
学校名：ELS Language Centers, City Center Seattle
所在地：718 12th Avenue, Seattle, WA 98122
開講日：４週間毎指定日
レベル数：１２（１レッスン５０分）
最低受講期間：４週間～
滞在方法： レジデンス・ホームステイ
おすすめコース：

●インテンシブアカデミック英語
●セミインテンシブ英語
●アメリカン・エクスプローラ

コース内容

●インテンシブアカデミック英語
●セミインテンシブ英語
●アメリカン・エクスプローラ
●一般英語
●エグゼクティブ英語

ELS, City Center Seattle

シアトルセンターは、市内のトレンディなキャピトルヒル地区にあります。壮厳なレイニヤ山やカスケード
山脈、オリンピック山脈を背景に眺めるELS周辺には、ユニークなブティックや個性的なコーヒーショップ
が立ち並び、また近隣にはカフェも多くあります。ELSからパイク・プレイス・マーケット、パシフィック・プレ
イス・ショッピング・センター、ブロードウェイ地区までには徒歩圏内です。雄大な太平洋岸、ポートランド
やバンクーバーへはわずか数時間で行ける距離です。

学校特色

ＥＬＳシアトル校は、アメリカ北西部の代表都市、ワシ
ントン州シアトル市の中心部、キャピタルヒル地区に
位置する。アメリカ北西部では最大規模の商業圏と
されている。ワシントン州の豊かな自然と美しい地形
に恵まれており、シアトルは別名「エメラルドシティ」と
も呼ばれる。日本の最北端より北の北緯４７度に位
置しているが、地形と海流の関係で海洋性気候の温
暖な気候に恵まれている。スターバックスコーヒーの
発祥地としても知られるシアトルには、数多くの観光
名所があり、また２００１年に大リーグチームに移籍
したイチロー選手が所属していたシアトル・マリナー
ズの本拠地でもあることから、観光地としても人気を
誇る。カナダにも近く、ビクトリア州、ブリティッシュコ
ロンビア州にはシアトルのダウンタウンから数時間で
行ける距離にあることも魅力だ。

ワシントン州

シアトル

https://www.google.co.jp/maps/place/104+W+Anapamu+St/@34.5335696,-119.6957494,9z/data=!4m3!3m2!1s0x80e9147d17ca85c3:0x54ba2c6ec0006606!4b1


学校名：Kaplan, Seattle
所在地：51 University Street, Seattle, WA 98101
開講日：毎週月曜日
レベル数：6（１レッスン４５分）
最低受講期間：２週間～
滞在方法： レジデンス・ホームステイ
おすすめコース：

●ジェネラル英語
●インテンシブ英語
●ビジネス英語

コース内容

●ジェネラル英語
●インテンシブ英語
●ビジネス英語
●バケーション英語

●試験対策：TOEFL・ＧＭＡＴ・ＧＲＥ
●アカデミック英語

Kaplan, Seattle

数々の多国籍企業が拠点を構えパイオニアスピリッツが溢れる治安の良い都市のシアトルにある語学
学校は、ダウンタウンに位置、アクセスが便利です。カプランシアトル校は、青い海がすぐ見える海岸通
りにあります。映画館やバー、レストラン、ショップなども周囲に多く、ダウンタウンへのアクセスも便利で
す。校内にはコンピュータールーム、学生ラウンジ、インターネットキオスクや無料のワイヤレスインター
ネットアクセスなどの施設が備わっています。またシアトル・ハイライン・カレッジ内にある語学学校
Highline Collage校にも校舎があります。

学校特色

カプラン・インターナショナル・イングリッシュのシアト
ル校は、アメリカ合衆国北西部、ワシントン州シアト
ル市のダウンタウンから車で約２０分ほど北上した
地区にある。このエリアには、西海岸では２番目に古
い歴史を持ち、ワシントン州最大規模の州立大学と
して知られるワシントン大学があり、広大なキャンパ
スの西側の辺り一帯は通称「ユニバーシティ・ディス
トリクト」と呼ばれる学生街が広がっている。学校は、
大学キャンパスから数ブロックの距離にあり、学校
周辺には映画館や本屋、レストランやショップが数多
くあり、学生生活を送りには便利なところ。ワシントン
大学のロゴ入り衣類や雑貨を求めて、学生はもちろ
ん観光客も数多く訪れる人気のエリアである。市内
の移動は自転車やバスなどの公共の交通機関を利
用する。

ワシントン州シアトル

https://www.google.co.jp/maps/place/51+University+St,+Seattle,+WA+98101+%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E5%90%88%E8%A1%86%E5%9B%BD/@47.6232189,-122.350288,12.75z/data=!4m2!3m1!1s0x54906ab1f85430fd:0xd043b43d9206f6b7
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMya6dbOtMcCFYoVlAodVXsGGQ&url=http%3A%2F%2Fwww.his-j.com%2Ftyo%2Ftour%2Fstudy%2Fhomestay%2F1usa%2Fusa_index.htm&ei=Cy_UVYzpIoqr0ATV9pnIAQ&bvm=bv.99804247,d.dGo&psig=AFQjCNGgBam4bIlcb9mXKem3iyRMEzFa8g&ust=1440055429943070
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMya6dbOtMcCFYoVlAodVXsGGQ&url=http%3A%2F%2Fwww.his-j.com%2Ftyo%2Ftour%2Fstudy%2Fhomestay%2F1usa%2Fusa_index.htm&ei=Cy_UVYzpIoqr0ATV9pnIAQ&bvm=bv.99804247,d.dGo&psig=AFQjCNGgBam4bIlcb9mXKem3iyRMEzFa8g&ust=1440055429943070
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNmmmuXOtMcCFYwWlAodkyAPFg&url=http%3A%2F%2Fwww.kaplaninternational.com%2Fjp%2Fschools%2Fusa%2Flearn-english-seattle.aspx&ei=KS_UVZnuLIyt0ASTwbywAQ&bvm=bv.99804247,d.dGo&psig=AFQjCNGgBam4bIlcb9mXKem3iyRMEzFa8g&ust=1440055429943070
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNmmmuXOtMcCFYwWlAodkyAPFg&url=http%3A%2F%2Fwww.kaplaninternational.com%2Fjp%2Fschools%2Fusa%2Flearn-english-seattle.aspx&ei=KS_UVZnuLIyt0ASTwbywAQ&bvm=bv.99804247,d.dGo&psig=AFQjCNGgBam4bIlcb9mXKem3iyRMEzFa8g&ust=1440055429943070
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPu_6_DOtMcCFcyLlAodZnsJDg&url=http%3A%2F%2Fwww.kaplaninternational.com%2Fjp%2Fschools%2Fusa%2Fenglish-courses-seattle.aspx&ei=Qi_UVfuWCMyX0gTm9qVw&bvm=bv.99804247,d.dGo&psig=AFQjCNGgBam4bIlcb9mXKem3iyRMEzFa8g&ust=1440055429943070
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPu_6_DOtMcCFcyLlAodZnsJDg&url=http%3A%2F%2Fwww.kaplaninternational.com%2Fjp%2Fschools%2Fusa%2Fenglish-courses-seattle.aspx&ei=Qi_UVfuWCMyX0gTm9qVw&bvm=bv.99804247,d.dGo&psig=AFQjCNGgBam4bIlcb9mXKem3iyRMEzFa8g&ust=1440055429943070
https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNvW54LPtMcCFccjlAod9-oEEg&url=https%3A%2F%2Fwww.access-ryugaku.com%2Fleap%2Fseattle02.html&ei=Zy_UVZuHMsfH0AT31ZOQAQ&bvm=bv.99804247,d.dGo&psig=AFQjCNGgBam4bIlcb9mXKem3iyRMEzFa8g&ust=1440055429943070
https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNvW54LPtMcCFccjlAod9-oEEg&url=https%3A%2F%2Fwww.access-ryugaku.com%2Fleap%2Fseattle02.html&ei=Zy_UVZuHMsfH0AT31ZOQAQ&bvm=bv.99804247,d.dGo&psig=AFQjCNGgBam4bIlcb9mXKem3iyRMEzFa8g&ust=1440055429943070


学校名：ELS Language Centers, Concordia University
所在地：2811 NE Holman St. Centennial Hall Rm 3

Portland, OR 97211
開講日：４週間毎指定日
レベル数：１２（１レッスン５０分）
最低受講期間：４週間～
滞在方法： 寮・ホームステイ
おすすめコース：

●インテンシブアカデミック英語
●セミインテンシブ英語
●アメリカン・エクスプローラ

コース内容

●インテンシブアカデミック英語
●セミインテンシブ英語
●アメリカン・エクスプローラ
●一般英語

ELS, Concordia University, Portland

ポートランドは、おいしい食べ物や飲み物、活気あるカルチャーに溢れており、どんなアトラクションも思
う存分楽しむことができます。近隣のパール地区には、ギャラリーやブティック、シックなレストランがあり
ます。さらに、受賞暦のある空港や効率のよい路面電車、歩行者に優しい中心部のおかげで、楽に町め
ぐりができるようになっています。

学校特色

ELS/Portland校は、美しいConcordia University 

(CU) のキャンパス内にあり、設備の整った手頃な料
金の公共交通機関を利用して、ポートランドのダウン
タウンからは30分以内です。 美しい公園と雄大な
山々の景色に恵まれたポートランドは、自然を愛す
る人々にはうってつけの場所です。 総面積1万5000

ヘクタールの広さを誇るポートランドの公園では、ハ
イキング、サイクリング、スキー、カヤック、釣りなど
のアウトドアスポーツを楽しむことができます。 また、
マウントフッド、コロンビア渓谷、Oregonの海岸、シ
アトルやバンクーバーへは週末旅行を楽しむことが
できます。 ポートランドは、Money誌により「ベスト・
ビッグ・シティ2000」に選ばれています。

オレゴン州ポートランド

https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2%E5%A4%A7%E5%AD%A6/@45.5890865,-122.6396294,11.46z/data=!4m7!1m4!3m3!1s0x5495a6e588ad34d5:0xfe9822df798ef0a4!2zMjgxMSBORSBIb2xtYW4gU3QsIFBvcnRsYW5kLCBPUiA5NzIxMSDjgqLjg6Hjg6rjgqvlkIjooYblm70!3b1!3m1!1s0x0000000000000000:0xd8f470eb353d4337
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2%E5%A4%A7%E5%AD%A6/@45.5890865,-122.6396294,11.46z/data=!4m7!1m4!3m3!1s0x5495a6e588ad34d5:0xfe9822df798ef0a4!2zMjgxMSBORSBIb2xtYW4gU3QsIFBvcnRsYW5kLCBPUiA5NzIxMSDjgqLjg6Hjg6rjgqvlkIjooYblm70!3b1!3m1!1s0x0000000000000000:0xd8f470eb353d4337


学校名：Kaplan, Portland
所在地：323 NW 13th Ave, Floor 3, Portland, OR 97209
開講日：毎週月曜日
レベル数：6（１レッスン４５分）
最低受講期間：２週間～
滞在方法： レジデンス・ホームステイ
おすすめコース：

●ジェネラル英語
●インテンシブ英語
●ビジネス英語

コース内容

●ジェネラル英語
●インテンシブ英語
●ビジネス英語
●バケーション英語
●試験対策：TOEFL・ＧＭＡＴ・ＧＲＥ
●アカデミック英語

Kaplan, Portland

太平洋岸北西部をめぐる基点となるポートランドは、世界で一番古い近代高層ビルを始め、アメリカ100
年の建築の歴史を垣間見ることが出来ます。また、ポートランドはアメリカの北西部の基点となる都市で、
都市を楽しみながら、落ち着いた生活を望む方に適したロケーションです。ポートランド校はシティセン
ターに位置し便利です。

学校特色

カプラン・ポートランド校は、オレゴン州ポートランド
の中心部に位置しています。周辺にはレストラン、カ
フェ、ショップなどありますので、不便を感じることは
ありません。ポートランド校には7室の教室があり、
図書室やマルチメディアセンターが完備されていま
す。学生ラウンジも完備されていて、学生同士の憩
いの場や交流の場も用意されています。アクティビ
ティも頻繁に行われており、ポートランド市内の散策
やバスケットボール観戦やバーベキューをしたり、オ
レゴンの自然を味わえるハイキングなども企画され
ています。

オレゴン州ポートランド

https://www.google.co.jp/maps/place/323+NW+13th+Ave,+Portland,+OR+97209+%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E5%90%88%E8%A1%86%E5%9B%BD/@45.5266446,-122.6862233,15.04z/data=!4m2!3m1!1s0x549509f89e3b7787:0xa5fdca2a23bfe89f


学校名：Kaplan, Berkeley
所在地：150 Berkeley Square, Berkeley, CA 94704
開講日：毎週月曜日
レベル数：6（１レッスン４５分）
最低受講期間：２週間～
滞在方法： レジデンス・ホームステイ
おすすめコース：

●ジェネラル英語
●インテンシブ英語
●ビジネス英語

コース内容

●ジェネラル英語
●インテンシブ英語
●ビジネス英語
●バケーション英語
●試験対策：TOEFL・ＧＭＡＴ・ＧＲＥ
●アカデミック英語

Kaplan, Berkeley

バークレーはサンフランシスコ湾の東岸に位置する、カリフォルニア大学の最も古い校舎が置かれた街
であり、60 年代のフリースピーチムーブメントが生まれた背景を持つように、学問への探求心と自由の
精神を誇りに持つ学生たちと ともに歴史を育んできました。

学校特色

カプラン・バークレー校は、カリフォルニア大学バー
クレー校のすぐ近くにあり、周りにショップやカフェも
多く交通の便のいい場所にあります。また、カリフォ
ルニア大学バークレー校の構内への出入りは比較
的自由なので、構内散策を楽しんだり、図書館を利
用したりすることもできます。カプラン・バークレー校
の校舎には11室の教室があり、パソコンが兼ね備え
られたマルチメディアセンターも完備されています。
図書室や学生ラウンジもあり、学習環境や生徒との
交流の場にもなっています。アクティビティも頻繁に
行われており、バークレーヒルへ行ったり、バスケッ
トボール観戦、UCバークレー校ツアー、週末にはロ
サンゼルスへの小旅行など企画されています。

カリフォルニア州バークレー

https://www.google.co.jp/maps/place/150+Berkeley+Way,+Berkeley,+CA+94704+%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E5%90%88%E8%A1%86%E5%9B%BD/@37.8704534,-122.2839963,11.33z/data=!4m2!3m1!1s0x80857e9dd3c93573:0x3ecea1c507976d89


学校名：Kaplan, San Francisco
所在地：149 New Montgomery Street

San Francisco, CA 94105
開講日：毎週月曜日
レベル数：6（１レッスン４５分）
最低受講期間：２週間～
滞在方法： レジデンス・ホームステイ
おすすめコース：

●ジェネラル英語
●インテンシブ英語
●ビジネス英語

コース内容

●ジェネラル英語
●インテンシブ英語
●ビジネス英語
●バケーション英語
●試験対策：TOEFL・ＧＭＡＴ・ＧＲＥ
●アカデミック英語

Kaplan, San Francisco

サンフランシスコ湾と太平洋に挟まれた丘の上にたたずむ街サンフランシスコは、全米で最も美しい街
かもしれません。ゴールデンゲートブリッジに沈む夕日や、眩しく輝くサンフランシスコ湾などの素晴らし
い景観は、街のどこにいても眺めることができます。

学校特色

カプラン・サンフランシスコ校は、サンフランシスコ中
心部のマーケットストリート近くに位置しています。周
辺にはレストラン、カフェ、ショップなどあり、都会の
留学生活を味わえることができます。カプラン・サン
フランシスコ校の校舎には16室の教室があり、パソ
コンが兼ね備えられたマルチメディアセンターも完備
されています。図書室やカフェテリアもあり、学習環
境や生徒との交流の場にもなっています。アクティビ
ティも頻繁に行われており、ゴールデンゲートパーク
へ行ったり、ボーリング大会、UCバークレー校ツ
アー、週末にはロサンゼルスへの小旅行など企画さ
れています。

カリフォルニア州サンフランシスコ

https://www.google.co.jp/maps/place/149+New+Montgomery+St,+San+Francisco,+CA+94105+%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E5%90%88%E8%A1%86%E5%9B%BD/@37.7985926,-122.3955608,12.42z/data=!4m7!1m4!3m3!1s0x8085807d3bb6272b:0x7e8ea379f2449a9!2zMTQ5IE5ldyBNb250Z29tZXJ5IFN0LCBTYW4gRnJhbmNpc2NvLCBDQSA5NDEwNSDjgqLjg6Hjg6rjgqvlkIjooYblm70!3b1!3m1!1s0x8085807d3bb6272b:0x7e8ea379f2449a9
https://www.google.co.jp/maps/place/149+New+Montgomery+St,+San+Francisco,+CA+94105+%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E5%90%88%E8%A1%86%E5%9B%BD/@37.7985926,-122.3955608,12.42z/data=!4m7!1m4!3m3!1s0x8085807d3bb6272b:0x7e8ea379f2449a9!2zMTQ5IE5ldyBNb250Z29tZXJ5IFN0LCBTYW4gRnJhbmNpc2NvLCBDQSA5NDEwNSDjgqLjg6Hjg6rjgqvlkIjooYblm70!3b1!3m1!1s0x8085807d3bb6272b:0x7e8ea379f2449a9


学校名：ELS Language centers, Dominican University of California

所在地：190 Palm Avenue, Pennafort Hall
San Rafael, CA 94901

開講日：４週間毎指定日
レベル数：１２（１レッスン５０分）
最低受講期間：４週間～
滞在方法： レジデンス・ホームステイ
おすすめコース：

●インテンシブアカデミック英語
●セミインテンシブ英語
●アメリカン・エクスプローラ

コース内容

●インテンシブアカデミック英語
●セミインテンシブ英語
●アメリカン・エクスプローラ
●一般英語

ELS, Dominican University of California

ELSサンフランシスコ・ノースベイセンターは、マリン郡のサンラファエルの町にあるDominican 

University of Californiaのキャンパス内にあります。サンフランシスコへは、サンラファエルトランスポー
テンションセンターから、ゴールデンゲートブリッジ経由の直行バスが出ているので、とても便利です。ま
た、サンフランシスコのダウンタウンにはELS San Francisco City Centerがあります。

学校特色

ＥＬＳサンラファエル校が校舎を構えるドミニカン大学
カリフォルニアは、サンフランシスコ市の北約２０キロ
にある郊外都市、サンラファエル市に位置する。市
の人口は約６万人、サンフランシスコ一帯の発展の
歴史とともに歩んできた都市であり、現在では緑豊
かな自然に恵まれた住宅都市とされている。市内に
は歴史的な建造物も数多く、同市を含むマリン郡の
シビックセンターはアメリカ建築の巨匠として知られ
るフランク・ロイド・ライト（Frank Lloyd Wright 1869-

1959）により手がけられたもの。

カリフォルニア州サンフランシスコ

https://www.google.co.jp/maps/place/190+Palm+Ave,+San+Rafael,+CA+94901+%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E5%90%88%E8%A1%86%E5%9B%BD/@37.9922017,-122.5431846,10.29z/data=!4m2!3m1!1s0x8085998dc68e6521:0x69536846ec80d3f
https://www.google.co.jp/maps/place/190+Palm+Ave,+San+Rafael,+CA+94901+%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E5%90%88%E8%A1%86%E5%9B%BD/@37.9922017,-122.5431846,10.29z/data=!4m2!3m1!1s0x8085998dc68e6521:0x69536846ec80d3f


学校名：Kaplan, Santa Barbara
所在地：721 Cliff Drive, Santa Barbara, CA
開講日：毎週月曜日
レベル数：6（１レッスン４５分）
最低受講期間：２週間～
滞在方法： レジデンス・ホームステイ
おすすめコース：

●ジェネラル英語
●インテンシブ英語
●ビジネス英語

コース内容

●ジェネラル英語
●インテンシブ英語
●ビジネス英語
●バケーション英語
●試験対策：TOEFL・ＧＭＡＴ・ＧＲＥ
●アカデミック英語

Kaplan, Santa Barbara City Collage

サンタバーバラの海を見渡せる、絶好のロケーションにあります。サンタバーバラシティカレッジのキャン
パスの一角にあり、ポータブルビルディングと呼ばれる白いプレハブのような1階建ての建物が並んでい
て、その中に教室やオフィスがあります。大学内にあるので、カプランの学生も大学内のスポーツジムや
カフェテリアを使うことができます。クラブ活動にも参加できるので、アメリカの大学の雰囲気を味わいな
がら、勉強したいかたには、おすすめです。

学校特色

サンタバーバラは絵葉書のような美しい海岸線の続
く街で、著名人たちの避暑地として人気があります。
カリフォルニアやアメリカの学生がこの地で勉強した
がることもうなずける場所です。大学内にあるキャン
パスでは大学の施設を一部利用して学習ができ、ア
メリカの大学の雰囲気を存分に楽しめる学校です。
学校はサンタバーバラシティカレッジ(SBCC)の美し
いキャンパス内にあり、大学内の設備を利用できま
す。またビーチにもアクセスがよく留学生活が楽しめ
るでしょう。

カリフォルニア州サンタバーバラ

https://www.google.co.jp/maps/place/Santa+Barbara+City+College/@34.4085486,-119.6998443,13.67z/data=!4m7!1m4!3m3!1s0x80e91474da6be4cf:0x7c581d53b07ec3f4!2zNzIxIENsaWZmIERyLCBTYW50YSBCYXJiYXJhLCBDQSA5MzEwOSDjgqLjg6Hjg6rjgqvlkIjooYblm70!3b1!3m1!1s0x0000000000000000:0xe922dba2f72ffb1c
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJaUmrXktMcCFYqblAodhg4PGA&url=http%3A%2F%2Focryugaku.blog53.fc2.com%2Fblog-entry-133.html&ei=1kXUVZbRJ4q30gSGnbzAAQ&bvm=bv.99804247,d.dGo&psig=AFQjCNE54VsdiHs0567GzgSTgbChrQ7Ocg&ust=1440061269161388
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJaUmrXktMcCFYqblAodhg4PGA&url=http%3A%2F%2Focryugaku.blog53.fc2.com%2Fblog-entry-133.html&ei=1kXUVZbRJ4q30gSGnbzAAQ&bvm=bv.99804247,d.dGo&psig=AFQjCNE54VsdiHs0567GzgSTgbChrQ7Ocg&ust=1440061269161388
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJWztMPktMcCFYEjlAodJqQGEg&url=http%3A%2F%2Fwww.kaplaninternational.com%2Fjp%2Fschools%2Fusa%2Fenglish-courses-santa-barbara.aspx&ei=9EXUVZXpGoHH0ASmyJqQAQ&bvm=bv.99804247,d.dGo&psig=AFQjCNE54VsdiHs0567GzgSTgbChrQ7Ocg&ust=1440061269161388
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJWztMPktMcCFYEjlAodJqQGEg&url=http%3A%2F%2Fwww.kaplaninternational.com%2Fjp%2Fschools%2Fusa%2Fenglish-courses-santa-barbara.aspx&ei=9EXUVZXpGoHH0ASmyJqQAQ&bvm=bv.99804247,d.dGo&psig=AFQjCNE54VsdiHs0567GzgSTgbChrQ7Ocg&ust=1440061269161388
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJ-MydfktMcCFYqVlAodkn0EGQ&url=http%3A%2F%2Fwww.skyfriends.jp%2Fschool%2F010307.html&ei=HkbUVZ-FLIqr0gSS-5HIAQ&bvm=bv.99804247,d.dGo&psig=AFQjCNE54VsdiHs0567GzgSTgbChrQ7Ocg&ust=1440061269161388
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJ-MydfktMcCFYqVlAodkn0EGQ&url=http%3A%2F%2Fwww.skyfriends.jp%2Fschool%2F010307.html&ei=HkbUVZ-FLIqr0gSS-5HIAQ&bvm=bv.99804247,d.dGo&psig=AFQjCNE54VsdiHs0567GzgSTgbChrQ7Ocg&ust=1440061269161388
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJ-MydfktMcCFYqVlAodkn0EGQ&url=http%3A%2F%2Fwww.edujapan.jp%2Fryugaku-taikendan%2Famerica.html&ei=HkbUVZ-FLIqr0gSS-5HIAQ&bvm=bv.99804247,d.dGo&psig=AFQjCNE54VsdiHs0567GzgSTgbChrQ7Ocg&ust=1440061269161388
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJ-MydfktMcCFYqVlAodkn0EGQ&url=http%3A%2F%2Fwww.edujapan.jp%2Fryugaku-taikendan%2Famerica.html&ei=HkbUVZ-FLIqr0gSS-5HIAQ&bvm=bv.99804247,d.dGo&psig=AFQjCNE54VsdiHs0567GzgSTgbChrQ7Ocg&ust=1440061269161388


学校名：ELS Language Centers, City Canter, Santa Barbara

所在地：104 West Anapamu, Suite I, 
Santa Barbara, CA 93101

開講日：４週間毎指定日
レベル数：１２（１レッスン５０分）
最低受講期間：２週間～
滞在方法： レジデンス・ホームステイ
おすすめコース：

●インテンシブアカデミック英語
●セミインテンシブ英語
●アメリカン・エクスプローラ

コース内容

●インテンシブアカデミック英語
●セミインテンシブ英語
●アメリカン・エクスプローラ
●一般英語
●エグゼクティブ英語
●TOEFL受験準備

ELS, City Center, Santa Barbara

サンタバーバラは、ロサンゼルスから車で2時間北へ移動した、南カリフォルニアの高級リゾート地として
有名なエリアです。郊外には複数のワイナリーがあり、山や緑など自然に恵まれた環境のため、サンタ
バーバラにはハリウッド俳優やプロスポーツ選手など世界のセレブたちの別荘が建ち並んでいることで
も知られています。

学校特色

ELS Santa Barbara （ELSサンタバーバラ校） はロサンゼ
ルス郊外にある町、サンタバーバラにある学校です。ELS
は質の高い英語教育を提供し続けてきており、アメリカの
カレッジや大学への進学を目指す生徒への英語教育をは
じめ、英語力を身に付けていきたい生徒への英語教育プ
ログラムを提供し続けています。ELSサンタバーバラ校は、
サンタバーバラの町の中心にあり、ビーチにも近く便利な
場所に立地しています。このセンターには通常12クラスが
ありますが、夏には25クラスまで増えます。滞在は基本的
に他国の学生とルームメイトになるように配慮されていま
す。このセンターは24時間受け付けをしてくれますので、
いつでもチェックインが可能です。コンピュータも24時間使
えるようになっていて、入る時にIDを受付に預けて入るこ
とになっているそうです。ELSだけのラウンジもありコン
ピュータルームもありますが、こちらは利用時間が限られ
ているそうです。

カリフォルニア州サンタバーバラ

https://www.google.co.jp/maps/place/ELS+Language+Centers+-+Santa+Barbara/@34.4213861,-119.7072729,15.33z/data=!4m7!1m4!3m3!1s0x80e9147d17ca85c3:0x14df05c0562d177!2zMTA0IFcgQW5hcGFtdSBTdCwgU2FudGEgQmFyYmFyYSwgQ0EgOTMxMDEg44Ki44Oh44Oq44Kr5ZCI6KGG5Zu9!3b1!3m1!1s0x0000000000000000:0xc7aaf41fe5590d99
https://www.google.co.jp/maps/place/ELS+Language+Centers+-+Santa+Barbara/@34.4213861,-119.7072729,15.33z/data=!4m7!1m4!3m3!1s0x80e9147d17ca85c3:0x14df05c0562d177!2zMTA0IFcgQW5hcGFtdSBTdCwgU2FudGEgQmFyYmFyYSwgQ0EgOTMxMDEg44Ki44Oh44Oq44Kr5ZCI6KGG5Zu9!3b1!3m1!1s0x0000000000000000:0xc7aaf41fe5590d99


学校名：English Language Center, Santa Barbara
所在地：1100 Santa Barbara Street, 1st Floor, 

Santa Barbara, CA 93101
開講日：毎週月曜日
レベル数：10（１レッスン５０分）

最低受講期間：１週間～
滞在方法： レジデンス・寮・ホームステイ
おすすめコース：

●インテンシブアカデミック英語
●セミインテンシブ英語
●アメリカン・エクスプローラ

コース内容

●インテンシブアカデミック英語
●セミインテンシブ英語
●アメリカン・エクスプローラ
●一般英語
●エグゼクティブ英語
●TOEFL受験準備

ELC, Santa Barbara

サンタバーバラはロサンゼルスから車で北へ2時間の高級別荘が並ぶ美しいリゾート地。学校はダウン
タウンのメインの通りにあり、ビーチまでも徒歩15分。気候は温暖なため、マリンスポーツも楽しめるが、
サンタバーバラは山に囲まれているので車で数時間の距離にスキーリゾート地もあり、年間を通してア
クティビティが楽しめる人気のエリアです。また、治安も比較的良く、のんびり落ち着いた環境で英語を
学びたい人におすすめです。

学校特色

ELC Santa Barbara は、サンタバーバラ中心部に位置して
いるクオリティー・サポートに非常に定評のある語学学校
です。ELC Santa Barbaraはサンタバーバラ中心部にある
比較的小さな地中海風の一軒家を学校として利用してい
ます。サンタバーバラのビーチまでも徒歩15分程度で出て
いけますので、サーフィンなどマリンスポーツも楽しめます。
また学校からビーチまでの間にもオシャレなレストランや
お店が建ち並び南国風の小さなリゾートタウンで治安も良
く落ち着いて過ごせる環境です。ELC Santa Barbaraは、
ボストンとロサンゼルスにも校舎をもっています。教師は
ほとんどが英語教授法の資格をもっているかまたは大学
で英語教育の学位を持っていて、こういった教師が揃って
いることで質の高い授業が提供できていると言えます。

カリフォルニア州サンタバーバラ

https://www.google.co.jp/maps/place/1100+Santa+Barbara+St,+Santa+Barbara,+CA+93101+%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E5%90%88%E8%A1%86%E5%9B%BD/@34.4234476,-119.7009775,15.21z/data=!4m2!3m1!1s0x80e9147e15886297:0x2f52476348ecbf52
https://www.google.co.jp/maps/place/1100+Santa+Barbara+St,+Santa+Barbara,+CA+93101+%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E5%90%88%E8%A1%86%E5%9B%BD/@34.4234476,-119.7009775,15.21z/data=!4m2!3m1!1s0x80e9147e15886297:0x2f52476348ecbf52


学校名：Kaplan, Los Angeles Westwood
所在地：1133 Westwood Blvd. Suite 201  

Los Angeles, CA 90024
開講日：毎週月曜日
レベル数：6（１レッスン４５分）
最低受講期間：２週間～
滞在方法： レジデンス・ホームステイ
おすすめコース：

●ジェネラル英語
●インテンシブ英語
●ビジネス英語

コース内容

●ジェネラル英語
●インテンシブ英語
●ビジネス英語
●バケーション英語

●試験対策：TOEFL・ＧＭＡＴ・ＧＲＥ
●アカデミック英語

Kaplan, Los Angeles Westwood

学校は、ショッピングエリアでもあり、大学が数多く点在する治安の良いウェストウッドの中心にあり、
UCLA のキャンパスへも歩いてすぐの場所にあります。ロサンゼルス周辺の様々な場所から学校まで
バスルートが豊富で通学にも便利なロケーションです。100エーカーの敷地を持つIrvine Valley Collage、
ビーチすぐそばにあるWhittier Collage、そして海の隣に大きな観覧車があることで有名なSanta 
Monicaにも校舎があります。

学校特色

カプラン・ロサンゼルス・ウエストウッド校は、ロサン
ゼルス郊外のウエストウッド地区に校舎を構えてい
ます。周辺はUCLAのキャンパスがあり学生も多い
エリアで、サンタモニカにもアクセスしやすくビーチに
出て行くにも便利です。周辺には学生が良く利用す
るショップやカフェも多いですし、ハリウッドなどへの
観光にも便利です。カプラン・ロサンゼルス・ウエスト
ウッド校の校舎には25室の教室があり、パソコンが

兼ね備えられたマルチメディアセンターも完備されて
います。図書室や学生ラウンジもあり、学習環境や
生徒との交流の場にもなっています。アクティビティ
も頻繁に行われており、ビーチへ行ってバレーボー
ルをしたり、週末にはラスベガスやディズニーワール
ド・ユニバーサルスタジオへの小旅行など企画され
ています。

カリフォルニア州

ロサンゼルス

https://www.google.co.jp/maps/place/Kaplan+International+English+-+Los+Angeles+%28Westwood%29/@34.0631936,-118.4447877,14.25z/data=!4m7!1m4!3m3!1s0x80c2bc818a2187dd:0x21c081050c31df92!2zMTEzMyBXZXN0d29vZCBCbHZkLCBMb3MgQW5nZWxlcywgQ0EgOTAwMjQg44Ki44Oh44Oq44Kr5ZCI6KGG5Zu9!3b1!3m1!1s0x0000000000000000:0x0afd2080d952485c
https://www.google.co.jp/maps/place/Kaplan+International+English+-+Los+Angeles+%28Westwood%29/@34.0631936,-118.4447877,14.25z/data=!4m7!1m4!3m3!1s0x80c2bc818a2187dd:0x21c081050c31df92!2zMTEzMyBXZXN0d29vZCBCbHZkLCBMb3MgQW5nZWxlcywgQ0EgOTAwMjQg44Ki44Oh44Oq44Kr5ZCI6KGG5Zu9!3b1!3m1!1s0x0000000000000000:0x0afd2080d952485c


学校名：English Language Center, Los Angeles
所在地：10850 Wilshire Blvd., Suite 210 

Los Angeles , CA 90024
開講日：毎週月曜日
レベル数：10（１レッスン５０分）

最低受講期間：1週間～
滞在方法： 学生アパート・寮・ホームステイ
おすすめコース：

●インテンシブ英語
●セミインテンシブ英語
●セミインテンシブ・プラス英語

コース内容

●インテンシブ英語
●セミインテンシブ英語
●セミインテンシブ・プラス英語

●TOEFL・IELTS・ケンブリッジFCE/CAE対策

●50歳以上向けプログラム
●英語＋サーフィン/テニス/ヨガ/フォト/    
ハリウッド体験
●中高生向けサマー

ELC, Los Angeles

学校は、UCLAの学生街として知られるウェストウッドにあります。このエリアはビバリーヒルズやハリ
ウッドに近いので、映画館やショップやカフェ、レストランなどが充実していておしゃれな雰囲気が漂って
います。フリータイムに街中を散策するのも楽しいのでお勧めの学校です。

学校特色

ロサンゼルスの西部にあるウェストウッド地区にある
クオリティー・サポートに非常に定評のある語学学校
です。ELC Los Angelesはウエストウッド地区のビ
ルの一角を学校として利用しています。UCLAがすぐ
近くということもあり、この学校の学生は夏の期間
UCLAの学生寮にも滞在することができます。またす
ぐ近くがビバリーヒルズなので、治安という点でもあ
まり心配しなくてよいエリアです。ELC Los Angeles

は、ボストンとサンタバーバラにも校舎をもっていま
す。教師はほとんどが英語教授法の資格をもってい
るか、または大学で英語教育の学位を持っていて、
こういった教師が揃っていることで質の高い授業が
提供できていると言えます。

カリフォルニア州

ロサンゼルス

https://www.google.co.jp/maps/place/English+Language+Center+-+ELC+Los+Angeles/@34.0616295,-118.440199,15.21z/data=!4m7!1m4!3m3!1s0x80c2bb7fdc56318d:0x460ea674ea4c72ce!2zMTA4NTAgV2lsc2hpcmUgQmx2ZCwgTG9zIEFuZ2VsZXMsIENBIDkwMDI0IOOCouODoeODquOCq-WQiOihhuWbvQ!3b1!3m1!1s0x0000000000000000:0x39d01034fae68b75
https://www.google.co.jp/maps/place/English+Language+Center+-+ELC+Los+Angeles/@34.0616295,-118.440199,15.21z/data=!4m7!1m4!3m3!1s0x80c2bb7fdc56318d:0x460ea674ea4c72ce!2zMTA4NTAgV2lsc2hpcmUgQmx2ZCwgTG9zIEFuZ2VsZXMsIENBIDkwMDI0IOOCouODoeODquOCq-WQiOihhuWbvQ!3b1!3m1!1s0x0000000000000000:0x39d01034fae68b75


学校名：University of California Irvine Extension
所在地：Pereira Drive West of East Peltason Dr.

Building 234 Irvine, CA 92697
開講日：毎月指定日
レベル数：７（１レッスン５０分）
最低受講期間：2週間～
滞在方法： 学生レジデンス・ホームステイ・学生寮
おすすめコース：

●インテンシブ英語
●会話＆カルチャー
●ビジネス英語

コース内容

●インテンシブ英語
●会話＆カルチャー
●ビジネス英語

University of California Irvine Extension

学校の周りはUniversity Center（ユニバーシティセンター）と呼ばれる大きなモールのような一角があり、
キャンパスから徒歩5～10分くらいです。映画館、カフェ、レストラン、ファストフード、スーパーマーケット
があり、学生がランチをしたり、お天気の良い日にカフェで勉強をしながらコーヒーを飲み、くつろいでい
ます。学校が終わってからは映画館で最新の映画を見ることもでき、帰りがけにスーパーで買い物した
りする学生もいます。

学校特色

ロサンゼルスとサンディエゴの間、オレンジカウン
ティに位置するアーバイン市にある州立大学の一つ。
州立大学の中でもアカデミックな評価はとても高く、
化学や物理の分野では、ノーベル賞を受賞者も輩出
しています。U.S. News & Worldレポートが毎年

行っている大学ランキング誌では、「トップ５０パブ
リック（公立）ナショナル・ユニバーシティ」で、第１２
位にランクインしてたこともあり、「ベスト･ナショナル・
ユニバーシティ」部門でも50位に以内にランクされて
います。最近は、ビジネスシティとしても発展しており、
企業の本社なども多く、インターンシップ希望者にも
メリットが多い大学の一つです。

カリフォルニア州アーバイン

https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%82%AB%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%AB%E3%83%8B%E3%82%A2%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%B4%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%B3%E5%A4%A7%E5%AD%A6/@33.7237987,-117.9019869,10.5z/data=!4m7!1m4!3m3!1s0x80dcde0e2592bf91:0x79fbc5d0b6dab7ec!2z44Kr44Oq44OV44Kp44Or44OL44Ki44O744Ki44O844O044Kh44Kk44Oz5aSn5a2m!3b1!3m1!1s0x80dcde0e2592bf91:0x79fbc5d0b6dab7ec
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%82%AB%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%AB%E3%83%8B%E3%82%A2%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%B4%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%B3%E5%A4%A7%E5%AD%A6/@33.7237987,-117.9019869,10.5z/data=!4m7!1m4!3m3!1s0x80dcde0e2592bf91:0x79fbc5d0b6dab7ec!2z44Kr44Oq44OV44Kp44Or44OL44Ki44O744Ki44O844O044Kh44Kk44Oz5aSn5a2m!3b1!3m1!1s0x80dcde0e2592bf91:0x79fbc5d0b6dab7ec


学校名：Kaplan, San Diego
所在地：660 6th Ave. San Diego, CA 92101
開講日：毎週月曜日
レベル数：6（１レッスン４５分）
最低受講期間：２週間～
滞在方法： レジデンス・ホームステイ
おすすめコース：

●ジェネラル英語
●インテンシブ英語
●ビジネス英語

コース内容

●ジェネラル英語
●インテンシブ英語
●ビジネス英語
●バケーション英語

●試験対策：TOEFL・ＧＭＡＴ・ＧＲＥ・ケンブリッジ英検
●アカデミック英語

Kaplan, San Diego

きれいな夕日、砂浜、アウトドアが好きならメキシコの境界からたった45分の美しい海岸沿いの街、サン
ディエゴがお勧めです。サンディエゴは通年を通して穏やかな気候で、様々な文化が混在しています。
学校が位置するガスランプ地区は歴史保存地区に指定され、多くの歴史的な建物が残っています。

学校特色

カプラン・サンディエゴ校は、2013年に現在のサン
ディエゴ中心部に校舎を移転しました。最新の設備
を導入し、教室も綺麗になっているので、快適に勉
強を進めることができます。周辺にはショップやカ
フェも多く交通の便の良い場所になりますので、観光
に留学生活にも便利です。カプラン・サンディエゴ校
の校舎には20室の教室があり、パソコンが兼ね備え
られたマルチメディアセンターも完備されています。
図書室や学生ラウンジもあり、学習環境や生徒との
交流の場にもなっています。アクティビティも頻繁に
行われており、サンディエゴ動物園やバルボアパー
クへ行ったり、週末にはロサンゼルスやラスベガス
への小旅行など企画されています。

カリフォルニア州サンディエゴ

https://www.google.co.jp/maps/place/Kaplan+International+English+-+San+Diego/@32.7129261,-117.1563412,13.13z/data=!4m7!1m4!3m3!1s0x80d95359ae57999d:0x65036d8fdec1d573!2zNjYwIDZ0aCBBdmUsIFNhbiBEaWVnbywgQ0EgOTIxMDEg44Ki44Oh44Oq44Kr5ZCI6KGG5Zu9!3b1!3m1!1s0x0000000000000000:0x10988618f5533a05


学校名：University of California San Diego Extension
所在地：9500 Gilman Drive Dept. 0176-DD

La Jolla, California  92093
開講日：毎月指定日
レベル数：8（１レッスン５０分）
最低受講期間：2週間～
滞在方法： 学生レジデンス・ホームステイ・学生寮
おすすめコース：

●インテンシブ英語
●会話＆カルチャー
●ビジネス英語

コース内容

●インテンシブ英語
●会話＆カルチャー
●ビジネス英語

University of California
San Diego Extension

海を眺められるキャンパスであり、環境の良い自然に囲まれたが学校です。大学付属語学学校のスタッ
フもとても親切であり、留学生の対応にも慣れています。スタッフがフレンドリーということもあり、学校の
アクティビティの参加者数は毎回たくさんのようです。学校のアクティビティとして、カンバセーションカフェ
を行っており、現地のアメリカ人とのコミュニケーションをとれる機会を作ってくれています。

学校特色

1959年に創立されたカリフォルニア大学サンディエ
ゴ校は、西海岸の大都市の一つサンディエゴ市北部
の高級住宅地、ラ・ホーヤ地区に位置する。研究機
関としても全米では評価が高く、ノーベル賞受賞者
が教壇に立つなど教授陣の質においてもその名を
知られている名門校です。1,200エーカーという広大
なキャンパスを持ち、学士課程に18,000名、修士課
程には3,000名が在籍。図書館、文化交流の施設・

スポーツ施設などキャンパスには充実した施設が
揃っています。大学はサンディエゴ近辺では最も安
全で住み心地のよい地区に属して、学生は西海岸
の自然と温暖な気候を存分に楽しんで学生生活を
送ることができます。

カリフォルニア州

サンディエゴ

https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%82%AB%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%AB%E3%83%8B%E3%82%A2,+%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A8%E3%82%B4%E5%A4%A7%E5%AD%A6/@32.8570206,-117.2372686,12.29z/data=!4m2!3m1!1s0x0000000000000000:0xefb6aafc89913ea7
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%82%AB%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%AB%E3%83%8B%E3%82%A2,+%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A8%E3%82%B4%E5%A4%A7%E5%AD%A6/@32.8570206,-117.2372686,12.29z/data=!4m2!3m1!1s0x0000000000000000:0xefb6aafc89913ea7


学校名：Kaplan, Chicago
所在地：444 N. Michigan Avenue, Mezzanine Level 

Chicago, IL 60611
開講日：毎週月曜日
レベル数：6（１レッスン４５分）

最低受講期間：２週間～
滞在方法： レジデンス・ホームステイ
おすすめコース：

●ジェネラル英語
●インテンシブ英語
●ビジネス英語

コース内容

●ジェネラル英語
●インテンシブ英語
●ビジネス英語
●バケーション英語
●試験対策：TOEFL・ＧＭＡＴ・ＧＲＥ
●アカデミック英語

Kaplan, Chicago

ミシガン湖に面する都市シカゴは、広々とした湖岸の公園と米随一のライブミュージックシーン、そしてモ
ダンな近代都市を形成する最先端の建築群が一体化した街です。ミシガン湖に面する都市シカゴは、
広々とした湖岸の公園と米随一のライブミュージックシーン、そしてモダンな近代都市を形成する最先端
の建築群が一体化しています。シアーズタワーの103階の展望台に上れば、シカゴの街が一望でき、フ
ランク・ロイド・ライトの建築物、マグニフィセントマイル通りの高級ブティック、ネイビーピアの絶叫マシン、
ブルースで有名なノースサイドのバーなど、街には魅力があふれています。

学校特色

カプラン・インターナショナル・イングリッシュのシカゴ
校は、アメリカ中西部の大都市、イリノイ州シカゴ市
に位置する。学校は、ダウンタウンの中でも特に活
気に満ちた「ループ」と呼ばれるエリアにあり、活気
に満ちたビジネス街、劇場街、様々なレストランや
ショップが立ち並ぶショッピング地区に囲まれている。
地下鉄やバスなどの公共の交通機関も発達してい
るため、市内の観光地や名所など至るところへのア
クセスも非常に良い。

イリノイ州シカゴ

https://www.google.co.jp/maps/place/Kaplan+International+English+-+Chicago/@41.9045825,-87.5543055,11.08z/data=!4m7!1m4!3m3!1s0x880e2cac24f11229:0x2afc2357830fea2d!2zNDQ0IE4gTWljaGlnYW4gQXZlLCBDaGljYWdvLCBJTCA2MDYxMSDjgqLjg6Hjg6rjgqvlkIjooYblm70!3b1!3m1!1s0x0000000000000000:0x8131637d400ad2c4
https://www.google.co.jp/maps/place/Kaplan+International+English+-+Chicago/@41.9045825,-87.5543055,11.08z/data=!4m7!1m4!3m3!1s0x880e2cac24f11229:0x2afc2357830fea2d!2zNDQ0IE4gTWljaGlnYW4gQXZlLCBDaGljYWdvLCBJTCA2MDYxMSDjgqLjg6Hjg6rjgqvlkIjooYblm70!3b1!3m1!1s0x0000000000000000:0x8131637d400ad2c4


学校名：ELS Language Centers, Dominican University
所在地：7200 West Division St. River Forest, Illinois 60305

開講日：４週間毎指定日
レベル数：１２（１レッスン５０分）
最低受講期間：２週間～
滞在方法： レジデンス・ホームステイ
おすすめコース：

●一般英語
●インテンシブアカデミック英語
●エグゼクティブ英語

コース内容

●一般英語
●インテンシブアカデミック英語
●エグゼクティブ英語
●セミインテンシブ英語
●アメリカン・エクスプローラ
●ビジネス英語

ELS, Dominican University

シカゴの数あるミュージアムは世界最高水準にランク付けされています。アドラープラネタリウム。天文
学博物館、シカゴ美術館、フィールド自然史博物館などがおすすめです。多くの人が集まる活気溢れる
ミレニアムパークは、市の中心にありとても便利。一度は訪れたい場所です。数百に上る無料のプログ
ラムがあり、コンサート、展示会、ツアーなど多くのアクティビティが毎年開催されています。

学校特色

ELS Chicago（ELSシカゴ校） はアメリカでも3番目
に大きな都市圏を形成するシカゴ郊外リバーフォレ
ストにあるドミニカン大学の社会人や専門職向けの
授業が行われるPriory Campus内に校舎を構えて
います。ドミニカン大学本キャンパスまでは徒歩15分、
シカゴダウンタウンまでは地下鉄を使って約1時間で

出て行くことができます。学校周辺は住宅街と公園
が広がり住みやすいエリアになっていて、大都市中
心部へのアクセスも可能な環境にある学校です。学
校自体は大学本校からは少し離れたサテライト的な
キャンパスにありますが、ドミニカン大学の設備も利
用することができます。Oak Park駅やHarlem駅周
辺にはレストランなども揃っていますので、学校の近
隣でも買い物や食事も可能となっています。

イリノイ州シカゴ

https://www.google.co.jp/maps/place/ELS+%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%BB%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%BA+-+%E3%82%B7%E3%82%AB%E3%82%B4/@41.9070584,-87.8053227,12.04z/data=!4m7!1m4!3m3!1s0x880fcb2dc5c9475d:0x8f587a06cea09c94!2zNzIwMCBEaXZpc2lvbiBTdCwgUml2ZXIgRm9yZXN0LCBJTCA2MDMwNSDjgqLjg6Hjg6rjgqvlkIjooYblm70!3b1!3m1!1s0x0000000000000000:0xf9667b193d17e622


学校名：ELS Language Centers, Lewis University
所在地：1 University Pkwy, Romeoville, Illinois 60446
開講日：４週間毎指定日
レベル数：１２（１レッスン５０分）
最低受講期間：２週間～
滞在方法： レジデンス・ホームステイ
おすすめコース：

●インテンシブアカデミック英語
●セミインテンシブ英語
●アメリカン・エクスプローラ

コース内容

●インテンシブアカデミック英語
●セミインテンシブ英語
●アメリカン・エクスプローラ

ELS, Lewis University

ロメオビルは公園が多く、豊かな自然が残る田舎町です。アウトドアを楽しめるだけでなく、史跡、美術
館・博物館、観光スポットなども数多くあり、充実したアクティビティを満喫できます。大都市シカゴに近い
だけでなく、ロメオビルは小さい町ならではの環境と、フレンドリーな雰囲気が漂う町です。

学校特色

2014年10月に開設され、シカゴ郊外ロメオビルにあ
るルイス大学校内に校舎を構えています。シカゴダ
ウンタウンまでは地下鉄とバスを使って約2時間20

分で出て行くことができます。ロメオビルは小さな田
舎町で、学校や大学周辺はコミュニティ空港があっ
たりと広大な台地が広がっています。田舎町ではあ
りますが、シカゴ中心部へのアクセスも可能な範囲
にあります。ELSの生徒は、ルイス大学の設備も利

用することができます。大学内でも生活は困りませ
んが、ロメオビル中心部や近くのロックポートにいく
つかお店もあり買い物や食事も可能となっています。

イリノイ州シカゴ・ロメオビル

https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%83%AB%E3%82%A4%E3%82%B9%E5%A4%A7%E5%AD%A6/@41.6071982,-88.0666503,12.38z/data=!4m7!1m4!3m3!1s0x880e5de78e8dafbb:0x8be9c68fe8de4727!2zMSBVbml2ZXJzaXR5IFBrd3ksIFJvbWVvdmlsbGUsIElMIDYwNDQ2IOOCouODoeODquOCq-WQiOihhuWbvQ!3b1!3m1!1s0x0000000000000000:0x209b430a53abcc7c


学校名：ELS Language Centers, Indiana University(IUPUI)

所在地：151 West Ohio St, Suite 120
Indianapolis Indiana 46204

開講日：４週間毎指定日
レベル数：１２（１レッスン５０分）
最低受講期間：２週間～
滞在方法： レジデンス・ホームステイ
おすすめコース：

●インテンシブアカデミック英語
●セミインテンシブ英語
●アメリカン・エクスプローラ

コース内容

●インテンシブアカデミック英語
●セミインテンシブ英語

●アメリカン・エクスプローラ

ELS, Indiana University
Purdue University Indianapolis (IUPUI)

ホワイトリバー州立公園はアメリカで唯一の都市部にある州立公園で、ホワイトリバーガーデン、ヒル
バートコンサバトリー、インディアナポリスカナルウォーク、インディアナポリス動物園などの人気の観光
スポットがあります。また、インディアナポリスカルチャートレイルの自転車道や遊歩道を通って、多くの
インディアナポリス文化地区に行くことができます。赤レンガが続く美しい道には、噴水やパティオ、芸術
作品が点在しています。

学校特色

ELS Indianapolis（ELSインディアナポリス校） はイ
ンディアナ州の州都でアメリカでも12番目に大きい

都市インディアナポリスにあります。インディアナポリ
ス市内にあるインディアナ大学-パデュー大学イン
ディアナポリス校に近いエリアに学校が立地してい
て、インディアナ大学-パデュー大学インディアナポリ
ス校までは徒歩10分、インディアナポリス中心部ま
でも徒歩5分～10分で出て行くことができます。ELS

の中では都市中心部にあるセンターの一つです。学
校自体は大学の敷地内ではありませんが、インディ
アナ大学-パデュー大学インディアナポリス校の設備
も利用することができます。

インディアナ州

インディアナポリス

https://www.google.co.jp/maps/place/ELS/@39.7710412,-86.1626864,15.08z/data=!4m2!3m1!1s0x0000000000000000:0xf1400ce2a4cd71d6
https://www.google.co.jp/maps/place/ELS/@39.7710412,-86.1626864,15.08z/data=!4m2!3m1!1s0x0000000000000000:0xf1400ce2a4cd71d6


学校名：ELS Language Centers, Southern Polytechnic State University

所在地：1100 South Marietta Pkwy, Atrium Building, 
J173 Marietta, Georgia 30060

開講日：４週間毎指定日
レベル数：１２（１レッスン５０分）
最低受講期間：４週間～
滞在方法： レジデンス・ホームステイ
おすすめコース：

●一般英語
●インテンシブアカデミック英語
●エグゼクティブ英語

コース内容

●一般英語
●インテンシブアカデミック英語
●エグゼクティブ英語
●セミインテンシブ英語
●アメリカン・エクスプローラ

ELS, 
Southern Polytechnic State University

アトランタには４つのスポーツチームがあり、ダウンタウンに本拠地があります。アトランタ・ブレーブスは春、夏、秋
の期間、ターナーフィールドにて野球の試合を行なっています。世界最大級のジョージア水族館の種類も豊富で、
ベルーガ・イルカや珍しいワニを含め５００種以上がいます。海底にいるようなアクアトンネルを散歩すると、巨大な
ホホジロザメや、マンタ、アカエイ、ジュモクザメなどが泳いでるのをみることができます。

学校特色

ELS Atlanta（ELSアトランタ校） はジョージア州最大
の都市アトランタ郊外マリエッタにあるサザンポリテ
クニック州立大学構内に立地しているセンターです。
アトランタ中心部まではバスで1時間20分の距離と
なっています。マリエッタはアトランタのベッドタウン
で、大学の周辺は住宅街が広がっています。近くに
はショッピングセンターなどもありますので、不便で
はありません。アトランタへもバスで出て行ける距離
なので、大都市圏の郊外で留学生活を送りたい方に
は適した環境です。学校はサザンポリテクニック州
立大学構内にあるので、ELSの生徒はサザンポリテ
クニック州立大学の施設も利用することができます。

ジョージア州

アトランタ

https://www.google.co.jp/maps/place/ELS+Language+Centers+-+Atlanta/@33.9383714,-84.5270783,13z/data=!4m7!1m4!3m3!1s0x88f51154ffe75f8b:0x37df6d1a2b71fe10!2zQWRtaW5pc3RyYXRpb24gQmxkZyAoQiksIDExMDAgUyBNYXJpZXR0YSBQa3d5LCBNYXJpZXR0YSwgR0EgMzAwNjAg44Ki44Oh44Oq44Kr5ZCI6KGG5Zu9!3b1!3m1!1s0x0000000000000000:0x37ac5d6309cdb936
https://www.google.co.jp/maps/place/ELS+Language+Centers+-+Atlanta/@33.9383714,-84.5270783,13z/data=!4m7!1m4!3m3!1s0x88f51154ffe75f8b:0x37df6d1a2b71fe10!2zQWRtaW5pc3RyYXRpb24gQmxkZyAoQiksIDExMDAgUyBNYXJpZXR0YSBQa3d5LCBNYXJpZXR0YSwgR0EgMzAwNjAg44Ki44Oh44Oq44Kr5ZCI6KGG5Zu9!3b1!3m1!1s0x0000000000000000:0x37ac5d6309cdb936


学校名：Embassy English, Boston Downtown
所在地：41 West Street, Boston, MA 02111
開講日：毎週月曜
レベル数：７（１レッスン５０分）

最低受講期間：２週間～
滞在方法： レジデンス・学生寮・ホームステイ
おすすめコース：

●アカデミック英語
●英語+インターンシップ

●TOEIC/TOEFL試験対策

コース内容
●一般英語（インテンシブプログラム）
●一般英語（スタンダードプログラム）
●初級者レベル有
●コミュニケーションスキル
●ビジネスコミュニケーションスキル（選択授業）
●English in Action（企業研究）
●進学英語
●試験対策：FCE, CAE,TOEFL

●長期留学コース
●バケーション＆トラベル英語
●マンツーマンレッスン

Embassy, Boston Downtown

ハーバード大学で有名なボストンは、自ら勉強したくなるような雰囲気があります。いつもたくさんの学生
で賑わっており、書店やコーヒーショップも無数にあります。学校は緑あふれるリラックスした雰囲気のボ
ストンコモンからすぐの場所にあり、市内の中心部に位置しているので、どこに行くにも便利です。

マサチューセッツ州ボストン

学校特色

エンバシーは市内中心のウェスト・ストリートにあり、
コーヒーショップ、レストランがひしめく クインシー・
マーケット や、ボストン最大の公園であるボストン・コ

モンまでわずか数分でたどり着けます。美術・博物館
や自然が広がる山々、 近隣ビーチなどには、 学校主
催のアクティビティの一環として訪れます。ボストン市
内の移動はとても簡単です。

教室の最新IT設備やモダンで明るい学校の雰囲気の
おかげで、楽しみながらも効果的なレッスンが受けれ
ます。エンバシー・ボストン校は、ボストン市内で唯一
の全教室に電子黒板を備えた最新型の語学学校で
す。

https://www.google.co.jp/maps/place/Embassy+English+Boston/@42.3586988,-71.0593142,13.75z/data=!4m7!1m4!3m3!1s0x89e3709d24a273ab:0x7b54a94135582abb!2zNDEgV2VzdCBTdCwgQm9zdG9uLCBNQSAwMjExMSDjgqLjg6Hjg6rjgqvlkIjooYblm70!3b1!3m1!1s0x0000000000000000:0x34bd5a50c86f34d5


学校名： Kaplan, Harvard Square
所在地：39 John F. Kennedy St. Cambridge, MA 02138
開講日：毎週月曜日
レベル数：６（１レッスン９０分）

最低受講期間：２週間～
滞在方法： レジデンス・ホームステイ
おすすめコース：

●ジェネラル英語
●インテンシブ英語
●ビジネス英語

コース内容
●ジェネラル英語
●インテンシブ英語
●ビジネス英語
●バケーション英語
●試験対策：TOEFL

●アカデミック英語

Kaplan, Harvard Square

ハーバード大学キャンパスに接するハーバードスクエアという恵まれた環境に位置し、コンピューターセ
ンターや無料のインターネットアクセス、広々とした教室など最新の施設が整えられています。ハーバー
ドスクエアは書店やブティックが並ぶ通りに囲まれ、オープンカフェも多く、本を読んだり、チェスをしたり、
ストリートパフォーマンスを楽しんだりする学生たちでにぎわっています。

学校特色

カプラン・ハーバードスクエア校は、文字通りハー
バード大学の近くにあるハーバードスクエア界隈に
校舎を構えています。ボストンのダウンタウンからは
地下鉄で15分離れた場所であるケンブリッジにあり
ます。ケンブリッジはハーバード大学だけではなく
MITのキャンパスもあり、優秀な学生達が行き交う世
界で有数のアカデミックなエリアになっています。学
校自体は地下鉄Harvard Square駅も歩いてすぐな

ので、通学にも便利な場所となっています。学校の
周りには、レストランやカフェなども揃っているので、
気軽に食事などもできるようになっています。

マサチューセッツ州ケンブリッジ

https://www.google.co.jp/maps/place/Kaplan+-+International+English+Boston+-+Harvard+Square/@42.372627,-71.1109788,13.42z/data=!4m7!1m4!3m3!1s0x89e37742b1abc3a5:0xbde7d6ba2666b334!2zMzkgSm9obiBGLiBLZW5uZWR5IFN0LCBDYW1icmlkZ2UsIE1BIDAyMTM4IOOCouODoeODquOCq-WQiOihhuWbvQ!3b1!3m1!1s0x0000000000000000:0x3776c5367b959dd6


学校名：Kaplan, Northeastern University at Downtown Boston

所在地：89 Broad St. 2nd Floor, 
Hilton Hotel Boston, MA 02110

開講日：毎週月曜日
レベル数：７（１レッスン５０分）
最低受講期間：２週間～
滞在方法： レジデンス・ホームステイ
おすすめコース：

●ジェネラル英語
●インテンシブ英語
●ビジネス英語

コース内容

●ジェネラル英語
●インテンシブ英語
●ビジネス英語
●バケーション英語
●試験対策：TOEFL

●アカデミック英語

Kaplan,
Northeastern University

at Downtown Boston

ノースイースタン大学はファッショナブルなバックベイエリアにある有名な私立大学です。大学は緑の芝
生と並木道を持つ超都市型のキャンパスで、スタイリッシュなニューベリーストリートへも徒歩圏内です。
また、学内の図書館を利用可能で、自習室やグループスタディルームを利用可能となっており、学生とと
もに勉強をすることができます。

学校特色

ボストン市街中心でのキャンパスライフを満喫しま
しょう。ノースイースタン大学はファッショナブルな
バックベイエリアにある、私立の研究大学機関です。
1898 年の設立以来、学問の質の高さと共同意識の

強い大学という定評を得てきました。大学は緑の芝
生と並木道を持つ超都市型のキャンパスで、ボスト
ン美術館やスタイリッシュなニューベリーストリートへ
も徒歩圏内です。

マサチューセッツ州ボストン

https://www.google.co.jp/maps/place/Kaplan+-+Sprachkurse+in+Northeastern+University+Downtown+Boston/@42.3594919,-71.0547856,15.04z/data=!4m5!1m2!2m1!1skaplan+northeastern!3m1!1s0x0000000000000000:0xc5cdd3062976bd69
https://www.google.co.jp/maps/place/Kaplan+-+Sprachkurse+in+Northeastern+University+Downtown+Boston/@42.3594919,-71.0547856,15.04z/data=!4m5!1m2!2m1!1skaplan+northeastern!3m1!1s0x0000000000000000:0xc5cdd3062976bd69


学校名：New England School of English, Boston
所在地：36 John F. Kennedy St Cambride, MA 02138
開講日：毎週月曜日
レベル数：10（１レッスン５０分）
最低受講期間：2週間～
滞在方法： 学生レジデンス・ホームステイ・学生寮
おすすめコース：

●セミ集中プログラム
●集中プログラム

コース内容

●セミ集中プログラム
●集中プログラム
●ビジネス英語
●大学進学予備コース
●法律英語

NESE, Boston

100％英語・米文化漬け教育をスローガンとして掲げています。英語だけでなくアメリカ文化も習得でき
ます。語学研修と文化活動の組み合わせを最大限に活用したプログラムで、生徒はすぐに上達すること
ができます。昼間は集中講座を受け、夜はホームステイ先、または学生寮で過ごすことにより、毎日英
語とアメリカ文化に徹底的に触れるため、効率的に上達することができます。

学校特色

インテンシブ・プログラムは毎日午前9時から午後3

時まで、セミインテンシブ・プログラムは午前9時から
正午までです。両プログラムとも10レベルの語学・文
化研修に分かれています。どちらのプログラムでも、
校内設備が利用でき、滞在はホームステイと学生寮
のどちらかを選ぶことができます。生徒がそれぞれ
の目標に早く到達するために、通常プログラムのほ
かに、選択コースと課外授業を受けることができます。
選択コースとして、TOEFL®検定試験対策、ビジネ
ス英語、法律英語、発音、大学進学予備コース など
のコースが開講されています。上級コースの生徒は
ハーバード大学や近辺の他の大学の公開講座を受
講することができます。

マサチューセッツ州ボストン

https://www.google.co.jp/maps/place/36+John+F.+Kennedy+St,+Cambridge,+MA+02138+%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E5%90%88%E8%A1%86%E5%9B%BD/@42.3751522,-71.1153055,15.13z/data=!4m2!3m1!1s0x89e37742b6abbcd7:0x8a2483992db07b70


学校名：ELS Language Centers, Boston Downtown
所在地：125 Tremont St, Boston, Massachusetts 02108
開講日：４週間毎指定日
レベル数：１２（１レッスン５０分）
最低受講期間：４週間～
滞在方法： レジデンス・ホームステイ
おすすめコース：

●一般英語
●インテンシブアカデミック英語
●エグゼクティブ英語

コース内容

●一般英語
●インテンシブアカデミック英語
●エグゼクティブ英語
●セミインテンシブ英語
●アメリカン・エクスプローラ
●TOEFL受験準備

ELS, Boston Downtown

ボストン、ダウンタウンセンターはビーコンヒルとダウンタウンクロッシングが交差するトレモントストリート
に面しており、ボストン・コモンズ、政府機関、シアター地区、チャイナタウンなどへ歩いて行ける距離に
あります。ボストンの高級エリアのバックベイにも程近く、多くの主要な大学、レストラン、美術館、ショッ
ピングなど観光スポットが満載です。

学校特色

ELS City Center Boston Downtown（ELSボストン
ダウンタウン校） は文字通りボストン中心部にある
学校です。ELSはボストン周辺では、このボストンダ

ウン校の他にマサチューセッツ州ではボストン郊外
ニュートンにセンターがある他、近隣のロードアイラ
ンド州ブリストルにもセンターがあります。ボストンダ
ウンタウン校は、多くのセンターが大学キャンパス内
に校舎を構えるELSのセンターの中で、大学内に校

舎を構えず街中のビルを教室として利用しています。
またボストンのニュートンにあるMount lda Collage

もELS City Centerのひとつとなっています。

マサチューセッツ州ボストン

https://www.google.co.jp/maps/place/ELS+Language+Centers+-+Boston+City/@42.3650502,-71.0593923,13.17z/data=!4m7!1m4!3m3!1s0x89e3709cca828ff1:0xd8da7a349d7e1624!2zMTI1IFRyZW1vbnQgU3QsIEJvc3RvbiwgTUEgMDIxMDgg44Ki44Oh44Oq44Kr5ZCI6KGG5Zu9!3b1!3m1!1s0x0000000000000000:0xf211767db2b23100


学校名：English Language Center, Boston
所在地：11 Beacon St Floor 2 Boston, MA 02108
開講日：毎週月曜日
レベル数：10（１レッスン５０分）
最低受講期間：1週間～
滞在方法： 学生アパート・ホームステイ
おすすめコース：

●インテンシブ英語
●セミインテンシブ英語
●セミインテンシブ・プラス英語

コース内容

●インテンシブ英語
●セミインテンシブ英語
●セミインテンシブ・プラス英語

●TOEFL・IELTS・ケンブリッジFCE/CAE対策

●50歳以上向けプログラム
●英語＋ダンス/ミュージック/ヨガ/フォト
●中高生向けサマー
●Group5 少人数グループクラス

ELC, Boston

歴史あるアメリカ東海岸の学生都市、ボストンは、アメリカ留学生に特に人気のある町です。ハーバード
大学をはじめ、数々の有名大学の本拠地であるこの都市には、世界中からの学生が集います。芸術大
学や専門学校も多く集うこの都市なら、英語だけでなく、音楽やダンス、絵画なども同時に学べます。

学校特色

ＥＬＣのボストン校は、アメリカ合衆国北東部、アメリ
カを代表する学園都市として知られるマサチューセッ
ツ州ボストン市に位置しています。学校は市内の高
級住宅街、バックベイ地区に位置し、チャールズ川
にも程近い落ち着いた雰囲気が漂う環境の中にあり
ます。学校から一歩外へ出ると、レストランやカフェ、
ショップなどが立ち並ぶショッピング街、ニューバリー
ストリートがあり、生活するには大変便利なところ。
地下鉄やバスなどの公共の交通機関の便も良いた
め、市内各所へのアクセスが容易なところも魅力な
ところです。

マサチューセッツ州ボストン

https://www.google.co.jp/maps/place/English+Language+Center+-+ELC+Boston/@42.3583118,-71.0630894,15.38z/data=!4m7!1m4!3m3!1s0x89e3709b4c8893dd:0xb4f00df415fd455a!2zMTEgQmVhY29uIFN0LCBCb3N0b24sIE1BIDAyMTA4IOOCouODoeODquOCq-WQiOihhuWbvQ!3b1!3m1!1s0x0000000000000000:0xe53ea8df669bd881


学校名：Talk School of Languages, Boston
所在地：99 Bedford Street Boston, MA 02111
開講日：毎週月曜日
レベル数：9（１レッスン５０分）
最低受講期間：2週間～
滞在方法： 学生レジデンス・ホームステイ・学生寮
おすすめコース：

●インテンシブ英語
●セミインテンシブ英語
●セミインテンシブ・プラス英語

コース内容

●一般英語
●インテンシブ英語
●スーパーインテンシブ英語
●インテンシブ英語プラス
●TOEFL•IELTS試験対策

●大学出願サービス

TALK , Boston

２０１０年にオープンしたトーク・インターナショナルのキャンパスです。全米屈指のアカデミック都市ボス
トンの郊外で、現地学生気分でのんびりとキャンパスライフを楽しめる学校です。 アメリカ人学生と同じ
ように図書館、プール、テニスコート等の施設を利用でき、現地学生と交流できる機会があります。コミュ
ニケーション能力に重点を置いた集中英語コースは９段階に分かれ、少人数制を徹底しています。

学校特色

TALK English Schoolは、語学トレーニングの従来
の枠を超えた今までにない語学学校です。TALKの
学生として、言語および文化を理解し、あなたの価値
観、考え方や展望を話し合い、その知識、価値観お
よび文化について討論し意見を共有することができ
ます。ボストン校は、公共交通機関から徒歩圏内に
あります。観光地や美術館、有名大学キャンパスへ
のアクセスが容易で、周辺にはカフェやレストラン、
ブティックも点在します。アカデミック都市ボストンな
らではの学生生活が楽しめるロケーションです。

マサチューセッツ州ボストン

https://www.google.co.jp/maps/place/99+Bedford+St,+Boston,+MA+02111+%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E5%90%88%E8%A1%86%E5%9B%BD/@42.3575554,-71.0596456,14.25z/data=!4m2!3m1!1s0x89e3708266191b2d:0xf184831a0778ada6


学校名：Embassy English, New York
所在地：328 Seventh Avenue, 6th Floor,

New York, NY 10001
開講日：毎週月曜日
レベル数：７（１レッスン５０分）
最低受講期間：２週間～
滞在方法： レジデンス・ホームステイ
おすすめコース：

●初級英語
●英語+インターンシップ
●TOEIC/TOEFL試験対策
●ビジネス英語

コース内容
●一般英語（インテンシブプログラム）
●一般英語（スタンダードプログラム）
●初級者レベル有
●コミュニケーションスキル
●ビジネスコミュニケーションスキル（選択授業）
●English in Action（企業研究）
●進学英語
●試験対策：FCE, CAE,TOEFL

●長期留学コース
●バケーション＆トラベル英語
●マンツーマンレッスン

Embassy, New York

マルティメディアセンターなどの最新設備が整っており、英語にまったく触れたことのない方に向けた初
級英語から、ハイレベルなビジネス英語まで幅広く用意されています。ニューヨークのクラスルームだけ
でなく、ブロードウェイやセントラルパークなどで勉強できることも魅力です。

ニューヨーク州ニューヨーク

学校特色

世界で最もエキサイティングな街と称されるニューヨー
ク。エンパイヤステイトビル、タイムズスクエア、自由の
女神、セントラルパークをはじめとする豊富な見所が
人々を魅了します。エンバシーのNYセンターは、マン
ハッタンの中心部セブンスアベニューに面し、近代的な
教室、居心地抜群の学生ラウンジ、最新のマルチメ
ディアルームなど、充実した設備が整っています。

そしてEmbassy ニューヨーク校の特徴は、なんといっ
てもマルチメディアコンピューターラボです。ここで、自
習ビデオやテレビ、そしてテーププレーヤーをつかって
自分で積極的に自習ができる環境が整っているので、
授業後積極的に勉強ができます。

https://www.google.com/maps/place/328+7th+Ave,+New+York,+NY+10001/@40.7499022,-73.9635683,13.25z/data=!4m2!3m1!1s0x89c259af94b2c4c3:0x1e7d85a937f0c859
https://www.google.com/maps/place/328+7th+Ave,+New+York,+NY+10001/@40.7499022,-73.9635683,13.25z/data=!4m2!3m1!1s0x89c259af94b2c4c3:0x1e7d85a937f0c859


学校名：Kaplan, New York Empire State
所在地：350 5th Avenue, New York, NY 10118
開講日：毎週月曜日
レベル数：７（１レッスン５０分）
最低受講期間：２週間～
滞在方法： レジデンス・ホームステイ
おすすめコース：

●ジェネラル英語
●インテンシブ英語
●ビジネス英語

コース内容

●ジェネラル英語
●インテンシブ英語
●ビジネス英語
●バケーション英語
●試験対策：TOEFL

●アカデミック英語

Kaplan, New York Empire State

アメリカでも最もエキサイティングなロケーションのニューヨーク。そのニューヨークのシンボルビルエン
パイアステートの63階にある語学学校はアメリカを一番楽しめるロケーションかもしれません。校内には
コンピュータールーム、無線LAN、グループ学習室などの最新設備が完備され、マンハッタン全景を見
下ろす学生ラウンジは、勉強の合間リラックスするのに最適です。お店や銀行、バー等もビル内にあり
ます。芸術で有名なSoHoにも校舎があります。

学校特色

ニューヨークはさまざまなことを楽しめる町です。観
光名所としても有名な ” エンパイアーステートビル
ディング ”( 63階）での英語研修はまさに「一石二

鳥」！学校を出れば、世界で最もエキサイティングな
町、ニューヨークのダウンタウンの素晴らしさを満喫
できます。勉強しながらニューヨークを一望できる環
境がお待ちしております。また、 教室や学生専用ラ

ウンジから、素晴らしいニューヨークの景色だけでな
く、ニュージャージー、ペンシルバニア、コネチカット、
マサチューセッツ州まで望むことが出来ます。

ニューヨーク州ニューヨーク

https://www.google.co.jp/maps/place/Kaplan+International/@40.7490552,-73.9844279,13.67z/data=!4m7!1m4!3m3!1s0x89c259a9b3117469:0x58a814101f4428a1!2sKaplan+International!3b1!3m1!1s0x89c259a9b3117469:0x58a814101f4428a1


学校名：English Language Centers, Adelphi University
所在地：One South Ave, Linen Hall

Garden City, New York 11530
開講日：４週間毎指定日
レベル数：１２（１レッスン５０分）
最低受講期間：２週間～
滞在方法： レジデンス・ホームステイ
おすすめコース：

●インテンシブアカデミック英語
●セミインテンシブ英語
●アメリカン・エクスプローラ

コース内容

●インテンシブアカデミック英語
●セミインテンシブ英語
●アメリカン・エクスプローラ

ELS, Adelphi University

ロングアイランドの安全で富裕層の多い地域にあるAdelphi Universityのメインキャンパスに位置してい
ます。郊外にあるこの広大なキャンパスの閑静な環境は、勉学やレクリエーションに適しています。エキ
サイティングなニューヨークシティへは気軽に電車で行くことができ、様々な文化やエンターテインメント、
スポーツなどを手軽に経験することができます。

学校特色

ELS New York Garden City （ELSニューヨーク・
ガーデンシティ校） はニューヨーク州ガーデンシティ
にあるELSのセンターです。学校はAdelphi 

University （アデルファイ大学）のキャンパスを利用
して行われています。アデルファイ大学周辺は緑の
多い住宅街となっていて、静寂な環境で落ち着いて
勉強できるかと思います。ニューヨーク中心部までは
電車で約40分の距離なので、週末や放課後を利用
してニューヨークを訪ねることができ、大都市郊外の
にある大学キャンパス型学校をご希望されている方
には良い学校かと思います。ガーデンシティ校では、
一般英語30レッスンが実施されていませんので、進
学英語を中心に大学進学を目指す学生が集まって
います。ELSの一定以上のレベルを達すると、アデ
ルファイ大学の授業の講義を聴講できる制度も整っ
ています。ニューヨーク近辺では日本人割合も非常
に少ない学校なので、ニューヨーク郊外にある学校
で、日本人が少ない学校をご希望の方には良い学
校かと思います。

ニューヨーク州ガーデンシティ

https://www.google.co.jp/maps/place/1+South+Ave,+Garden+City,+NY+11530+%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E5%90%88%E8%A1%86%E5%9B%BD/@40.7222428,-73.6504885,17z/data=!4m2!3m1!1s0x89c27d3380328be5:0xccb8c56f108df59c
https://www.google.co.jp/maps/place/1+South+Ave,+Garden+City,+NY+11530+%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E5%90%88%E8%A1%86%E5%9B%BD/@40.7222428,-73.6504885,17z/data=!4m2!3m1!1s0x89c27d3380328be5:0xccb8c56f108df59c


学校名：English Language Centers 
Adelphi University, Manhattan Center

所在地：75 Varick Street, 2nd Floor New York
New York  10013

開講日：４週間毎指定日
レベル数：１２（１レッスン５０分）
最低受講期間：２週間～
滞在方法： レジデンス・ホームステイ
おすすめコース：

●インテンシブアカデミック英語
●セミインテンシブ英語
●アメリカン・エクスプローラ

コース内容

●インテンシブアカデミック英語
●セミインテンシブ英語
●アメリカン・エクスプローラ
●一般英語
●ビジネス英語
●エグゼクティブ英語
●TOEFL受験準備

ELS, Adelphi University, Manhattan Center

見どころはなんといってもエリス島にある重さ204,000キロ以上ある自由の女神像は、フランスから贈ら
れたもので、必見のスポット。MoMAといわれるニューヨーク近代美術館は1929年に設立された近代に
特化した最初の美術館です。マティス、ピカソ、ゴッホなどのオリジナル作品の展示の他、時代を代表す
る近代ビジュアルカルチャーのコレクションも収蔵しています。

学校特色

ＥＬＳマンハッタン校は、お洒落なショップやカフェが立ち
並ぶローワーマンハッタンのソーホー地区に位置する。
若者文化の中心地として知られるソーホーはハウストン
通りの南側のエリアを指す。現在はギャラリーのほか、お
洒落なショップやカフェ、レストランなどが立ち並び、週末
は多くの人々で賑わいを見せる人気スポットとなっている。
ソーホーの北のエリアは、古くより個性派アーティストに親
しまれているグリニッジ・ビレッジがあり、また、チャイナタ
ウンやリトルイタリーにも程近く、学校のある地域一帯は
様々な文化や人々が集まる魅力的なところである。地下
鉄やバスなどの公共の交通機関の便も非常に良いため、
セントラルパークやタイムズスクエア、エンパイヤステート
ビル、ワールドトレードセンター跡地、ブロードウェイミュー
ジカルなど、名所や観光スポットへ訪れることができる。
活気あふれるマンハッタンの街並みに囲まれながら都会
的な留学生活を送りたい方にはオススメである。

ニューヨーク州ニューヨーク（マンハッタン）

https://www.google.co.jp/maps/place/ELS+Language+Centers+-+Manhattan/@40.7220047,-74.0151055,13.71z/data=!4m7!1m4!3m3!1s0x89c2598b52a01d41:0x70c6caf3e5a7ebbb!2zNzUgVmFyaWNrIFN0LCBOZXcgWW9yaywgTlkgMTAwMTMg44Ki44Oh44Oq44Kr5ZCI6KGG5Zu9!3b1!3m1!1s0x0000000000000000:0xbe5d17b3a2ffe9ba
https://www.google.co.jp/maps/place/ELS+Language+Centers+-+Manhattan/@40.7220047,-74.0151055,13.71z/data=!4m7!1m4!3m3!1s0x89c2598b52a01d41:0x70c6caf3e5a7ebbb!2zNzUgVmFyaWNrIFN0LCBOZXcgWW9yaywgTlkgMTAwMTMg44Ki44Oh44Oq44Kr5ZCI6KGG5Zu9!3b1!3m1!1s0x0000000000000000:0xbe5d17b3a2ffe9ba


学校名：Rennert, New York
所在地：211 East 43rd Street, New York, NY 10017
開講日：毎週月曜日
レベル数：10（１レッスン５０分）
最低受講期間：2週間～
滞在方法： 学生レジデンス・ホームステイ・学生寮
おすすめコース：

●一般英語
●ビジネス英語
●スーパーインテンシブ英語

コース内容

●一般英語
●ビジネス英語
●スーパーインテンシブ英語
●インテンシブ英語プラス
●ケンブリッジ・TOEFL•IELTS試験対策
●英語+ダンス/音楽コース

Rennert, New York

1クラス10名以下の少人数制でしっかり語学力を身に付けたい方向けの語学学校。毎日行われる課外
アクティビティーも魅力のひとつです。授業料は少し高めですが、先生ひとりひとりのクオリティ、生徒と
親身に向き合ってくれる学校運営方針、行った方の満足度が最も高い学校です。語学学校には珍しく、
リピーターも多いので、楽しめること間違いないです。

学校特色

マンハッタン中心部、グランドセントラル付近に校舎
を構える語学学校。 レナートは、１９７３年創立の歴
史を持ち、しっかりとした教育指針、独自の教育カリ
キュラムと教材で、質の高い授業を提供している、
ニューヨークで最も歴史のある語学学校です。１クラ
ス約１０人という少人数制授業を徹底しており、しっ
かり語学を身につけたい方に非常にお勧めです。ク
ラスのレベルも１０段階に分かれており、自分のレベ
ルにあった勉強ができます。授業は会話を重んじる
スタイルのため、 使える英語をニューヨーク留学で
しっかりと学びたい方には最適です。

ニューヨーク州ニューヨーク

https://www.google.co.jp/maps/place/Rennert/@40.7545932,-73.9838478,14.42z/data=!4m7!1m4!3m3!1s0x89c259031e467eb3:0xd2ff15c2692e4d49!2zMjExIEUgNDNyZCBTdCwgTmV3IFlvcmssIE5ZIDEwMDE3IOOCouODoeODquOCq-WQiOihhuWbvQ!3b1!3m1!1s0x0000000000000000:0xfa69eaba93bf359a


学校名：English Language Centers
Collage of Mount Saint Vincent

所在地：6301 Riverdale Avenue, Riverdale, NY 10471
開講日：４週間毎指定日
レベル数：１２（１レッスン５０分）
最低受講期間：２週間～
滞在方法： レジデンス・ホームステイ
おすすめコース：

●インテンシブアカデミック英語
●セミインテンシブ英語
●アメリカン・エクスプローラ

コース内容

●インテンシブアカデミック英語
●セミインテンシブ英語
●アメリカン・エクスプローラ
●一般英語
●エグゼクティブ英語

ELS, Collage of Mount Saint Vincent

リバーデールには、ニューヨーク市で最も海抜が高い場所があり、エンパイアステートビルやジョージ・
ワシントンブリッジ、ハドソン川、ニュージャージーパリセーズなどの壮大な景色を眺めることができます。
ELSリバーデール校もCollage of Mount Saint Vincentの美しいキャンパス内にあります。校舎は安全
な住宅地域にあり、勉学には理想的な環境です。マンハッタンまで、バスや電車を利用して４０分ほどで
行くことができます。

学校特色

ELS New York Riverdale （ELSニューヨーク・リ
バーデール校） はニューヨークのマンハッタンの北
部郊外にあるELSのセンターです。学校はCollege 

of Mount Saint Vincent （マウントセントビンセントカ
レッジ）のキャンパスを利用して行われています。
ニューヨークの郊外にあり、地下鉄やバスなどの交
通の便もよく、簡単にマンハッタンのミッドタウンや
アップタウンなどにアクセスでき、観光・ショッピング・
エンターテイメントなどニューヨークを短期でも長期で
も満喫したいけど郊外の落ち着いたエリアで勉強し
たい方には非常に適した環境にある学校です。

ニューヨーク州ニューヨーク（リバーデール）

https://www.google.co.jp/maps/place/ELS+Language+Centers+-+Riverdale/@40.9133982,-73.9117574,12.17z/data=!4m7!1m4!3m3!1s0x89c2f3951c8d068d:0x2881e08bef3cd6d3!2zNjMwMSBSaXZlcmRhbGUgQXZlLCBCcm9ueCwgTlkgMTA0NzEg44Ki44Oh44Oq44Kr5ZCI6KGG5Zu9!3b1!3m1!1s0x0000000000000000:0xca9a06a4964e7927


学校名：Kaplan International, Philadelphia
所在地：1222 Walnut Street, 2nd Floor 

Philadelphia, PA 19107 
開講日：毎週月曜日
レベル数：6（１レッスン４５分）
最低受講期間：２週間～
滞在方法： レジデンス・ホームステイ
おすすめコース：

●ジェネラル英語
●インテンシブ英語
●ビジネス英語

コース内容

●ジェネラル英語
●インテンシブ英語
●ビジネス英語
●バケーション英語
●試験対策：TOEFL・ＧＭＡＴ・ＧＲＥ
●アカデミック英語

Kaplan, Philadelphia

フィラデルフィアはアメリカでも有数の学園都市のひとつです。カプラン校は近年新装されたばかりの市
役所や街のスポットにもアクセスが便利な街の中心にあります。独立が宣言されたアメリカ最初の都市
の歴史有る場所や博物館も魅力のひとつです。

学校特色

フィラデルフィアのダウンタウンにあり、周辺にはデ
パート・スーパー・レストランなど揃っていて便利です。
フィラデルフィアには地下鉄も走っていて、学校は
ウォルナットローカスト駅からも徒歩数分と近く、通
学にも便利な場所にあります。フィラデルフィア校で
はアクティビティも盛んで、美術館やペンシルバニア
大学への日帰りツアーや週末はニューヨークへ小旅
行など企画されています。

フィラデルフィア州フィラデルフィア

https://www.google.co.jp/maps/place/Kaplan+-+Philadelphia/@39.9505937,-75.1604162,13.38z/data=!4m7!1m4!3m3!1s0x89c6c625f5a0340b:0x133625569a0aa9ab!2zMTIyMiBXYWxudXQgU3QsIFBoaWxhZGVscGhpYSwgUEEgMTkxMDcg44Ki44Oh44Oq44Kr5ZCI6KGG5Zu9!3b1!3m1!1s0x0000000000000000:0x012e054f88beff3e
https://www.google.co.jp/maps/place/Kaplan+-+Philadelphia/@39.9505937,-75.1604162,13.38z/data=!4m7!1m4!3m3!1s0x89c6c625f5a0340b:0x133625569a0aa9ab!2zMTIyMiBXYWxudXQgU3QsIFBoaWxhZGVscGhpYSwgUEEgMTkxMDcg44Ki44Oh44Oq44Kr5ZCI6KGG5Zu9!3b1!3m1!1s0x0000000000000000:0x012e054f88beff3e


学校名：Kaplan, Washington D.C.
所在地：1100 G Street NW, Washington DC 20005
開講日：毎週月曜日
レベル数：6（１レッスン４５分）
最低受講期間：２週間～
滞在方法： レジデンス・ホームステイ
おすすめコース：

●ジェネラル英語
●インテンシブ英語
●ビジネス英語

コース内容

●ジェネラル英語
●インテンシブ英語
●ビジネス英語
●バケーション英語

●試験対策：TOEFL・ＧＭＡＴ・ＧＲＥ
●アカデミック英語

Kaplan, Washington D.C.

アメリカの首都ワシントンにある学校の立地は街の中心であるジョージワシントン大学とジョージタウン
まで徒歩圏です。学校からは、ショッピングに最適なジョージタウン、食べ物が美味しいデュポンサーク
ル、新鋭のライブミュージックが楽しめるＵストリートなど、ワシントンDCのメインスポットへ簡単にアクセ
スすることができます。

学校特色

アメリカ合衆国初代大統領の名がつけられ、歴代大統領
が拠点としているワシントンD.C.は、建国以来アメリカの
歴史、文化、政治の中心を担ってきました。 素晴らしい建

築物や、木立に囲まれた見晴らしのいい公園が広がると
ても美しい街です。 ホワイトハウスや国会議事堂からスミ

ソニアン航空宇宙博物館、スミソニアン博物館に至る道を
散歩すると、新しい発見が待っているかもしれません。

カプラン・インターナショナル・ワシントン校は、街の中心で
あるジョージ・ワシントン大学とジョージタウンまで歩いて
行ける距離にあります。校内には、2つのコンピューター

ルーム、学生ラウンジ、自習設備を整えた図書室などの
最新学習施設を用意しています。学校からは、ショッピン
グに最適なジョージタウン、食べ物が美味しいデュポン
サークル、新鋭のライブミュージックが楽しめるＵストリー
トなど、街のメインスポットへ簡単にアクセスすることがで
きます。

ワシントンD.C.

https://www.google.co.jp/maps/place/Kaplan+-+Washington+DC/@38.8996787,-77.0250932,14.25z/data=!4m7!1m4!3m3!1s0x89b7b7b78eebfdb1:0x8585acf6bbda36d7!2sKaplan+-+Washington+DC!3b1!3m1!1s0x89b7b7b78eebfdb1:0x8585acf6bbda36d7
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCO6X46K6tMcCFUsdlAodnEUNUg&url=http%3A%2F%2Fwww.beo.co.jp%2Fschoolinfo%2Fkaplan%2Fkie-washingtondc.html&ei=pRnUVa6xK8u60ASci7WQBQ&bvm=bv.99804247,d.dGo&psig=AFQjCNGL2QaOwI1H48hBoFUlkVu1bRhszw&ust=1440049953028010
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCO6X46K6tMcCFUsdlAodnEUNUg&url=http%3A%2F%2Fwww.beo.co.jp%2Fschoolinfo%2Fkaplan%2Fkie-washingtondc.html&ei=pRnUVa6xK8u60ASci7WQBQ&bvm=bv.99804247,d.dGo&psig=AFQjCNGL2QaOwI1H48hBoFUlkVu1bRhszw&ust=1440049953028010
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPmvisC6tMcCFQG7lAodDRwAJQ&url=http%3A%2F%2Fwww.kaplaninternational.com%2Fjp%2Fschools%2Fusa%2Fenglish-courses-washington.aspx&ei=4xnUVbmyCoH20gSNuICoAg&bvm=bv.99804247,d.dGo&psig=AFQjCNGL2QaOwI1H48hBoFUlkVu1bRhszw&ust=1440049953028010
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPmvisC6tMcCFQG7lAodDRwAJQ&url=http%3A%2F%2Fwww.kaplaninternational.com%2Fjp%2Fschools%2Fusa%2Fenglish-courses-washington.aspx&ei=4xnUVbmyCoH20gSNuICoAg&bvm=bv.99804247,d.dGo&psig=AFQjCNGL2QaOwI1H48hBoFUlkVu1bRhszw&ust=1440049953028010
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPmvisC6tMcCFQG7lAodDRwAJQ&url=http%3A%2F%2Falbiladpress.com%2Farticle178485-1.html&ei=4xnUVbmyCoH20gSNuICoAg&bvm=bv.99804247,d.dGo&psig=AFQjCNGL2QaOwI1H48hBoFUlkVu1bRhszw&ust=1440049953028010
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPmvisC6tMcCFQG7lAodDRwAJQ&url=http%3A%2F%2Falbiladpress.com%2Farticle178485-1.html&ei=4xnUVbmyCoH20gSNuICoAg&bvm=bv.99804247,d.dGo&psig=AFQjCNGL2QaOwI1H48hBoFUlkVu1bRhszw&ust=1440049953028010
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCI6h84y7tMcCFQcqlAodWs8KEA&url=http%3A%2F%2Fwww.beo.co.jp%2Fschoolinfo%2Fkaplan%2Fkie-seattle.html&ei=hBrUVY7PEIfU0ATanquAAQ&bvm=bv.99804247,d.dGo&psig=AFQjCNGL2QaOwI1H48hBoFUlkVu1bRhszw&ust=1440049953028010
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCI6h84y7tMcCFQcqlAodWs8KEA&url=http%3A%2F%2Fwww.beo.co.jp%2Fschoolinfo%2Fkaplan%2Fkie-seattle.html&ei=hBrUVY7PEIfU0ATanquAAQ&bvm=bv.99804247,d.dGo&psig=AFQjCNGL2QaOwI1H48hBoFUlkVu1bRhszw&ust=1440049953028010


学校名：English Language Centers,
City Canter, Washington D.C.

所在地：4646 40th St NW, Washington, D.C. 20016
開講日：４週間毎指定日
レベル数：１２（１レッスン５０分）
最低受講期間：２週間～
滞在方法： レジデンス・ホームステイ
おすすめコース：

●インテンシブアカデミック英語
●セミインテンシブ英語
●アメリカン・エクスプローラ

コース内容

●インテンシブアカデミック英語
●セミインテンシブ英語
●アメリカン・エクスプローラ
●ビジネス英語
●エグゼクティブ英語
●一般英語

ELS, City Center, Washington D.C.

ワシントンD.C.センターは、ワシントンD.C.の中で最も魅力的で治安のよい地域にあります。近くには、
国立博物館や記念碑などがあり、手軽に出かけることができあす。ワシントンDC地区は公共バスシステ
ムや公共地下鉄網が整備されており、市内の観光名所の多くは入場無料です。

学校特色

ＥＬＳワシントンD.C.校はアメリカ東海岸中心部、合
衆国の首都であるワシントンD.C.に位置します。全
米５０州のどこにも属さない連邦政府の直轄区として
独立した都市であり、連邦政府の立法、行政、司法
の機関が集まる政治の中心地になっています。学校
は、質の高い研究機関として定評のあるアメリカン大
学のキャンパスから数分の距離にあり、ELS生は
キャンパス内の施設を利用することが可能。周辺に
はレストランやカフェ、ショップなども多く、地下鉄や
バスなどの公共交通機関の便も良いため、生活する
のに便利なところであること間違いありません。

ワシントンD.C.

https://www.google.co.jp/maps/place/ELS+Language+Centers+-+Washington/@38.9503632,-77.0782252,15.71z/data=!4m7!1m4!3m3!1s0x89b7c9c02606f7e7:0x1c67934756d006c0!2zNDY0NiA0MHRoIFN0IE5XLCBXYXNoaW5ndG9uLCBEQyAyMDAxNiDjgqLjg6Hjg6rjgqvlkIjooYblm70!3b1!3m1!1s0x0000000000000000:0x4beec9b9ed5a82e7


学校名：Embassy English, Fort Lauderdale
所在地：La Olas Circle, 200SW 1st Ave, Suite 108, 

Fort Lauderdale, FL 33301
開講日： 毎週月曜
レベル数：７（１レッスン５０分）

最低受講期間：２週間～
滞在方法： レジデンス・ホームステイ
おすすめコース：

●一般英語
●英語+インターンシップ
●TOEIC/TOEFL試験対策
●ビジネス英語

コース内容
●一般英語（インテンシブプログラム）
●一般英語（スタンダードプログラム）
●コミュニケーションスキル
●ビジネスコミュニケーションスキル（選択授業）
●English in Action（企業研究）
●試験対策：TOEFL（選択授業）
●長期留学コース
●バケーション＆トラベル英語
●マンツーマンレッスン

Embassy, Fort Lauderdale

海岸に近い市の中心地にある高級街で、フロリダの温暖な気候と美しい運河、アーティスティックな街に
迎えられ充実した毎日が期待できます。センターは快適な設備が揃っており、フレンドリーなスタッフが
受け入れてくれます。日本人も少なく、お勧めです。

学校特色

フォート・ローダーデール校の一番の魅力は、市内
中心に位置するラス・オラス大通りにあるという絶好
の立地です。 学校から一歩外に踏み出せば、欲し
いものがなんでも見つかります。 美しいリバーフロン
トのカフェ、ショップ、繁華街、グリーン・スペース、美
しい運河など素敵な風景が広がっています。

ハイテク設備を整えるフォート・ローダーデール語学
学校はビーチに近く、学生寮も隣接しています。その
ため、語学力の向上だけでなく楽しいアクティビティ
もしっかり満喫したいのであれば、まさにぴったりの
語学学校です。

フロリダ州フォートローダデール

https://www.google.co.jp/maps/place/Embassy+English+Fort+Lauderdale+Study+Center/@26.1185866,-80.1445939,12.83z/data=!4m2!3m1!1s0x88d90056ff2deab3:0xd4256c53a40698cd
https://www.google.co.jp/maps/place/Embassy+English+Fort+Lauderdale+Study+Center/@26.1185866,-80.1445939,12.83z/data=!4m2!3m1!1s0x88d90056ff2deab3:0xd4256c53a40698cd


学校名：Talk School of Languages,Fort Lauderdale
所在地：3501 S University Drive, 

Suite 3 Fort Lauderdale, FL 33328
開講日：毎週月曜日
レベル数：9（１レッスン５０分）
最低受講期間：2週間～
滞在方法： 学生レジデンス・ホームステイ・学生寮
おすすめコース：

●インテンシブ英語
●セミインテンシブ英語
●セミインテンシブ・プラス英語

コース内容

●一般英語
●インテンシブ英語
●スーパーインテンシブ英語
●インテンシブ英語プラス
●TOEFL•IELTS試験対策

●大学出願サービス

TALK, Fort Lauderdale

語学習得に集中できる環境が揃ったTALKフォート・ローダデール校は、インタラクティブ・テクノロジーと
熱意溢れる講師陣がトップレベルの教育を提供します。毎月新しくなるカレンダーには、エキサイティン
グなアクティビティを多種多様に盛り込み、国際色豊かな新しい友人たちと実践的な語学演習ができる
チャンスを提供しています。

学校特色

フォートローダーデールは全米屈指のリゾート地で、
1年を通して暖かい気候が特徴です。当校はヨーロッ

パや南米からの留学生が多く集まり、常に活気溢れ
ているセンターです。近郊にはいくつか大学が点在
し治安が良く、安心して留学生活を過ごせます。隣
接する大学キャンパスの図書館やカフェを利用でき、
現地大学生と交流の機会も。放課後には隣街マイア
ミへ出かけたり、サーフィンやダイビングなどマリンス
ポーツに挑戦するのもおすすめです。

フロリダ州フォートローダディール

https://www.google.co.jp/maps/place/TALK+Fort+Lauderdale/@26.0953106,-80.2562,11.42z/data=!4m7!1m4!3m3!1s0x88d9a822cc1fb9f5:0xc795573c5d927a9c!2zMzUwMSBTIFVuaXZlcnNpdHkgRHIsIEZvcnQgTGF1ZGVyZGFsZSwgRkwgMzMzMjgg44Ki44Oh44Oq44Kr5ZCI6KGG5Zu9!3b1!3m1!1s0x0000000000000000:0xf3511bfcf26deaee
https://www.google.co.jp/maps/place/TALK+Fort+Lauderdale/@26.0953106,-80.2562,11.42z/data=!4m7!1m4!3m3!1s0x88d9a822cc1fb9f5:0xc795573c5d927a9c!2zMzUwMSBTIFVuaXZlcnNpdHkgRHIsIEZvcnQgTGF1ZGVyZGFsZSwgRkwgMzMzMjgg44Ki44Oh44Oq44Kr5ZCI6KGG5Zu9!3b1!3m1!1s0x0000000000000000:0xf3511bfcf26deaee


学校名：English Language Centers,Barry University
所在地：11300 NE Second Ave, 

Miami Shores Florida 33161
開講日：４週間毎指定日
レベル数：１２（１レッスン５０分）
最低受講期間：２週間～
滞在方法： レジデンス・ホームステイ
おすすめコース：

●インテンシブアカデミック英語
●セミインテンシブ英語
●アメリカン・エクスプローラ

コース内容

●インテンシブアカデミック英語
●セミインテンシブ英語
●アメリカン・エクスプローラ
●一般英語

ELS, Barry University

マイアミといえばビーチ。サウスビーチは、日没後はにぎやかな夜の町として有名です。また、キーウエ
ストまで足を伸ばして南国気分を楽しんだり、人里離れた場所で隠れた入り江を探検するのもいいでしょ
う。マイアミビーチのアール・デコ地区は８００棟を超える建物があり、世界最大のアール・デコ建築コレ
クションになっています。

学校特色

ELS Miami（ELSマイアミ校） はフロリダ州最大の都
市マイアミ郊外ノースマイアミ地区にあるバリー大学
構内に立地しているセンターです。マイアミ中心部ま
ではバスで約20分の距離となっています。バリー大
学周辺は住宅街が広がっていて、別荘やホテル、ゴ
ルフ場などあり常夏のリゾートを感じさせてくれます。
マイアミへもバスで出て行ける距離なので、一年中
暖かく日差しに恵まれた大都市圏の郊外で留学生
活を送りたい方には適した環境です。学校はバリー
大学構内にあるので、ELSの生徒はバリー大学の
施設も利用することができます。

フロリダ州マイアミ

https://www.google.co.jp/maps/place/ELS+Language+Centers+-+Miami/@25.8826035,-80.1914527,12.46z/data=!4m7!1m4!3m3!1s0x88d9b1f246669911:0xd5e3b8b34207243!2zMTEzMDAgTkUgMm5kIEF2ZSwgTWlhbWksIEZMIDMzMTYxIOOCouODoeODquOCq-WQiOihhuWbvQ!3b1!3m1!1s0x0000000000000000:0x5937828d9b8f8737
https://www.google.co.jp/maps/place/ELS+Language+Centers+-+Miami/@25.8826035,-80.1914527,12.46z/data=!4m7!1m4!3m3!1s0x88d9b1f246669911:0xd5e3b8b34207243!2zMTEzMDAgTkUgMm5kIEF2ZSwgTWlhbWksIEZMIDMzMTYxIOOCouODoeODquOCq-WQiOihhuWbvQ!3b1!3m1!1s0x0000000000000000:0x5937828d9b8f8737


学校名：Kaplan, Miami
所在地：4425 Ponce de Leon Blvd, Suite 1612,

Coral Gables, FL 33146
開講日：毎週月曜日
レベル数：6（１レッスン４５分）
最低受講期間：２週間～
滞在方法： レジデンス・ホームステイ
おすすめコース：

●ジェネラル英語
●インテンシブ英語
●ビジネス英語

コース内容

●ジェネラル英語
●インテンシブ英語
●ビジネス英語
●バケーション英語
●試験対策：TOEFL・ＧＭＡＴ・ＧＲＥ
●アカデミック英語

Kaplan, Miami

フロリダ州はアメリカの南部に位置し、1年を通して暖かい気候が続く。マイアミはそのフロリダ州の南に
ある州最大の都市。暖かい気候に惹かれ、全米からたくさんの人が訪れる。学校がある町はマイアミの
郊外、コラルゲーブル。学校はマイアミ大学の最寄駅から1駅のダグラスロードステーションから徒歩10
分ほどの場所にあり、おしゃれなカフェやお店が立ち並ぶダウンタウンまでは地下鉄で約10分ほどの便
利な場所にある。有名なビーチにも40分ほどで行くことができる。

学校特色

カプラン・マイアミ校は、マイアミ郊外のコーラルゲー
ブルズにあり、周辺にはお店やレストラン、オープン
カフェなど数多く軒を連ねています。マイアミ中心部
へは地下鉄も走っていて、学校の最寄駅から約40

分程度で出てくことができます。マイアミ校には8室
の教室があり、12台のパソコンが兼ね備えられたマ
ルチメディアセンターが完備されていています。図書
室や学生ラウンジも完備されていて、学生同士の憩
いの場や交流の場も用意されています。アクティビ
ティも頻繁に行われており、マイアミビーチへ行った
り、週末はディズニーワールドなどへの旅行も企画さ
れています。

フロリダ州マイアミ

https://www.google.co.jp/maps/place/Kaplan+Test+Prep/@25.7433127,-80.2524114,12.46z/data=!4m7!1m4!3m3!1s0x88d9b7e97196b443:0xa2e6d5a745a51a9f!2zNDQyNSBQb25jZSBEZSBMZW9uIEJsdmQsIENvcmFsIEdhYmxlcywgRkwgMzMxNDYg44Ki44Oh44Oq44Kr5ZCI6KGG5Zu9!3b1!3m1!1s0x0000000000000000:0x7ed0ad64e0f919d1
https://www.google.co.jp/maps/place/Kaplan+Test+Prep/@25.7433127,-80.2524114,12.46z/data=!4m7!1m4!3m3!1s0x88d9b7e97196b443:0xa2e6d5a745a51a9f!2zNDQyNSBQb25jZSBEZSBMZW9uIEJsdmQsIENvcmFsIEdhYmxlcywgRkwgMzMxNDYg44Ki44Oh44Oq44Kr5ZCI6KGG5Zu9!3b1!3m1!1s0x0000000000000000:0x7ed0ad64e0f919d1


学校名：English Language Centers, Hawai’i Pacific University

所在地：1188 Fort St., MP 133,
Honolulu, Hawai’i 96813

開講日：４週間毎指定日
レベル数：１２（１レッスン５０分）
最低受講期間：２週間～
滞在方法： レジデンス・ホームステイ
おすすめコース：

●インテンシブアカデミック英語
●セミインテンシブ英語
●アメリカン・エクスプローラ

コース内容

●インテンシブアカデミック英語
●セミインテンシブ英語
●アメリカン・エクスプローラ
●エグゼクティブ英語

ELS, Hawai’i Pacific University

一度は行ってみたいと言われるオワフ島のビーチは、柔らかな蜂蜜色の美しい砂浜が有名ですが、冬
にはビックウェーブが来るビーチとしてサーファーにも人気です。ビーチタオルの上でゆったりとくつろぐ
には、まさに理想のパラダイスといえるでしょう。

学校特色

ELS Honolulu（ELSホノルル校） はハワイ州ホノル
ルのダウンタウンにあります。周辺はビジネスエリア
で、スーパーやレストランなどのあるので便利な立地
ですELSの学校はハワイパシフィック大学キャンパ
スの目の前にありますので、大学へのアクセスも良く
授業が終わった後に大学キャンパス内を散策するこ
ともできる距離です。ELSの学生はハワイパシフィッ
ク大学の設備も利用することができます。またELSホ
ノルルは、TOEFLの試験会場にもなっているので、
普段のなじみの場所で英語の試験を受験するという
こともできます。そして、英語レベル104以上で地元

のボランティア体験プログラムも用意してくれていま
す。

ハワイ州ホノルル

https://www.google.co.jp/maps/place/Hawai'i+Pacific+University/@21.3110539,-157.8572591,13.71z/data=!4m2!3m1!1s0x7c006e75ae6bee8f:0x6e3da4ff1d922e3d
https://www.google.co.jp/maps/place/Hawai'i+Pacific+University/@21.3110539,-157.8572591,13.71z/data=!4m2!3m1!1s0x7c006e75ae6bee8f:0x6e3da4ff1d922e3d


学校名：Global Village, Hawai’i
所在地：1440 Kapiolani Blvd Suite 1100

Honolulu, HI 96814 USA
開講日： 毎週月曜日
レベル数： 8（１レッスン５０分）
最低受講期間：２週間～
滞在方法： レジデンス・ホームステイ
おすすめコース：

●一般英語
●試験対策英語
●大学準備コース

コース内容

●一般英語
●アカデミックイヤープログラム
●セメスターギャッププログラム
●ケンブリッジ対策
●IELTS 対策
●ユニバーシティーパスウェイ
●プライベートレッスン

Global Village, Hawai’i

グローバルビレッジハワイはパラダイスと形容される地ハワイで、最上の英語学習を追究でき
る学校です。

ハワイ州ホノルル

学校特色

GVハワイには世界中から多くの生徒さんが集まり、各々

が目標に向かって優れた英語の授業を受けています。温
暖な気候、且つ安全でフレンドリーなハワイでGVハワイ

の一員になったあなたは、積極的に、そして楽しみながら
確実に英語力を向上させることができるでしょう。そして、
目標を達成すると同時に、忘れ得ない素晴らしい思い出
とアロハスピリットを持ち帰ることができるでしょう。

また、ハワイ特有のアクティビティーが豊富で、スポーツは
もちろん、ハワイの文化に触れる機会があり、内容の濃い
ものになっています。 アメリカ本土とは一味違う経験がで
きることは間違いありません。

https://www.google.co.jp/maps/place/Global+Village+HAWAII/@21.2936036,-157.8517181,13.92z/data=!4m6!1m3!3m2!1s0x7c006defd11cb0ab:0x9c668ab5ecce16f8!2sGlobal+Village+HAWAII!3m1!1s0x7c006defd11cb0ab:0x9c668ab5ecce16f8
https://www.google.co.jp/maps/place/Global+Village+HAWAII/@21.2936036,-157.8517181,13.92z/data=!4m6!1m3!3m2!1s0x7c006defd11cb0ab:0x9c668ab5ecce16f8!2sGlobal+Village+HAWAII!3m1!1s0x7c006defd11cb0ab:0x9c668ab5ecce16f8

