支社●立川市柴崎町２-１-４  トミオー第２ビル３F 042-521-3771
調布支社●調布市布田１-４５-３  第十通南ビル２F 042-426-3812

テイエストラベル/YIC事業部
●… トフルゼミナール留学手続き代行部門 …●

ニアュジ

プレゼン
テーション

　いろいろな国から学生が集まる語学研修では、自分のこ
とを話すのはもちろん、日本の文化や風習･歴史などを聞か
れることがあります。これにきちんとプレゼンできるよう
に、キーとなる単語や使える慣用表現を教えます。

［講座内容例］

語学研修お申し込みの方無料

1回100分×全4回

渋谷校･高田馬場校で7月開講
＊開講を予定しています。変更の場合もあります。

 〈スケジュールの都合で受講でき
ない方〉…帰国後にトフルゼミナー
ルの本科コースへお申し込みいただ
くと、講座相当の金額を割り引きし
ます。または高田馬場校でのクラス
授業を3回体験受講できます。

　到着後のテストで上級のクラス

に入ったこともあり、最初は他国

の留学生に圧倒されました。不安

を先生に相談したところ、すぐに

溶け込みやすいクラスの雰囲気を

つくるように工夫をしてくれまし

た。アメリカでは積極的に行動

し、率直に気持ちを伝えること

で、周りにいる人たちがサポート

をしてくれるんだと実感しました。

　そのうちクラスには友達もたくさんできて、ディズニーランド

やワーナーブラザーズスタジオなど楽しい思い出ができました。

語学研修を通して、人はそれぞれ違った考え方をすることに改め

て気づき視野が広がりました。また、他国の学生は自分の意見を

持つ意識が高いことに刺激を受けました。私も日頃から「何で～

だろう」を意識して、自分の意見を持つ姿勢を大切にしていきた

いと思います。今度はもっと長期で留学することも選択肢に入れ

て進路を考えていきたいと思っています。

Trinity College 高2女子・M. M.さん　３週間滞在

　私が今回の研修プログラムに参

加しようと思った理由は、自分の

英語力が外国でどれだけ通じるか

知りたかったのと、カナダならで

はの文化を感じたいと思ったから

です。

　初めはとても緊張していて、な

かなか慣れることができませんで

したが、周りの外国人たちも自分

と同じ年代の子だと思うと、見た目からは年上にしか見えなくて

も、実際に話してみると私と同じ気持ちだったりしてなんだか安

心しました。

　また、カナダの文化について英語で学べたり、そのことについ

てディスカッションしたりと、日本とはまったく違う授業でとて

もやりがいがありました。ほかにも、週に1回は遠出をして、ビ

ーチ、ナイアガラの滝、ワンダーランドに行きました。自分の実

力がどれくらいなのかわかることができたし、カナダがどれだけ

多文化な国なのかよく知ることができました。

１４：３０～１６：００

１７：００～１８：３０

１月２０日～
３月２４日

１５：００～１９：００
（毎週土曜）

１５：００～１９：００
（毎週土曜）



●カレッジキャンパスで英語の集中学習。
●アカデミックスキルズでライティング基礎や
　American Cultureなど異文化を学ぶ。
●ボランティア活動やアクティビティーを体験して、
　海外留学やAO・推薦入試のバックグラウンドを確立。
●ホームステイ滞在でコミュニケーション力も強化。
●現地で日本人スタッフがケアを実施。
●現地Native学生たちとさまざまな交流。

将来の
グローバルリーダーを
目指そう!!

p.3p.2

早 期 申 し 込 み 特 典 ㈰
　夏のジュニア（小･中･高）語学留学に参加の方で、3月31日
までにプログラム費用を全額納入いただいた場合、トフルゼ
ミナールのe-ラーニング「TOEFL対策コース」｢TOEIC対策
コース」（各38,500円）いずれかをプレゼントします。
　コース詳細は［tofl.jp/tsonline］をご覧ください。

　海外研修への出発前に、英語での自己紹介や自分の意見をし
っかり伝えたり、自らを現地でサポートするなどの準備をしま
しょう。

早 期 申 し 込 み 特 典 ㈪
　語学留学に参加の方で、3月31日までにプログラム費用を
全額納入いただいた場合、20,000円を減額します。

出発前準備講座に参加（無料）

　｢高速マスター英文法」など、留学に役立つトフルゼミナー
ルの英会話関連書籍を3册プレゼントします。

　ご友人と一緒にお申し込みいただいた場合、2名様分で総額
5,000円を減額します。

2名様同時申し込み優待

全員プレゼント①

4,500円相当の書籍を進呈全員プレゼント②

Special講座の特色Special講座の特色Special講座の特色
●カレッジキャンパスで英語の集中学習。
●アカデミックスキルズでライティング基礎や
　American Cultureなど異文化を学ぶ。
●ボランティア活動やアクティビティーを体験して、
　海外留学やAO・推薦入試のバックグラウンドを確立。
●ホームステイ滞在でコミュニケーション力も強化。
●現地で日本人スタッフがケアを実施。
●現地Native学生たちとさまざまな交流。

先 予 定修研

Edmonds
Community College

Edmonds
Community College

8月8日(水)～8月21日(火)
日程

2週間期間

ホームステイ滞在

15歳以上（参加時）対象年齢

　エドモンド･コミュニティーカレッジは、シアトルから北
へ25分のところにある公立の2年制大学です。ビーチにも程
近く美しい自然に囲まれており、治安が良いので学習をする
のに最適な環境にあります。また、ESLもあり70カ国から
の留学生を受け入れています。

　国内で群を抜く海外大学・国際系大学への合格実績を誇るトフルゼミナールでは、

夏期のスペシャル講座として「中高生のための海外夏期講習会」をシアトルで特別開講します。

将来の
グローバルリーダーを
目指そう!!

　＊プログラム詳細は
1月にご案内します。 
各校窓口にお問い合
わせください。

＊２０１７年度例

7月25日(水)～8月7日(火)

プ ロ グ ラ ム 参 加 者 の 声

Seattle Special 高2男子・K. T.くん　２週間滞在

　旅行以外で海外に行ったことがなく、ホームステイも初めての

経験だったため出発前は不安でしたが、ホストファミリー先がと

ても親切で、現地のサポートも手厚かったので安心して勉強でき

ました。シアトルの気候は日本に比べて過ごしやすく、治安も良

いので快適に過ごすことができました。授業の質もとても高く、

難易度も自分にはちょうどよくて非常に満足できる内容でした。

　また、協会でのボランティア活動やファームでの乗馬など、日

本ではなかなかできない体験ができたのは大きな収穫でした。ま

たシアトル観光、ワシントン大学のキャンパスツアーなどのイベ

ントも楽しめました。現地の人と会話をしたり、買い物に行った

り、ホームステイを通して日本とアメリカとの文化の違いを感じ

たりしました。

　僕がホームステイで2週間生活して一番感じたことは、コミュ

ニケーションをとることの大切さと、自分の意思をはっきり伝え

ることです。リスニングは比較的得意だったので、滞在中何を言

っているのかわからないということはなかったのですが、スピー

キングがあまり得意ではないので、何か聞かれたりすると答えら

れずに困ってしまうということがありました。でも今回のプログ

ラムに参加して少し改善できたと思いました。いくら文法を勉強

しても、実際に喋ることができないと大変だなと感じました。

　2週間は長いように思えてもすぐに終わってしまい、もう少し

勉強して帰りたかったという気持ちもありましたが、とても満足

しています。長期留学をしてみたいけれど、いきなり何カ月も海

外で生活するのは不安だという人にもお勧めできると思います。

いつか僕も長期留学をしてみたいと考えていたので、今回参加し

てさらに意欲が湧きました。

アメリカ★カナダ★イギリス

　経験豊富な英語の先生の自宅で英語学習を受けます。プログ
ラムの最大の魅力は、通常のサマースクールとは違い、個別レ
ッスンのため弱点補強ができ、短時間でも英語力向上の効果が
期待できることです。カナダに関してはバンクーバー郊外での
教師宅ホームステイもご案内しています。

対象●１３歳～１７歳
滞在●ホームステイ（１日３食/個室または相部屋）
内容●英語研修：１５レッスン/週

２週間

原則として日曜日
チェックイン。
＊他曜日は応相談

￥２３１,４００～

￥２５６,１００～

￥２７５,１００～

　英語レッスンと多様なアクティビティーを組み合わせたプロ
グラムをハワイで体験できます。平日の午前中は英語授業、午
後はアクティビティーに参加して異文化体験と交流を深めまし
ょう。ビーチスポーツやフラダンスの講習、ダイアモンドヘッ
ドへのハイキングなどがあります。

対象●１２歳～１７歳
滞在●ホームステイ（１日３食/個室）
内容●英語研修：１５レッスン/週
●エクスカーション（土）●アクティビティー

３週間

７月９日～８月２９日の
毎週土曜または日曜
チェックイン。￥６０１,０００～

￥３６３,４００～

￥４７１,４００～

教師宅でホームステイ教師宅でホームステイ教師宅でホームステイ ハワイでホームステイハワイでホームステイハワイでホームステイ

１週間

１０日間

１週間

２週間
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世界ランキングで常にトップテン入りする名門大学 !!
そんなアカデミックな環境のキャンパス内で英語を勉強してみませんか。

　バンクーバー空港から30分の、ブリティッシュ･コロンビア
大学キャンパス内で学ぶプログラムです。1908年創立のこのキ
ャンパスは、街の中心部にありながらも美しい自然に囲まれ、
英語学習のほかさまざまなアクティビティーを体験できます。
スポーツセンター･アイスアリーナ･プール･テニスコート･フィ
ールドトラックなど施設も充実しています。
　市内には美術館や植物園があり、バンクーバーの農場を訪れ
ることもできます。寮はキャンパスからわずか10分です。

対象●１０～１３歳/１４～１８歳
滞在●学生寮（１日３食つき）
 （個室・相部屋）
内容●英語研修：２０レッスン/週
●終日観光/週２回
●半日観光/週２回

７月８日～７月２２日 ￥４５２,７００～２週間

７月１日～７月２２日 ￥６２８,５００～３週間

　プログラムが行われるセンターは、世界的に有名なシドニー･
サセックスカレッジです。1596年にケンブリッジ大学のカレッ
ジとして設立され、キャンパスは伝統的なイギリスの街の中心
部にあります。大学には歴史のあるダイニングホールや綺麗に
手入れされた芝生があり、大学構内にある寮での滞在など英国
の学生生活を体験できます。12名限定の少人数クラスでの週25
時間の英語レッスンは、一人ひとりへのケアが行き届いていま
す。休日はロンドン観光なども楽しめます。

対象●１４～１７歳の健康な方
滞在●学生寮（１日３食つき・個室）
内容●英語研修：２５レッスン/週
●終日観光/週２回
●半日観光/週２回
●アクティビティー多数

Cambridge University

７月１５日～７月２９日

７月２２日～８月５日
￥５４９,１００～２週間

７月１５日～８月５日 ￥７６３,８００～３週間

７月８日～８月５日 ￥９７８,４００～４週間

　カナダのトップ大学であるトロント大学トリニティカレッジ
内で実施される語学研修です。街の中心にあり、カナダの経
済・文化・商業を肌で感じることができます。授業は、コミュ
ニケーション能力を高める学習中心のカリキュラムで、午後は
多様なアクティビティーに参加したり、友達と一緒に街へでか
けることもできます。また、観光ではトロントの名所を訪れる
機会もあります。＊4週間コースもあり。

対象●１４～１８歳の健康な方
滞在●学生寮（１日３食つき・個室）
内容●英語研修：２０or２５時間/週
●終日観光・半日観光/週１回
●エクスカーション/週１回

University of Toronto

７月１５日～７月２８日

７月２９日～８月１１日

７月２２日～８月４日

８月５日～８月１８日
￥４１３,８００～２週間

７月１５日～８月４日 ７月２２日～８月１１日

７月２９日～８月１８日
￥５４４,４００～３週間

　世界中の大学ランキングで、常に上位に位置するカリフォル
ニア大学ロサンゼルス校のキャンパス内で、学生寮に滞在しな
がら英語研修とさまざまなアクティビティを楽しんでいただけ
るプログラムです。午前中はレベルに合わせたクラスで英語学
習、その後はキャンパスの施設を利用できるため大学生気分を
味わえるなど、将来米国のトップスクールへの進学を検討され
ている方に最適なプログラムです。トフルゼミナールではUC 
BerkeleyなどUC系列大学へ多くの合格者を輩出しています。

対象●１１～１３歳/１４～１７歳
滞在●学生寮（１８食/週・相部屋）
内容●英語研修：２０レッスン/週
●アクティビティー多数

７月２１日～８月４日

７月２８日～８月１１日
￥５０５,６００～２週間

７月２１日～８月１１日 ￥６９８,２００～３週間

７月１４日～８月１１日 ￥８７８,８００～４週間

UCLAUniversity of California
Los Angeles

University of B.C.
British Columbia

＊費用には、航空運賃･旅行保険･お小遣いなどを含みません。 ＊それぞれの費用は１１月末日の為替レートによります。

Trinity College Program

　世界の大学ランキングで、常に上位に位置するカリフォルニ
ア大学ロサンゼルス校のキャンパス内で、学生寮に滞在しなが
ら英語研修と映画製作の基本を学ぶプログラムです。ハリウッ
ドで名高いロサンゼルスで、絵コンテ製作･キャスティング･撮
影･編集･上映といった映画製作の一連の流れを体験できます。
まったくの初心者でも安心のプログラムです。
　空き時間には、UCLAキャンパス内を散歩したり施設を利用
することもできます。

対象●１１～１３歳/１４～１７歳
滞在●学生寮（１８食/週・相部屋）
内容●英語研修：２０レッスン/週
●映画制作体験
●アクティビティー多数

UCLA
Film Explorer

７月２１日～８月４日

７月２８日～８月１１日
￥５０５,６００～２週間

７月２１日～８月１１日 ￥６９８,２００～３週間

７月１４日～８月１１日 ￥８７８,８００～４週間

　ブロードウェイミュージカルの本場ニューヨークで、ダンス
と英語を学ぶプログラムです。ダンスレッスンは、有名なブロ
ードウェイ･ダンスセンターで実施され、プロフェッショナルな
クラスに参加できます。英語研修は、ダンスのスタイルやテク
ニックなどをテーマにした内容を扱い、学生がより興味をもっ
て授業に参加できるよう工夫されています。その他アクティビ
ティーではマンハッタン観光なども満喫できます。

対象●１３～１７歳の健康な方
滞在●レジデンス
 （１９食/週・２～３人部屋）
内容●英語研修●ダンスレッスン
●半日観光/週２回
●終日観光/週１回

New York/English Plus
Broadway Performance

７月２２日～８月４日

７月２９日～８月１１日
￥５２１,２００～２週間

７月１５日～８月４日

７月２２日～８月１１日
￥７２５,２００～３週間

７月１５日～８月１１日 ￥９２９,２００～４週間

　カリフォルニア州立大学フラートン校で開催されるプログラ
ムです。コンピュータサイエンスの授業ではUnity、Python、
Xcode、Swiftなどのプログラミング言語を始め、マインクラ
フト、ウェブサイトやモバイルゲームのデザインなどを体験で
きます。そのほかにダンス･スポーツ･ゲームなどのアクティビ
ティや、ディズニーランド、ハリウッド、ビバリーヒルズ、カ
リフォルニアサイエンスセンターなど、ロサンゼルス名所観光
にも参加できます。

対象●１２歳以上の健康な方
滞在●学生寮（１８食/週・相部屋）
内容●英語研修：１８レッスン/週
●コンピューターサイエンス：
　６レッスン/週
●アクティビティー・観光

７月１５日～８月４日 ￥６４６,０００～３週間

　イギリスの名門ボーディングスクールの施設内で実施される
プログラムです。キャンパスはロンドンから車で1時間という
立地でありながら、雄大な自然に囲まれ、美しく落ち着いた環
境で過ごすことができます。午後のアクティビティには、現地
の学生も参加するため生きた英語の中で学習ができるほか、現
地の同世代の友人を作るチャンスにも恵まれます。観光ではロ
ンドンの名所を訪れるほか、学内ではスポーツやアートなどの
さまざまなアクティビティーに参加することができます。

対象●１１～１７歳の健康な方
滞在●学生寮（１日３食つき）
 （個室・相部屋）
内容●英語研修：２３時間/週
●エクスカーション/週２回
●アクティビティー多数

７月２２日～８月５日

８月５日～８月１９日
￥４７０,０００～２週間

７月２９日～８月１９日 ￥６４４,０００～３週間

７月８日～８月１９日 ￥１,０９０,０００～６週間

７月２２日～８月１９日 ￥８０３,３００～４週間

Whitgift Summer SchoolCSU Fullerton
Computer Science Camp



将来の海外大学進学を視野に入れたプログラムです将来の海外大学進学を視野に入れたプログラムです将来の海外大学進学を視野に入れたプログラムです将来の海外大学進学を視野に入れたプログラムです

Sevenoaks School

p.7p.6

　午前中は語学研修を行い、午後は広大な施
設を利用したさまざまなオプション･アクティ
ビティーが提供されています。スポーツ系、

アート系だけでなく、スタディスキルズなど
のプログラムもあります。
　これらアクティビティーは、遊びとしての
位置づけよりも学生が興味のあるものを選
び、専門のコースの先生から英語により指導
されることで、クラスで習った英語活用する

場として捉えられています。
　プログラムは、スタディスキルズのほかに
バスケットボール･サッカー･ゴルフ･ダンス･
ミュージカル･フェンシング･テニス･乗馬･チ
ェス･クッキング･アート･ファッションなど多
彩です。

スケジュール内容例

　センマイケルズ･カレッジはトロント中心地にあり、ショッピング

センター、ロイヤル･オンタリオ博物館やクイーンズパークなどが周

辺にあります。授業はコミュニケーション能力を高められるように

工夫されています。また、クラスはアジア系の生徒を中心に国際色

豊かで、将来的に北米の大学進学を視野に入れている学生に最適な

プログラムです。 ＊4週間のコースもあります。

対象●１３～１７歳の健康な方
滞在●学生寮（平日３食/週末２食・相部屋）
内容●英語研修：２０時間or２５時間/週
●半日観光/週１回●終日観光/週１回
●カルチャーエクスカーション/週１回

７月８日～８月５日の
毎週日曜チェックイン

２週間

３週間

　アメリカのカリフォルニア州にあるアート系ボーディングスクー

ルでの研修になります。留学生だけではなく現地の学生も同じ授業

に参加します。また、年齢別でクラスが分かれているため、同年代

の学生たちと気軽に交流ができます。英語の勉強だけでなく、ダン

ス、ファッションデザイン、映画製作、音楽、演劇など、好きなこと

に特化して勉強できるのも魅力です。同じ興味を持つ世界中学生た

ちと一緒に過ごせるチャンスです。

対象●９～１２歳
 ●１１～１３歳 （健康な方）
 ●１４～１８歳
滞在●学生寮（１日３食）
内容●プログラによって異なります

Millfield School

　ロンドンから約2時間のサマセットに位置しており、キャンパスを

3つ有する学校です。毎年世界約50カ国から学生がサマースクール

に参加しています。広大なキャンパスにあらゆる設備が完備され、

大勢のスタッフに見守られながら多くのことを学ぶことができま

す。安全性、プログラム内容などの充実度から、2008年にはランゲ

ージトラベルマガジンよりサマープログラム部門で受賞しました。

対象●６～１１歳/１２～１７歳の健康な方
滞在●学生寮（１日３食）
内容●英語研修：１５時間/週
●半日観光・終日観光/週１回

７月２２日～８月５日

８月５日～８月１９日

￥５１３,４００～２週間

７月８日～７月２９日

７月２９日～８月１９日
￥６８９,４００～３週間

７月８日～８月５日

７月２２日～８月１９日
￥８３８,２００～４週間

　1432年に創立され、英国で最も古い学校の一つに数えられていま

す。ロンドン中心地より電車で30分ほど、見晴らしの良いパークラ

ンドという場所に位置しています。敷地内は広大なグランドがあ

り、ほとんどが18世紀に建てられた煉瓦作りの教室･学生寮などが

点在しています。近年の大規模改修によりスポーツセンターや室内

プールなどが一新され、学生は快適な生活を送ることができます。

　＊オプションでプロコーチによるAcademyを受講できます。

対象●１３歳～１７歳の健康な方
滞在●学生寮（１日３食）
内容●英語研修：２５レッスン/週
●半日観光・終日観光/週１回

７月１７日～７月３０日

７月２４日～８月６日

７月３１日～８月１３日

７月１７日～８月６日

７月２４日～８月１３日
￥５６６,１００～３週間

７月１７日～８月１３日 ￥７２１,１００～４週間

03-3205-8017YICお問い合わせは…プログラム詳細はお問い合わせください。

Sevenoaks School

すべてスポーツ/アクティビティーあり

￥４２４,３００～２週間

St Michael’s CollegeSt Michael’s College

７月１５日～７月２８日

７月２９日～８月１１日

７月２２日～８月４日

８月５日～８月１８日
￥４１３,８００～２週間

７月１５日～８月４日 ７月２２日～８月１１日

７月２９日～８月１８日

￥５４４,４００～
３週間

＊英語研修：週２０時間の場合

Earlscliffe SchoolプログラムEarlscliffe Schoolプログラム
　イギリスの名門高校、Earlscliffeスクールの施設内で開催される語学研
修です。1870年に設立された歴史ある校舎は、2014年にリノベーション
され、快適に過ごすことができます。徒歩圏内には、イギリスらしい散歩
道やショップも建ち並びます。ハイレベルな語学研修も受講したい方にも
おすすめです。ロンドン観光にも訪れます。 ●対象：13歳～17歳

●滞在：学生寮（3食：2～4人相部屋）

●内容：英語研修・22時間/週

●観光：２回/週・その他アクティビティー

① Global Englishコース
英検2級程度の英語力が必要

７月２１日～８月４日

７月２８日～８月１１日
￥４５３,０００～２週間

７月２１日～８月１１日 ￥６４２,１００～３週間

●対象：15歳～17歳

●滞在：学生寮（3食：2～4人相部屋）

●内容：英語研修・22時間/週

●観光：２回/週・その他アクティビティー

② Mini MBAコース
英検準1級程度の英語力が必要

７月２８日～８月１１日 ￥４８３,２００～２週間

　アメリカ･ニュージャージー州の名門高校、Lawlencevilleで開
催されるプログラムです。高校のキャンパスや施設を利用して、
アメリカ大学進学のための準備学習を実施します。リスニング力
の向上や、留学準備としてTOEFL/SAT Test対策のカリキュラム
があります。大学ツアーも実施され、プリンストン大学、コロン
ビア大学、ニューヨーク大学などの名門を巡ります。

対象●１４～１７歳の健康な方
滞在●学生寮（１日３食・相部屋）
内容●英語授業：１５レッスン/週
●終日観光
●アクティビティー

７月１５日～８月４日 ￥６３０,８００～３週間

Lawrenceville

　トロント大学トリニティカレッジ内で実施される語学研修で
す。大学進学を見据えたアカデミックな内容の授業は、ディス
カッションを中心に進行されます。将来、アメリカをはじめ海
外留学を目指す学生にぴったりのプログラムです。

対象●１６歳～１８歳
滞在●学生寮（１日３食・個室）
内容●英語研修：２０時間/週
　（英検準１級以上の英語力）
●終日観光・半日観光/週１回
●エクスカーション/週１回

７月２２日～８月１１日 ￥６１８,０００～３週間

Trinity College
University Prep. Program

＊費用には、航空運賃･旅行保険･お小遣いなどを含みません。

将来の海外大学進学を視野に入れたプログラムです

￥４６４,８００～

￥６６３,７００～

７月８日～７月２２日

Idyllwild Arts AcademyIdyllwild Arts Academy

その他、世界各国でのさまざまな語学研修プログラムがあります。その他、世界各国でのさまざまな語学研修プログラムがあります。


