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留学に関する問い合わせ・資料・見積りのご請求

国際交流センター／シェーン留学センターにて取扱いの商品構成

● 国際交流センター／シェーン留学センター

はじめて留学する人からグローバルなビジネスのスキルを身に付けたい人まで
さまざまなニーズにお応えする留学プログラムをご用意しています。

第一歩は、自分自身を英語だけの環境に置いてみることから

グループ･プライベート･コンビネーション（グループ＋プライベート）１．個人留学　
1週間から１年間までの留学を、ご要望に応じた海外校へ、オーダーメイドでアレンジいたします。料金表には、

航空券代及び航空券に掛かる諸経費は含まれておりません。航空券は別途手配いたします。

P18の申込方法のご案内をご覧の上、別紙申込書に記入後、国際交流センター／シェーン留学センターまでお送りください。

また、申込金（留学手続料）を所定口座へお振込みください（申込金のみの請求書は発行しません）。

申込書類･申込金のお振込みを確認後、正式契約となります。

申込金を除いた金額（残額）と海外留学保険料（加入の方）の請求書をお届けします。

必ず書面上の期日までにお振込みください。
※航空券を手配する場合、航空券発券前に代金の支払いをお願いします。

出発日・渡航先別にオリエンテーションを開催しています。

ご出発1週間～1ヶ月前に必ずご参加ください。

残額のお振込みを確認後、出発予定日の７日～10日前に最終出発案内／入学許可証、

滞在先の詳細、保険証券などの各種書類をお届けします。

航空券を手配した場合、e-Ticket（控）は空港カウンターでお渡しします。

出発当日は、時間に余裕を持ち、空港へ到着するようにしましょう。土･日･祝日、連休など、

空港内の混み具合によって、手続きに予定よりも時間がかかる場合があります。

２．グループ留学（各種留学ツアー）
年数回（春休み･夏休みなど）企画されます（詳しくはP14～15。随時ご案内する各種チラシをご覧ください）。

3．高校留学
海外高校交換留学・正規留学のご案内をいたします。
2・3ヶ月の短期または１年～３年。現地校の履修課程の修了証書が発行されます。

グループは、１週間15レッスンからコースをご用意しています。４つのスキル「聴く」「話す」「読む」「書く」を鍛え、英

語が使える自信をつけながら、世界中から集まる留学生と共に学ぶことで、コミュニケーション能力を高めます。さら

に週25～30レッスン等のコースもあります。

日本語の生活から離れ、英語だけの環境に暮らし、世界中から集まる留学生と共に学んでみましょう。日本で学んだスキルを海

外でさらに高める留学にチャレンジする人が増えています。留学といっても、専門的なコースだけではありません。学生、社会人

で、長期の休みを取るのが難しい方のために、短期語学研修コースもご用意しています。ホームステイを通して、異文化を肌で感

じながら英語の力を伸ばす留学は、たとえそれが１週間であっても、得がたい貴重な体験となることでしょう。全世界、どのスクール

も、講師は英語教授のプロフェッショナル。英語学習のそれぞれのゴールのために適切な指導を行います。

留
学
が
ス
タ
ー
ト
す
る
ま
で

留
学
プ
ロ
グ
ラ
ム

TEL : 0120-951-571（営業時間：10:00ー19:00年末年始を除く）

E-mail : shane@iss-ryugaku.co.jp
● お近くのシェーン英会話スクール

http://www.shane.co.jp/ からスクール検索できます。

ケンブリッジ英検準備　Cambridge Exam Preparation
ケンブリッジ英検はヨーロッパで非常に知名度の高い試験で、ヨーロッパ資本の外資系企業への就職や転職に

とても有利です。目標がクリアできるように指導します。

■ First Certificate in English（FCE）
仕事で英語を使う人が必要なレベルで日本の英検では準1級程度に相当します。

■ Cambridge Advanced English （CAE）
会議などでの場においても的確な表現で話せる上級レベル。英語圏の大学･大学院への入学の際の英語力証明としても有効です。

IELTS受験準備　IELTS Preparation
International English Language Testing System (IELTS)は、英語圏の大学に入学する際などに英語能力を証明す

るものです。レッスンでは、語学力を伸ばし、試験のコツをつかみ、模擬試験を受ける事で、より高いスコアをめざします。

企業体験　English Plus Internship
実際に仕事の現場を体験するコースです。業務遂行に必要な英語のスキルも組み込まれています。英語圏でのビジネス

体験は自国でのキャリアアップにもつながり、仕事へのモチベーションをますます高めることでしょう。

目的に適った実用英語　Business English
独自のメソッドを用い、あらゆるビジネスシーンに対応できるビジネス英語が身に付くようにレッスンを行います。電話での

やり取り、プレゼンテーション、会議やレセプションにおける会話、ネゴシエーション、旅行のアレンジ、ビジネス･コレポンな

どのスキルを身に付け、同時に金融、証券、マーケティング、販売などそれぞれの業界用語を含む、ビジネス表現の習得を

めざします。ロールプレイなど実践練習を行いながら、それぞれの目的に適った英語力を獲得するお手伝いをします。

試験対策コース

専門的な英語研修コース

一般英語

英語の正しい理解は、より良いビジネスチャンスとキャリアアップの鍵となります。世界の企業は英語でのコミュニ

ケーション能力とビジネスセンスを持った人材を求めています。レッスンでは、実践的なビジネス英語のみならず、

留学先国の文化や習慣なども学び、国際的なコミュニケーション能力を高めるサポートをしています。

ホームチューターレッスン

イギリスはもともと少人数制の教育を重んじています。そのイギリスの伝統的な教育形態のことをチュートリアルといい

ます。１対１で先生と生徒が問題を分析、解決しながら理解し合い、受身ではなく能動的に授業が進められていきます。

講師宅に滞在しながら学ぶ、ホームチューター制のレッスンです。その国の文化や生活習慣なども家庭での生きた英語

の中で学び、実体験してみるのも留学の醍醐味といえましょう。特に短期間の留学にはおすすめのスタイルです。英語指

導のトレーニングを受け、厳選された家庭がホームステイ先です。

中学･高校･正規留学

中学生や高校生を対象とした各国への正規留学。

①スクールで開催される留学説明会・国際交流センター／シェーン留学センターでの個別留学相談にご参加ください。

②留学スペシャリストが留学の個別相談も受け賜ります。

いずれも事前に国際交流センター／シェーン留学センター、最寄りのシェーン英会話スクールへ電話でご予約ください。

STEP 2 カウンセリング

STEP 3 申し込み（契約）

STEP 4 請求書の送付

STEP 5

STEP 6 入学書類の送付

STEP 7 出　発

オリエンテーション

STEP 1  問い合わせ

英語圏各国へのホームチューター（one to one)レッスンはお問い合わせください。

英語圏の高校・大学への正規留学のご案内をしております。詳細はお問い合わせください。
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STEP 2 カウンセリング

STEP 3 申し込み（契約）

STEP 4 請求書の送付

STEP 5

STEP 6 入学書類の送付

STEP 7 出　発

オリエンテーション

STEP 1  問い合わせ

英語圏各国へのホームチューター（one to one)レッスンはお問い合わせください。

英語圏の高校・大学への正規留学のご案内をしております。詳細はお問い合わせください。

3 4
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海外留学
ENGLISH FOR LIFE

学校により、短期（1週間から）、長期（1年）まで受講が可能です。

パスポート

VISA

申請は余裕をもって！

電子渡航認証登録の確認

滞在国の有効期限の確認！

長期滞在の場合は学生VISAの取得

往復の留学生格安航空券をご案内します

もしもの時のリスク補償で安心の海外留学

航空券の手配

海外留学保険加入

私が行きたい国・行きたい学校は？

□ イギリス

□ アイルランド

□ アメリカ

□ カナダ

□ オーストラリア

□ ニュージーランド

ダブリン校

ニューヨーク校・ハワイ校

バンクーバー校・サレー校

シドニー校

オークランド校

ロンドン校・グリニッジ校・オックスフォード校・
ブライトン校・ボーンマス校

カウンセリングのCheck Point

観光 / 体験 Spot

● シドニー湾にかかるハーバーブリッジ

● シドニー湾に浮かぶように見える
　オペラハウス

● シドニー・フィッシュマーケット・ライトレールに乗車
　チャイナタウンを訪れる

● ブルーマウンテン、キャンベラ、ゴールドコースト

● かわいい動物との触れ合い　コアラ・カンガルー・ヒツジ

● ケリータールトン水族館・

　ハーバークルーズ・マオリ博物館

● 樹齢600年を越えるニュージーランドの
　ネイティブツリー「カウリ」の森を巡るトレッキング

● ワイナリー訪問とカツオドリのコロニー

● ロトルア間欠泉・土蛍洞窟ワイトモケーブ訪問

Australia
オーストラリア

New Zealand
ニュージーランド

● マンハッタン・エンパイアステートビル・
　ロックフェラーセンター・セントラルパーク・
　タイムズスクエア

● ブロードウェイミュージカル・
　メトロポリタン美術館・博物館めぐり

● 自由の女神像・メジャーリーグ観戦

● オリンピック開催地
　ウィスラー・キャピラノ橋・バンフ

● ガーデンツアー名園ブッチャートガーデン、
　バン・デューセン植物園

● カナディアン・ロッキーの雄大な自然を満喫

● スタンレー・パーク・グランビルアイランド・ガスタウン

USA
アメリカ

Canada
カナダ

Ireland アイルランド
● ケルト文化にゆかりのある
　遺跡めぐりゴールウェイ

● ダブリン発リムリック、モハーの断崖、
　バレン高原、ゴールウェイ湾を巡る
　鉄道旅行

● アイルランド国土の70％が見渡せるというタラの丘

To Do

UK/Ireland

USA

Canada

New Zealand

Australia
受け入れは何才から？

Adult: 16才・17才から

Junior: 6才から親子で受け入れる学校もあります。

受講期間は？

入学時期はいつ？

滞在方法は？

・ホームステイ：日曜日～土曜日
   一人部屋・2食（朝夕）・食事無 など選択できます。

・寮滞在(18才以上）：日曜日～土曜日
   一人部屋（基本）※食事条件は学校によって異なります。

・月曜日入学がスタンダード。
   月曜祝日の場合は火曜日入学です。

・4週間セッションの学校もあります。

・渡航国の気候などを考慮して決めるのもポイント。

どんなコースがあるの？（コース選び）

□ University Preparation Course

□ Foundation Course 

□ IELTS Preparationコース

□ Cambridge Exam Preparationコース

□ English Plus Internship

□ Leisure Course 

学校によって時間数は違う

個人レッスン

試験対策コース

試験対策コース

英語+ワーク体験

アロマテラピー・テニス・ダンス他

□ Morning 15

□ General English 16

□ Vacation English

□ Morning 30

□ General English 25

□ Intensive 20

□ Children & Junior ESL

□ Afternoonコース（午後のレッスン）

□ One to One Lesson

□ Specialist Courses

一般英会話コース
1日4～5時間のレッスン

一般英会話コース
1日3～3.5時間のレッスン

ビジネス・マーケティング＆PRマ
ネジメント・ヒューマンリソーセス
マネジメント・ツーリズム&ホスピ
タリティマネジメント

大学準備コース

UK イギリス
● ロンドン観光
　ビッグベン・ロンドンEye・タワーブリッジ・
　ロンドン塔・大英博物館・美術館・ミュージカル

● 歴代の国王が眠る「ウェストミンスター寺院」

● 太古の謎に包まれた「ストーンヘンジ」

● 中世貴族の社交界の中心地「バース」

● かわいらしいコッツウォルズの田舎町へ！

● シェイクスピア生誕の町
　「ストラトフォード・アポン・エイボン」

● ピーターラビットの故郷湖水地方

● 大学の街「オックスフォード・ケンブリッジ」

留学の目的は？

□ 長期で英語を完全にマスターしたい

□ １-３ケ月で英語をマスターしたい

□ ２-３週間英語留学 + 観光もしたい

□ 仕事で英語が必要

□ 高校・大学の正規留学

日本国内に200校以上の英会話スクールを展開するシェーンでは、

イギリスをはじめ、世界各国で開講しているさまざまな留学プログ

ラムをご案内しております。

シェーンで学び、海外留学を体験することで、世界への視野を広げ、

国際理解・国際交流を深めていただけることを願っております。
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School
Data

1/1、3/30、4/2、5/7・28、8/27、12/24～12/30
＊School Holidays分の授業振替はございません。また、上記School Holidaysは予告なく変更
になる場合がございますので、ご了承ください。

●コース：一般英会話、ビジネス英会話、IELTS、ケンブリッジ英検対策、
英語＋料理 ●時間/1レッスン：50分 ●滞在:ホームステイ・寮 ●クラス
ルーム数：14室（夏季22室）●1クラスの生徒数:11～14人 ●通学
時間:ホームステイ先から約60分(公共交通機関利用) ●主な設備:PC

ルーム、Wifi、学生ラウンジ、食堂、カフェ ●コース開始日：月曜日・スクールホリデーの
場合火曜日

School
Data

1/1、3/30、4/2、5/7・28、8/27、12/24～2019/1/2
＊School Holidays分の授業振替はございません。また、上記School Holidaysは予告なく変更
になる場合がございますので、ご了承ください。

●コース：一般英語・ケンブリッジ英検準備・IELTS準備コース・プライベー
ト他 ●時間/1レッスン：45分 ●滞在：ホームステイ・スチューデントハウス
●クラスルーム数：9室 ●1クラスの生徒数：平均10～12人（最高15人）
●通学時間：ホームステイ先から15～30分程度（公共交通機関利用）●主

な設備：キッチン・スチューデントラウンジ・PC・インターネットアクセス（無料Wifi）●コー
ス開始日：月曜日・スクールホリデーの場合火曜日（初級レベルは毎月第1月曜日のみ）

School
Data

1/1、3/30、4/2、5/7・28、8/27、12/24～2019/1/2
＊School Holidays分の授業振替はございません。また、上記School Holidaysは予告なく変更
になる場合がございますので、ご了承ください。

●コース：一般英会話、ビジネス英会話、IELTS試験対策、個人 ●時間
/1レッスン：50分 ●滞在:ホームステイ・寮 ●クラスルーム数：16室
●１クラスの生徒数:15人(試験対策12人）●通学時間:ホームステイ
先から約40分(公共交通機関利用) ●主な設備:学生ラウンジ、自販機、

コーヒーマシン、電子レンジ、電子白板、エアコン、PCルーム、Wifi、点字プリンター、エ
レベーター ●コース開始日：月曜日・スクールホリデーの場合火曜日

School
Data

1/1、3/30、4/2、5/7・28、8/27、12/24～2019/1/2
＊School Holidays分の授業振替はございません。また、上記School Holidaysは予告なく変更
になる場合がございますので、ご了承ください。

●コース：一般英語・ケンブリッジ英検準備・IELTS準備コース・プライ
ベート他 ●時間/1レッスン：45分 ●滞在：ホームステイ・レジデンス
●クラスルーム数：7室 ●1クラスの生徒数：平均10～12人（最高15
人）●通学時間：ホームステイ先から15～40分程度（公共交通機関利

用）●主な設備：スチューデントラウンジ・自習スペース・インターネットアクセス（無料
Wifi）●コース開始日：月曜日・スクールホリデーの場合火曜日

School
Holidays

School
Holidays

School
Holidays

School
Holidays

British Study Centres

ロンドン校

※上記以外のスクールへの留学をご希望の方はお問い合わせください。

STUDY ABROAD個人留学

23 Bloomsbury Square, Marylebone, 
London WC1A  2PJ

ロンドンの中心部ウエストエンド、ホルボーン駅から5分の所にある
学校です。大英博物館やコベントガーデンにも近く、観光・ショッピン
グにも便利です。魅力的なジョージ王朝風テラスの建物がスクールで
す。カフェテリアやガーデンもあり、スクールライフを満喫できます。芸
術、ファッション、デザインを学ぶ専門学校West London Collegeと
施設をシェアーしています。専門コースに進む機会もあります。

対象年齢18才以上

Oxford International Group

オックスフォード校

Pembroke House, 36-37 Pembroke 
Street, Oxford, OX1 1BP UK

英国のブレインを生み出す学生都市オックスフォードの中心地に位
置し、周辺には歴史ある名門カレッジが立ち並びます。世界中から
学生が集まるアカデミックな環境の中、留学生活が送れるのが魅
力。スクールのすぐ近くにハリーポッターの撮影モデルとしても有
名なクライストチャーチがあり、『不思議の国のアリス』で有名なア
リスショップではファンならずともショッピングが楽しめます。

対象年齢17才以上

世界各国に学校を持つOxford International Education 
Groupの語学学校です。イギリスには3つの学校があり、ロンドン
南東部に位置するグリニッジ校は2011年に改装されたモダンで
スタイリッシュな設計の校舎です。ロンドンから電車で40分ほど
の閑静な駅近くのスクールです。最新のIT機器を導入して生徒の
皆さんにご利用いただいています。

対象年齢17才以上

料金については、別紙料金表をご覧ください。 料金については、別紙料金表をご覧ください。

料金については、別紙料金表をご覧ください。

Oxford International Group

グリニッジ校

259 Greenwich High Road, 
Greenwich, London, SE10 8NB.

スクールはビーチから徒歩数分、市内中心地から徒歩10分の場
所にあり、近くにはタウンセンターやカフェ、レストランも多数あ
る便利なロケーション。スタッフや講師陣は、小規模校ならではの
親身できめ細やかなサポートを心がけています。地元の人や観光
客でにぎわう桟橋ブライトン・ピアにも近く、また、ロンドンへは電
車で約1時間の距離で、放課後や週末に訪れることも可能です。

対象年齢17才以上

ブライトン校

10 Brunswick Place,Brighton,
East Sussex, BN3 1NA UK

Oxford International Group

料金については、別紙料金表をご覧ください。

7 8



School
Data

1/1、3/30、4/2、5/7・28、8/27、12/24～12/30
＊School Holidays分の授業振替はございません。また、上記School Holidaysは予告なく変更
になる場合がございますので、ご了承ください。

●コース：一般英会話、ビジネス英会話、IELTS、ケンブリッジ英検対策、
英語＋料理 ●時間/1レッスン：50分 ●滞在:ホームステイ・寮 ●クラス
ルーム数：14室（夏季22室）●1クラスの生徒数:11～14人 ●通学
時間:ホームステイ先から約60分(公共交通機関利用) ●主な設備:PC

ルーム、Wifi、学生ラウンジ、食堂、カフェ ●コース開始日：月曜日・スクールホリデーの
場合火曜日

School
Data

1/1、3/30、4/2、5/7・28、8/27、12/24～2019/1/2
＊School Holidays分の授業振替はございません。また、上記School Holidaysは予告なく変更
になる場合がございますので、ご了承ください。

●コース：一般英語・ケンブリッジ英検準備・IELTS準備コース・プライベー
ト他 ●時間/1レッスン：45分 ●滞在：ホームステイ・スチューデントハウス
●クラスルーム数：9室 ●1クラスの生徒数：平均10～12人（最高15人）
●通学時間：ホームステイ先から15～30分程度（公共交通機関利用）●主

な設備：キッチン・スチューデントラウンジ・PC・インターネットアクセス（無料Wifi）●コー
ス開始日：月曜日・スクールホリデーの場合火曜日（初級レベルは毎月第1月曜日のみ）

School
Data

1/1、3/30、4/2、5/7・28、8/27、12/24～2019/1/2
＊School Holidays分の授業振替はございません。また、上記School Holidaysは予告なく変更
になる場合がございますので、ご了承ください。

●コース：一般英会話、ビジネス英会話、IELTS試験対策、個人 ●時間
/1レッスン：50分 ●滞在:ホームステイ・寮 ●クラスルーム数：16室
●１クラスの生徒数:15人(試験対策12人）●通学時間:ホームステイ
先から約40分(公共交通機関利用) ●主な設備:学生ラウンジ、自販機、

コーヒーマシン、電子レンジ、電子白板、エアコン、PCルーム、Wifi、点字プリンター、エ
レベーター ●コース開始日：月曜日・スクールホリデーの場合火曜日

School
Data

1/1、3/30、4/2、5/7・28、8/27、12/24～2019/1/2
＊School Holidays分の授業振替はございません。また、上記School Holidaysは予告なく変更
になる場合がございますので、ご了承ください。

●コース：一般英語・ケンブリッジ英検準備・IELTS準備コース・プライ
ベート他 ●時間/1レッスン：45分 ●滞在：ホームステイ・レジデンス
●クラスルーム数：7室 ●1クラスの生徒数：平均10～12人（最高15
人）●通学時間：ホームステイ先から15～40分程度（公共交通機関利

用）●主な設備：スチューデントラウンジ・自習スペース・インターネットアクセス（無料
Wifi）●コース開始日：月曜日・スクールホリデーの場合火曜日

School
Holidays

School
Holidays

School
Holidays

School
Holidays

British Study Centres

ロンドン校

※上記以外のスクールへの留学をご希望の方はお問い合わせください。

STUDY ABROAD個人留学

23 Bloomsbury Square, Marylebone, 
London WC1A  2PJ

ロンドンの中心部ウエストエンド、ホルボーン駅から5分の所にある
学校です。大英博物館やコベントガーデンにも近く、観光・ショッピン
グにも便利です。魅力的なジョージ王朝風テラスの建物がスクールで
す。カフェテリアやガーデンもあり、スクールライフを満喫できます。芸
術、ファッション、デザインを学ぶ専門学校West London Collegeと
施設をシェアーしています。専門コースに進む機会もあります。

対象年齢18才以上

Oxford International Group

オックスフォード校

Pembroke House, 36-37 Pembroke 
Street, Oxford, OX1 1BP UK

英国のブレインを生み出す学生都市オックスフォードの中心地に位
置し、周辺には歴史ある名門カレッジが立ち並びます。世界中から
学生が集まるアカデミックな環境の中、留学生活が送れるのが魅
力。スクールのすぐ近くにハリーポッターの撮影モデルとしても有
名なクライストチャーチがあり、『不思議の国のアリス』で有名なア
リスショップではファンならずともショッピングが楽しめます。

対象年齢17才以上

世界各国に学校を持つOxford International Education 
Groupの語学学校です。イギリスには3つの学校があり、ロンドン
南東部に位置するグリニッジ校は2011年に改装されたモダンで
スタイリッシュな設計の校舎です。ロンドンから電車で40分ほど
の閑静な駅近くのスクールです。最新のIT機器を導入して生徒の
皆さんにご利用いただいています。

対象年齢17才以上

料金については、別紙料金表をご覧ください。 料金については、別紙料金表をご覧ください。

料金については、別紙料金表をご覧ください。

Oxford International Group

グリニッジ校

259 Greenwich High Road, 
Greenwich, London, SE10 8NB.

スクールはビーチから徒歩数分、市内中心地から徒歩10分の場
所にあり、近くにはタウンセンターやカフェ、レストランも多数あ
る便利なロケーション。スタッフや講師陣は、小規模校ならではの
親身できめ細やかなサポートを心がけています。地元の人や観光
客でにぎわう桟橋ブライトン・ピアにも近く、また、ロンドンへは電
車で約1時間の距離で、放課後や週末に訪れることも可能です。

対象年齢17才以上

ブライトン校

10 Brunswick Place,Brighton,
East Sussex, BN3 1NA UK

Oxford International Group

料金については、別紙料金表をご覧ください。
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School
Data

1/1～7、3/19、4/2、5/7、6/4、8/6、10/29、12/22～2019/1/6
＊School Holidays分の授業振替はございません。また、上記School Holidaysは予告なく変更
になる場合がございますので、ご了承ください。

●コース：一般英会話、ケンブリッジ英検対策、語学＋キャリア ●時間/1
レッスン：60分 ●滞在:ホームステイ・寮 ●クラスルーム数：33～50室

（夏季）●1クラスの生徒数:10人 ●通学時間:ホームステイ先から10～
40分（公共交通機関利用）●主な設備:図書室、カフェテリア、生徒用ラ

ウンジ、共有PC（無料Wifi）●コース開始日：月曜日・スクールホリデーの場合火曜日

School
Data

1/1～5、3/30、4/2、5/7・28、8/27
＊School Holidays分の授業振替はございません。また、上記School Holidaysは予告なく変更
になる場合がございますので、ご了承ください。

●コース：一般英語、ケンブリッジ・IELTS試験対策、大学準備コース、ビ
ジネス英語 ●時間/1レッスン：90分 ●滞在：ホームステイ・寮 ●クラス
ルーム数：60室 ●1クラスの生徒数：12～15人 ●通学時間：ホームス
テイ先から徒歩圏内あるいはローカルバス10～25分 ●主な設備：イン

タラクティブなホワイトボード、アクセントの比較のための音声録音と無料のDVDライ
ブラリ

※上記以外のスクールへの留学をご希望の方はお問い合わせください。

350 Fifth Avenue, 
Suite 6308 New York, NY 10118 USA

世界的に有名なエンパイアステートビルの63階で、教室の窓か
らニューヨークのパノラマ絶景を見下ろしながらの授業。マンハッ
タンの中心地にあるスクールからは、ニューヨークのさまざまな
イベントやミュージカル鑑賞などへのアクセスも容易です。

対象年齢18才以上

Kaplan International English Empire State

ニューヨーク校

第一級の資格を有した講師が豊かな教育経験と細やかな指導を
提供。暖かくて、安全で親しみやすいオアフ島にあるスクールは、
ワイキキビーチに近く、大型ショッピングセンターアラモアナの真
向かいにあり、生活面でも非常に快適です。

対象年齢18才以上

Global Village

ハワイ校

1440 Kapiolani Boulevard, 
Suite 1100 Honolulu, HI 96814 USA

ビクトリア朝時代の歴史的建造物と近代的な新校舎が、バランス
良く建てられ、学校の目の前には公園があり、緑あふれる落ち着
いた環境です。1レッスンは60分で、常に生徒の進捗度をチェック
して適切なアドバイスを行います。海外滞在経験のある教師が多
く、指導も熱心です。加えて、アイルランド人気質たっぷりのスタッ
フが、初心者の人でも安心できるよう優しく迎え入れてくれます。

対象年齢17才以上

Emerald Cultural Institute

ダブリン校

10 Palmerston Park 
Rathgar Dublin 6 Ireland

料金については、別紙料金表をご覧ください。

料金については、別紙料金表をご覧ください。 料金については、別紙料金表をご覧ください。

料金については、別紙料金表をご覧ください。

ETCカレッジは、ボーンマスの街の中心やビーチからも近く絶好
のロケーションにあります。学校の敷地内には、レジデンスやカ
フェを含む5軒の建物があり、設備も充実しています。生徒の成
長を助けるために、テストやチュートリアルが頻繁に行われ、ま
た、ソーシャルプログラムはロンドンやオックスフォードなどへの
観光も含まれます。

対象年齢16才以上

ETC International College

ボーンマス校

24 West Hill Road, 
Bournemouth, BH2 5PG, UK

School
Data

1/1・15、2/19、3/26、5/28、6/11、7/4、8/17、9/3、10/8、11/22・23、12/25
＊School Holidays分の授業振替はございません。また、上記School Holidaysは予告なく変更
になる場合がございますので、ご了承ください。

●コース：一般英語＋アクティビティ（フラ・サーフィン･ヨガ）・試験対策（TOEIC®・TOEFL®・
ケンブリッジ英検）・ビジネス英語・ティーンアクティビティ ●時間/１レッスン：50分
●滞在：ホームステイ・スチューデントレジデンス・アパート ●クラスルーム数：13室
●１クラスの生徒数：平均11人（最高15人）●通学時間：バス1時間（ワイキキビーチ

アラモアナホテル近く）●主な設備：PC26台・インターネットアクセス（無料Wifi）・スチューデントラウン
ジ（オーシャンビュー）・ワイドスクリーンTV・ロッカー ●日本人スタッフ駐在 ●コース開始日：1/16、
2/12、3/12、4/9、5/7、6/4、7/2・30、8/27、9/24、10/22、11/19、12/17＊コース開始日から1～3週は入校可

School
Data

1/1・15、5/28、7/4、9/3、11/22・23、12/24～2019/1/6
＊School Holidays分の授業振替はございません。また、上記School Holidaysは予告なく変更
になる場合がございますので、ご了承ください。

●コース：インテンシブ英語・ジェネラル英語・バケーション英語・アカデミック
イヤー/セメスター・ビジネス英語・試験準備コース（TOEFL®) ●時間/１レッ
スン：45分 ●滞在：ホームステイ・レジデンス各種他 ●クラスルーム数：19室
●１クラスの生徒数：平均12人（最高15人）●通学時間：ホームステイ先か

ら１時間、レジデンスから徒歩10分～ ●主な設備：コンピューターラボ・スタディーエリア・イ
ンターネットアクセス（無料Wifi）・マンハッタンを眺望できるスチューデントラウンジ ●コース
開始日：月曜日・スクールホリデーの場合火曜日 ●レベルによって受講時間帯は異なります。

School
Holidays

School
Holidays

School
Holidays

School
Holidays
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School
Data

1/1～7、3/19、4/2、5/7、6/4、8/6、10/29、12/22～2019/1/6
＊School Holidays分の授業振替はございません。また、上記School Holidaysは予告なく変更
になる場合がございますので、ご了承ください。

●コース：一般英会話、ケンブリッジ英検対策、語学＋キャリア ●時間/1
レッスン：60分 ●滞在:ホームステイ・寮 ●クラスルーム数：33～50室

（夏季）●1クラスの生徒数:10人 ●通学時間:ホームステイ先から10～
40分（公共交通機関利用）●主な設備:図書室、カフェテリア、生徒用ラ

ウンジ、共有PC（無料Wifi）●コース開始日：月曜日・スクールホリデーの場合火曜日

School
Data

1/1～5、3/30、4/2、5/7・28、8/27
＊School Holidays分の授業振替はございません。また、上記School Holidaysは予告なく変更
になる場合がございますので、ご了承ください。

●コース：一般英語、ケンブリッジ・IELTS試験対策、大学準備コース、ビ
ジネス英語 ●時間/1レッスン：90分 ●滞在：ホームステイ・寮 ●クラス
ルーム数：60室 ●1クラスの生徒数：12～15人 ●通学時間：ホームス
テイ先から徒歩圏内あるいはローカルバス10～25分 ●主な設備：イン

タラクティブなホワイトボード、アクセントの比較のための音声録音と無料のDVDライ
ブラリ

※上記以外のスクールへの留学をご希望の方はお問い合わせください。

350 Fifth Avenue, 
Suite 6308 New York, NY 10118 USA

世界的に有名なエンパイアステートビルの63階で、教室の窓か
らニューヨークのパノラマ絶景を見下ろしながらの授業。マンハッ
タンの中心地にあるスクールからは、ニューヨークのさまざまな
イベントやミュージカル鑑賞などへのアクセスも容易です。

対象年齢18才以上

Kaplan International English Empire State

ニューヨーク校

第一級の資格を有した講師が豊かな教育経験と細やかな指導を
提供。暖かくて、安全で親しみやすいオアフ島にあるスクールは、
ワイキキビーチに近く、大型ショッピングセンターアラモアナの真
向かいにあり、生活面でも非常に快適です。

対象年齢18才以上

Global Village

ハワイ校

1440 Kapiolani Boulevard, 
Suite 1100 Honolulu, HI 96814 USA

ビクトリア朝時代の歴史的建造物と近代的な新校舎が、バランス
良く建てられ、学校の目の前には公園があり、緑あふれる落ち着
いた環境です。1レッスンは60分で、常に生徒の進捗度をチェック
して適切なアドバイスを行います。海外滞在経験のある教師が多
く、指導も熱心です。加えて、アイルランド人気質たっぷりのスタッ
フが、初心者の人でも安心できるよう優しく迎え入れてくれます。

対象年齢17才以上

Emerald Cultural Institute

ダブリン校

10 Palmerston Park 
Rathgar Dublin 6 Ireland

料金については、別紙料金表をご覧ください。

料金については、別紙料金表をご覧ください。 料金については、別紙料金表をご覧ください。

料金については、別紙料金表をご覧ください。

ETCカレッジは、ボーンマスの街の中心やビーチからも近く絶好
のロケーションにあります。学校の敷地内には、レジデンスやカ
フェを含む5軒の建物があり、設備も充実しています。生徒の成
長を助けるために、テストやチュートリアルが頻繁に行われ、ま
た、ソーシャルプログラムはロンドンやオックスフォードなどへの
観光も含まれます。

対象年齢16才以上

ETC International College

ボーンマス校

24 West Hill Road, 
Bournemouth, BH2 5PG, UK

School
Data

1/1・15、2/19、3/26、5/28、6/11、7/4、8/17、9/3、10/8、11/22・23、12/25
＊School Holidays分の授業振替はございません。また、上記School Holidaysは予告なく変更
になる場合がございますので、ご了承ください。

●コース：一般英語＋アクティビティ（フラ・サーフィン･ヨガ）・試験対策（TOEIC®・TOEFL®・
ケンブリッジ英検）・ビジネス英語・ティーンアクティビティ ●時間/１レッスン：50分
●滞在：ホームステイ・スチューデントレジデンス・アパート ●クラスルーム数：13室
●１クラスの生徒数：平均11人（最高15人）●通学時間：バス1時間（ワイキキビーチ

アラモアナホテル近く）●主な設備：PC26台・インターネットアクセス（無料Wifi）・スチューデントラウン
ジ（オーシャンビュー）・ワイドスクリーンTV・ロッカー ●日本人スタッフ駐在 ●コース開始日：1/16、
2/12、3/12、4/9、5/7、6/4、7/2・30、8/27、9/24、10/22、11/19、12/17＊コース開始日から1～3週は入校可

School
Data

1/1・15、5/28、7/4、9/3、11/22・23、12/24～2019/1/6
＊School Holidays分の授業振替はございません。また、上記School Holidaysは予告なく変更
になる場合がございますので、ご了承ください。

●コース：インテンシブ英語・ジェネラル英語・バケーション英語・アカデミック
イヤー/セメスター・ビジネス英語・試験準備コース（TOEFL®) ●時間/１レッ
スン：45分 ●滞在：ホームステイ・レジデンス各種他 ●クラスルーム数：19室
●１クラスの生徒数：平均12人（最高15人）●通学時間：ホームステイ先か

ら１時間、レジデンスから徒歩10分～ ●主な設備：コンピューターラボ・スタディーエリア・イ
ンターネットアクセス（無料Wifi）・マンハッタンを眺望できるスチューデントラウンジ ●コース
開始日：月曜日・スクールホリデーの場合火曜日 ●レベルによって受講時間帯は異なります。

School
Holidays

School
Holidays

School
Holidays

School
Holidays
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10072 King George Boulevard 
Surrey, BC V3T 2W4 Canada

8th Floor, 155 Queen St, P.O.Box 
4217, Auckland, New Zealand

Level 2, 72 Mary Street Surry Hills, 
Sydney NSW 2010 Australia

2nd Floor, 549 Howe Street,
Vancouver, B.C., Canada, V6C 2C2

スピーキング中心のプログラムが評判で、毎年入学待ちになる人
気校。発音矯正や各種試験対策コースが人気で、選択授業も充実
しています。厳しい英語環境、毎日のアクティビティなど、充実し
た留学生活を満喫！ また、留学生活で役立つ無料セミナーを月１
回開催。VICの生徒なら卒業してからも利用可能です。

対象年齢16才以上

Vancouver International College

バンクーバー校

6才以上を対象に、チルドレン／ジュニアESLプログラムを通年開
講。ホームステイでは海外生活を通して異文化を体験。授業では、
言語の基本〔読む・聴く・書く・話す〕をコミュニケーション手段と
して自然に使えるようバランスよく学び、算数・理科・社会などの
教科を組み込むことで、さまざまな視点から英語を学習します。
ADULT ESLコースもあります。

対象年齢 Junior 6～17才以上

対象年齢 Adult 18才

Sprott Shaw Language College

サレー校

セントラル駅から徒歩5分で利便性の高い学校です。タウンホー
ル駅やお洒落なカフェやレストランが多いサリーヒルズ、チャイナ
タウン、公園、郵便局、銀行、博物館、フードコートなど徒歩圏内で
す。生徒とスタッフの距離が近く、不安でいっぱいの留学生活をス
タートするには、アットホームでこじんまりとしたアクセスは断然
お勧めです！

対象年齢18才以上

Access Language Centre

シドニー校

長年に渡り培われた高いクオリティの英語教育、試験対策、英語資
格、進学準備英語コースなど幅広いコースの選択が可能です。コース
数が豊富にあり、希望するコースに合わせて履修することができ、ハイ
レベルの授業内容と親しみやすい家庭的な雰囲気をあわせもつ学校
で、 国際的にも評判の高い英語学校です。ジュニア、シニアの方向け
にもコースを開講しており、さまざまな年代層の方々が学んでいます。 

対象年齢18才以上

Dominion English Schools

オークランド校

※上記以外のスクールへの留学をご希望の方はお問い合わせください。

料金については、別紙料金表をご覧ください。

料金については、別紙料金表をご覧ください。料金については、別紙料金表をご覧ください。

料金については、別紙料金表をご覧ください。

School
Data

1/1・2・29、2/6、3/30、4/2・25、6/4、10/22、12/25・26
＊School Holidays分の授業振替はございません。また、上記School Holidaysは予告なく変更
になる場合がございますので、ご了承ください。

●コース：一般英会話、IELTS・ケンブリッジ試験対策、ビジネスコース、
ティーチャートレーニング ●時間/1レッスン：60分 ●滞在：ホームステ
イ ●クラスルーム：15～20室 ●1クラスの生徒数：8～12人 ●通学時
間：ホームステイ先からバス30～45分 ●主な設備：スタディセンター、

キッチン、PC、無料Wifi、フリーコーヒー・紅茶 ●一般英語ターム：1/8～3/16、3/19
～5/25、5/28～8/3、8/6～10/12,10/15～12/21

School
Data

1/1、2/12・19、3/30、4/2、5/21、7/2、8/6、9/3、10/8、11/12、12/24～2019/1/1
＊School Holidays分の授業振替はございません。また、上記School Holidaysは予告なく変更
になる場合がございますので、ご了承ください。

●コース：チルドレン・ジュニアESLプログラム・ESLプログラム・親子プ
ログラム ●時間/1レッスン：50分 ●滞在：ホームステイ・寮 ●クラス
ルーム数：10室 ●1クラスの生徒数：12～15人 ●通学時間：ホームス
テイ先から30～60分（ジュニアは家族の送迎20分程度）●主な設備:

コンピューターラボ・スチューデントラウンジ・自動販売機

School
Data

1/1・26、3/30、4/2・13・16・25、6/11、8/6、10/1、12/25・26
＊School Holidays分の授業振替はございません。また、上記School Holidaysは予告なく変更
になる場合がございますので、ご了承ください。

●コース：一般英会話、IELTS・ケンブリッジ試験対策、ビジネス英語 ●時
間/1レッスン：60分・120分 ●滞在：ホームステイ ●クラスルーム数：
22室 ●1クラスの生徒数：12人 ●通学時間：ホームステイ先から公共
交通機関で1時間以内（平均20～30分）●主な設備：PC20台（日本語

対 応 ）、電 子レンジ 、冷 蔵 庫 、バ ル コニ ー ● コース 開 始 日：1 / 2・2 9 、2 / 2 6 、
3/26,4/23、5/21、6/18、7/16、8/13、9/10、10/8、11/5、12/3・31＊コース開
始日から1～3週は入校可

School
Holidays

School
Holidays

School
Holidays

School
Holidays

School
Data

1/1、2/12、3/30、4/2、5/21、7/2、8/6、9/3、10/8、11/12、12/24～2019/1/1
＊School Holidays分の授業振替はございません。また、上記School Holidaysは予告なく変更
になる場合がございますので、ご了承ください。

●コース：フルタイムコース（25時間/週）、セミフルタイムコース（20
時間/週）、AMパートタイムコース（15時間/週）● 滞在:ホームステイ
● クラスルーム数:21室 ●１クラスの生徒数:平均10人（最高12人）
●通学時間：ホームステイ先から30～60分/2ゾーン内（公共交通機関/

電車・バス・フェリー利用）● 主な設備:インターネットアクセス・PC12台（日本語可/無
料Wifi）・スチューデントラウンジ・自習室 ● 日本人スタッフ駐在 ●コース開始日：月
曜日・スクールホリデーの場合火曜日

11 12
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13 14

ホームステイとは、他国の生活と文化に直接触れながら、日常会話に慣れ、英語を習得してもらうことが最大の目的です。互いの国の文化・
習慣・物の考え方の違いを実際に体験し、国際理解を深めることも語学習得には大切な要素です。積極的に行動し、家庭の雰囲気に溶け込
み、唯一の共通語である英語を使ってお互いのコミュニケーションを図りましょう。ネイティブスピーカーの彼らから学ぶことは、学校の授業
に負けないくらい多いでしょう。

身体的な問題（ペット等のアレルギー・足が悪いので遠くまで歩けない…等）は最優先されますが、他国の生活文化に触れ、交流を図り国際
理解を深めると言う観点からも、その他のリクエストについては引き受けを確約する事が難しい場合があります。

ホームステイ
Let’s enjoy homestay

寮・レジデンスいずれもいろいろなタイプがあり、学校・民間専門機関が運営する宿泊施設です。滞在する部屋はシングル、シェアルーム2
～3人部屋等があります。通常ベッド・机・いす・クローゼットがついています。バスルーム・トイレ・ランドリーは共同使用が多く、食事形態
は食事無し、朝・夕付等などがあります。

Good morning!! 朝食
はシリアル・トースト・紅
茶・コーヒー・ミルクなど
自分で用意して食べるの
も楽しい。薄くスライスし
たトーストが大好き!!

寮生活・レジデンス
Feel a residence life

BREAKFAST

ホストファミリーはどんな家庭？

大家族

ホームステイのリクエスト

Simon先生とそのご家族

にとても感謝しています。

自分のレベルに合った教え方で、ど

うしたらコミュニケーションを行える

か、いつもアドバイスしていただき

ました。英語をうまく話すことができ

ないのに、ご家族皆さん滞在中ずっ

と理解しようと努めて下さいました。

（MAKOTO　31才）

Voice

幅広い世代の人とコミュニケーションを取るチャンス!!

小家族（夫婦・親子等）

複数留学生受け入れ

ファミリーが少ない分、かかわりの深い滞在が期待できそう!!

他国からの参加者と交流を深めるチャンス!!
日本文化の紹介も出来るとコミュニケーションの範囲が広がりそう

7:00

ホストファミリーから学校まで
バスで40分。バスからの見慣れ
た景色は、現地の日常生活が
垣間見えます。

GO TO SCHOOL

8:00

初めは緊張してたけど、慣れると
いろいろ質問したくなる。フレン
ドリーな先生が丁寧に指導して
くれるのでレッスンが楽しい♥

LESSON

9:00

午前中の授業が終わるとクラスメー
トと学校のカフェでランチ。今日の授
業について話が弾んだ。

LUNCH

13:00

アフタースクールは、クラスメートと街に出て!! 
美術館めぐりやショッピングも楽しいけど、今
日はウエストエンドのシアターで映画鑑賞。
本場のスパイアクション映画に興奮気味。

FREE TIME

15:00

家族そろっての夕食。ワンプ
レートにハンバーガー・ソー
セージ・ポテトや野菜のサラ
ダが満載!!今日の出来事等
を話しながら。三人の子供た
ちとも大の仲良し。私の英会
話のグッドな先生たちです。 

DINNER

18:30

今日、間違いを指摘された
ところもしっかり復習した
のでもう大丈夫。予習もで
きたし、明日の準備は万端。

PREPARATION
& REVIEW

20:00

お湯はとても貴重!!  シャ
ワー利用時間は10分と決
められていて、最初は戸惑
ったけど、今では効率よく使
うコツをつかめてシャワー
タイムを楽しんでいます。

BATH TIME

21:30

SNSチェック完了。ブログ書き
込みも終わり。明日の放課後は
クラスメートと美術館に行く約
束もできたし、そろそろ就寝。

LIGHTS OFF

23:30

ENGLISH FOR LIFE

R

Welcome滞在スタイル

シェーンで学んだ英語を海外で実践し、ネイティブの英語に触れ、英語力の向上を図るプログラムです。 

同時に、世界中から参加する同年代の生徒たちとの交流で、いろいろな国の文化体験をして世界に視野を広げる事、

将来の国際人として、留学体験を通してボーダレスな思考を育成していく事も大きな目的です。

シェーンのジュニア留学（春・夏・冬）

STUDY ABROAD企画プログラム

New York Study Tour

ニューヨーク短期語学研修
Spring Camp in Perth 

現地校授業体験＆ホームステイ

Junior Vacation Course Egham Royal Holloway University of London

ジュニアバケーションコース エガム ロイヤルホロウェイ ユニバーシティ オヴ ロンドン

Junior Vacation Course Cambridge
ジュニアバケーションコース ケンブリッジ
ステューディオ ケンブリッジ校

Junior Vacation Course Los Angeles UCLA
ジュニアバケーションコース ロサンゼルス
カリフォルニア大学 ロサンゼルス校

● 日程：3/24(土)～4/1(日）

● 日程：7/23（月）～8/14（火）
● 最少催行：12人

最少催行：15人　滞在先：ホームステイ  
留学先：パース 小・中・高校

対象年齢
10～17才

9日間

対象年齢
13～18才

対象年齢
10～17才

対象年齢
14～17才

対象年齢
13～17才

● 日程：3/26(月)～4/2(月）

最少催行：10人　滞在先：ホテル
留学先：アイテラス
　　　　インターナショナルNY校

8日間

● 日程：8/5（日）～8/20（月）

最少催行：10人　滞在先：寮 1～3名
留学先：ステューディオ ケンブリッジ校

16日間

Merry Christmas & Happy New Year in Canada

カナダでクリスマスと新年を！
対象

中・高校生

● 日程：12/22（土）～1/2（水）

最少催行：10人　滞在先：ホームステイ
留学先：バンクーバー校

12日間

● 日程：7/29（日）～8/12（日）

最少催行：10人　滞在先：寮 2～3名
留学先：カリフォルニア大学 ロサンゼルス校

15日間

23日間

16日間

A

● 日程：7/30（月）～8/14（火）
● 最少催行：12人

滞在先：寮 1-2名
留学先：ロイヤルホロウェイ ロンドン大学

B

ホストファミリーは登録家庭としての基準を満たし、学校や専門機関によって厳選されたファミリーです。常時外国からの留学生を受け入れ
ており、外国人学生に好意的で、皆さんの留学生活に対して身近な良き理解者であるよう努めています。家族構成はさまざまです。ファミリー
とのマッチングは学校や専門機関が行います。

留学生活 One Day Story

プログラムの内容は変更される場合があります。
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大家族

ホームステイのリクエスト

Simon先生とそのご家族

にとても感謝しています。

自分のレベルに合った教え方で、ど

うしたらコミュニケーションを行える

か、いつもアドバイスしていただき

ました。英語をうまく話すことができ

ないのに、ご家族皆さん滞在中ずっ

と理解しようと努めて下さいました。

（MAKOTO　31才）

Voice

幅広い世代の人とコミュニケーションを取るチャンス!!

小家族（夫婦・親子等）

複数留学生受け入れ

ファミリーが少ない分、かかわりの深い滞在が期待できそう!!

他国からの参加者と交流を深めるチャンス!!
日本文化の紹介も出来るとコミュニケーションの範囲が広がりそう

7:00

ホストファミリーから学校まで
バスで40分。バスからの見慣れ
た景色は、現地の日常生活が
垣間見えます。

GO TO SCHOOL

8:00

初めは緊張してたけど、慣れると
いろいろ質問したくなる。フレン
ドリーな先生が丁寧に指導して
くれるのでレッスンが楽しい♥

LESSON

9:00

午前中の授業が終わるとクラスメー
トと学校のカフェでランチ。今日の授
業について話が弾んだ。

LUNCH

13:00

アフタースクールは、クラスメートと街に出て!! 
美術館めぐりやショッピングも楽しいけど、今
日はウエストエンドのシアターで映画鑑賞。
本場のスパイアクション映画に興奮気味。

FREE TIME

15:00

家族そろっての夕食。ワンプ
レートにハンバーガー・ソー
セージ・ポテトや野菜のサラ
ダが満載!!今日の出来事等
を話しながら。三人の子供た
ちとも大の仲良し。私の英会
話のグッドな先生たちです。 

DINNER

18:30

今日、間違いを指摘された
ところもしっかり復習した
のでもう大丈夫。予習もで
きたし、明日の準備は万端。

PREPARATION
& REVIEW

20:00

お湯はとても貴重!!  シャ
ワー利用時間は10分と決
められていて、最初は戸惑
ったけど、今では効率よく使
うコツをつかめてシャワー
タイムを楽しんでいます。

BATH TIME

21:30

SNSチェック完了。ブログ書き
込みも終わり。明日の放課後は
クラスメートと美術館に行く約
束もできたし、そろそろ就寝。

LIGHTS OFF

23:30

ENGLISH FOR LIFE

R

Welcome滞在スタイル

シェーンで学んだ英語を海外で実践し、ネイティブの英語に触れ、英語力の向上を図るプログラムです。 

同時に、世界中から参加する同年代の生徒たちとの交流で、いろいろな国の文化体験をして世界に視野を広げる事、

将来の国際人として、留学体験を通してボーダレスな思考を育成していく事も大きな目的です。

シェーンのジュニア留学（春・夏・冬）

STUDY ABROAD企画プログラム

New York Study Tour

ニューヨーク短期語学研修
Spring Camp in Perth 

現地校授業体験＆ホームステイ

Junior Vacation Course Egham Royal Holloway University of London

ジュニアバケーションコース エガム ロイヤルホロウェイ ユニバーシティ オヴ ロンドン

Junior Vacation Course Cambridge
ジュニアバケーションコース ケンブリッジ
ステューディオ ケンブリッジ校

Junior Vacation Course Los Angeles UCLA
ジュニアバケーションコース ロサンゼルス
カリフォルニア大学 ロサンゼルス校

● 日程：3/24(土)～4/1(日）

● 日程：7/23（月）～8/14（火）
● 最少催行：12人

最少催行：15人　滞在先：ホームステイ  
留学先：パース 小・中・高校

対象年齢
10～17才

9日間

対象年齢
13～18才

対象年齢
10～17才

対象年齢
14～17才

対象年齢
13～17才

● 日程：3/26(月)～4/2(月）

最少催行：10人　滞在先：ホテル
留学先：アイテラス
　　　　インターナショナルNY校

8日間

● 日程：8/5（日）～8/20（月）

最少催行：10人　滞在先：寮 1～3名
留学先：ステューディオ ケンブリッジ校

16日間

Merry Christmas & Happy New Year in Canada

カナダでクリスマスと新年を！
対象

中・高校生

● 日程：12/22（土）～1/2（水）

最少催行：10人　滞在先：ホームステイ
留学先：バンクーバー校

12日間

● 日程：7/29（日）～8/12（日）

最少催行：10人　滞在先：寮 2～3名
留学先：カリフォルニア大学 ロサンゼルス校

15日間

23日間

16日間

A

● 日程：7/30（月）～8/14（火）
● 最少催行：12人

滞在先：寮 1-2名
留学先：ロイヤルホロウェイ ロンドン大学

B

ホストファミリーは登録家庭としての基準を満たし、学校や専門機関によって厳選されたファミリーです。常時外国からの留学生を受け入れ
ており、外国人学生に好意的で、皆さんの留学生活に対して身近な良き理解者であるよう努めています。家族構成はさまざまです。ファミリー
とのマッチングは学校や専門機関が行います。

留学生活 One Day Story

プログラムの内容は変更される場合があります。



FAQ
ホームステイ

その他滞在先

ビザ

空港送迎

その他

現地校、あるいは現地校が提携しているホームステイ斡旋エージェンシーのスタッフが、留学生受け入れ希望の各家庭を訪問
し、条件の整った一般家庭を登録ホストファミリーとします。

ホームステイ家庭の選考方法は？

生活スタイル、環境、国民性、コミュニケーションの手段である言葉が違います。色々な点で戸惑う事が多いでしょう。問題はあって当たり
前ですが、その問題も解決しなければ、不満につながります。異文化の中で語学留学を成功させるためには、問題は小さいうちにホーム
ステイ先や現地校の担当と相談して解決してください。どうしても解決できない問題が発生した場合、滞在先を変更することもあります。
新しい家庭の手配に１週間程度を要します（変更手数料、必要経費などが発生する場合があります）。

少額ですが、金銭を受領し、部屋と食事を提供する宿泊施設です。滞在先には１人から複数の滞在者がいる家庭があります。食
事は、ゲストだけで摂る家庭、家族と一緒に摂る家庭とさまざまです。日本での宿泊形態として一番近いのは、民宿･ペンションな
どを想定いただくとご理解いただけます。

一般的に朝食は、コーンフレークかトーストが用意され、セルフサービスが多いです。夕食は、ホームステイ先によりますがワンプレートに主
菜、副菜などを盛り提供されます。ベジタリアンの方は、ベジタリアン食の用意ができるホームステイ先をご案内いたします。昼食が付く場合は

お弁当になります。自分で作る場合もあり、ホストファミリーによって異なります。

インターネットやE-mailの使用は、ホームステイ先の電気代や電話代を使う事になりますので費用を請求する家庭もあります。インターネット
が利用できないステイ先もありますので事前のご相談が必要です。現地校には、留学生が無料で使えるコンピューターが常設されております。

ロンドンでの宿泊形態は、ホームステイ、スチューデントハウス、レジデンスなどです。一般のアパートの手配はしておりません。初め
の４週間程度を上記宿泊施設で滞在していただき、その間に現地で情報を得て、ご自分でお探しいただく事をおすすめします。

日本国内の各国大使館（あるいは代行エージェンシー）に申請し、発給してもらいます。国によってビザの必要な滞在期間は異な
ります。事前にご相談の上、申請される事をおすすめいたします。

現地校によって異なりますが、基本的に、提携タクシー会社ドライバーが送迎いたします。ドライバーは生徒の名前を書いたサ

インシートを持って、空港のミーティングポイントでお待ちします。送迎費用にはチップも含まれています。

事故・病気の場合、ホストファミリー、現地校のスタッフにご相談ください。できるだけ日本人または日本語が話せる人がいる医療
センターをご紹介いたします。不慮の事故･病気･怪我の対応のために、必ず海外旅行保険にご加入いただく事をお願いします。

イギリス（ビザの種類による）、アメリカ、カナダ・・・アルバイトは認められません。
オーストラリア･ニュージーランド・・・学生ビザ取得者は、現地で申請すれば規定時間内のアルバイトが可能です。

ビザの種類や渡航内容で申請条件が異なり、慎重な対応が必要ですので、提携しているビザ申請代行専門会社をご案内いたします。

留学目的の生徒への宿泊施設提供ですので、ホームステイのみの手配はいたしません。

Q:イギリスに１年間の長期留学で最初の３ヵ月はホームステイ、後は寮滞在を希望です。現地で
　  ホームステイを続けたくなった場合、継続する事は可能でしょうか？

A : 可能ですが、既に次の生徒が契約をしている場合などもあるので、確実な保証はできません。ホス
　 トファミリーの判断決定によります（変更手数料、必要経費などが発生します）。

A:現地校にご相談ください。寮の空き状況を確認後、手配は1週間程度有します。（変更手数料、
　 必要経費が発生します）。

Q:3ヵ月のホームステイでしたが、１ヵ月経過し、堅苦しさを感じて、寮に変更した
　  いのですが可能でしょうか？

現地校がホームステイ先を決定します。リクエストがある場合、現地と相談しますが、繁忙期など希望通りのホームステイ先をご
案内できない場合もございます。

可能ですが、時期によっては満室の場合もあります。期間は１ヵ月単位での手配となります。

デポジット（保証金）は、アパート、寮の退出時にダメージがなければ返金されます。

ホームステイ先は選べるの？

ビザの取得と方法は？

ビザの代行手続きは？

事故、病気になった場合の対応は？

留学期間中のアルバイト

ホームステイ先の変更は可能?

受け入れ家庭はボランティア？

 ホームステイだけ申し込みは可能？

ホームステイ先の食事は？

ノートパソコンはステイ先で使用可能？

ホノルルの短期留学コンドミニアム滞在は可能？

ロンドンへの個人留学で
アパート滞在は可能？

ホノルル１ヵ月の個人留学で、アパート/
寮滞在の場合、デポジットの返金は？

英語コース

コース料金は基本的に返金いたしませんので時間数の多いコースから少ない時間数に変更しても差額は返金できません。授業
時間を増やす事は可能です。現地で追加分をお支払いください。少ない時間数で申し込みいただき、自信がついた段階で時間
数を増やされる事をおすすめします。

毎週月曜日が入学日となります（ハワイは4週間/1セッション）。詳細は各スクール情報をご確認ください。

現地校は休みです。その場合、振替レッスン、返金はありません。また、現地校によっては、祝日以外にもスクールホリデーを設定
いたしております（各スクール情報を参照ください）。この場合も祝日と同様です。

一般英語コース週20時間を
週15時間へ 変更可能？

祝祭日・スクールホリデーの
レッスンは？

個人留学の入学時期は？

キャンセル料

留学を取消した場合の申込金は？

天災、地変、戦争、暴動、ストライキなどの事態発生で留学をキャンセルされた場合は、原則免責事項となりますので返金はでき
ませんが、可能な限り、状況に応じてフレキシブルに対応します。

当社の取消料の規定によります。詳細は、P17を参照ください。

戦争やテロの影響で現地に
行けない場合の返金は？

初めての語学留学で1人では少し心細い。通常の英語圏への留学は何回も経験済みだけど…という方にご案内するプログラムです。

レッスンとアクティビティ・世界遺産を訪ねる日帰り旅行などもパッケージされており、添乗員も同行する語学研修です。

シェーンの大人の語学研修（春・秋）

Sydney College of English

オーストラリア シドニー
対象年齢
18才～

● 日程：3/10(土)～3/18(日) 9日間

Emerald Cultural Institute

アイルランド ダブリン
対象年齢
18才～

● 日程：9/2(日)～9/11(火) 10日間

IELS Malta

マルタ スリーマ
対象年齢
18才～

● 日程：11/10(土)～11/20(火)

大自然の魅力あふれるオーストラリア最大の
国際都市シドニーで英語研修とホームステ
イ。オペラハウスとブルーマウンテンズ、2つ
の世界遺産観光付き。

ヨーロッパ北西部、自然豊かな国アイルランド
の首都ダブリンで英語研修とホームステイ。
英国北アイルランドのベルファストと世界遺
産ジャイアンツコーズウエイへの日帰り旅行
付き。

地中海の自然と世界遺産に囲まれたマルタで
英語研修。滞在はレジデンスのシングル利用。
マルタの人気スポット首都ヴァレッタ・古都イ
ムディーナ・マルタ島最大の漁村マルサシュ
ロック等を観光。

11日間

最少催行：10人　滞在先：ホームステイ
留学先：Sydney College of English      

最少催行：10人　滞在先：レジデンス（1名1室）
留学先：IELS Malta

最少催行：10人　滞在先：ホームステイ
留学先：Emerald Cultural Institute

プログラムの内容は変更される場合があります。
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FAQ
ホームステイ

その他滞在先

ビザ

空港送迎

その他

現地校、あるいは現地校が提携しているホームステイ斡旋エージェンシーのスタッフが、留学生受け入れ希望の各家庭を訪問
し、条件の整った一般家庭を登録ホストファミリーとします。

ホームステイ家庭の選考方法は？

生活スタイル、環境、国民性、コミュニケーションの手段である言葉が違います。色々な点で戸惑う事が多いでしょう。問題はあって当たり
前ですが、その問題も解決しなければ、不満につながります。異文化の中で語学留学を成功させるためには、問題は小さいうちにホーム
ステイ先や現地校の担当と相談して解決してください。どうしても解決できない問題が発生した場合、滞在先を変更することもあります。
新しい家庭の手配に１週間程度を要します（変更手数料、必要経費などが発生する場合があります）。

少額ですが、金銭を受領し、部屋と食事を提供する宿泊施設です。滞在先には１人から複数の滞在者がいる家庭があります。食
事は、ゲストだけで摂る家庭、家族と一緒に摂る家庭とさまざまです。日本での宿泊形態として一番近いのは、民宿･ペンションな
どを想定いただくとご理解いただけます。

一般的に朝食は、コーンフレークかトーストが用意され、セルフサービスが多いです。夕食は、ホームステイ先によりますがワンプレートに主
菜、副菜などを盛り提供されます。ベジタリアンの方は、ベジタリアン食の用意ができるホームステイ先をご案内いたします。昼食が付く場合は

お弁当になります。自分で作る場合もあり、ホストファミリーによって異なります。

インターネットやE-mailの使用は、ホームステイ先の電気代や電話代を使う事になりますので費用を請求する家庭もあります。インターネット
が利用できないステイ先もありますので事前のご相談が必要です。現地校には、留学生が無料で使えるコンピューターが常設されております。

ロンドンでの宿泊形態は、ホームステイ、スチューデントハウス、レジデンスなどです。一般のアパートの手配はしておりません。初め
の４週間程度を上記宿泊施設で滞在していただき、その間に現地で情報を得て、ご自分でお探しいただく事をおすすめします。

日本国内の各国大使館（あるいは代行エージェンシー）に申請し、発給してもらいます。国によってビザの必要な滞在期間は異な
ります。事前にご相談の上、申請される事をおすすめいたします。

現地校によって異なりますが、基本的に、提携タクシー会社ドライバーが送迎いたします。ドライバーは生徒の名前を書いたサ

インシートを持って、空港のミーティングポイントでお待ちします。送迎費用にはチップも含まれています。

事故・病気の場合、ホストファミリー、現地校のスタッフにご相談ください。できるだけ日本人または日本語が話せる人がいる医療
センターをご紹介いたします。不慮の事故･病気･怪我の対応のために、必ず海外旅行保険にご加入いただく事をお願いします。

イギリス（ビザの種類による）、アメリカ、カナダ・・・アルバイトは認められません。
オーストラリア･ニュージーランド・・・学生ビザ取得者は、現地で申請すれば規定時間内のアルバイトが可能です。

ビザの種類や渡航内容で申請条件が異なり、慎重な対応が必要ですので、提携しているビザ申請代行専門会社をご案内いたします。

留学目的の生徒への宿泊施設提供ですので、ホームステイのみの手配はいたしません。

Q:イギリスに１年間の長期留学で最初の３ヵ月はホームステイ、後は寮滞在を希望です。現地で
　  ホームステイを続けたくなった場合、継続する事は可能でしょうか？

A : 可能ですが、既に次の生徒が契約をしている場合などもあるので、確実な保証はできません。ホス
　 トファミリーの判断決定によります（変更手数料、必要経費などが発生します）。

A:現地校にご相談ください。寮の空き状況を確認後、手配は1週間程度有します。（変更手数料、
　 必要経費が発生します）。

Q:3ヵ月のホームステイでしたが、１ヵ月経過し、堅苦しさを感じて、寮に変更した
　  いのですが可能でしょうか？

現地校がホームステイ先を決定します。リクエストがある場合、現地と相談しますが、繁忙期など希望通りのホームステイ先をご
案内できない場合もございます。

可能ですが、時期によっては満室の場合もあります。期間は１ヵ月単位での手配となります。

デポジット（保証金）は、アパート、寮の退出時にダメージがなければ返金されます。

ホームステイ先は選べるの？

ビザの取得と方法は？

ビザの代行手続きは？

事故、病気になった場合の対応は？

留学期間中のアルバイト

ホームステイ先の変更は可能?

受け入れ家庭はボランティア？

 ホームステイだけ申し込みは可能？

ホームステイ先の食事は？

ノートパソコンはステイ先で使用可能？

ホノルルの短期留学コンドミニアム滞在は可能？

ロンドンへの個人留学で
アパート滞在は可能？

ホノルル１ヵ月の個人留学で、アパート/
寮滞在の場合、デポジットの返金は？

英語コース

コース料金は基本的に返金いたしませんので時間数の多いコースから少ない時間数に変更しても差額は返金できません。授業
時間を増やす事は可能です。現地で追加分をお支払いください。少ない時間数で申し込みいただき、自信がついた段階で時間
数を増やされる事をおすすめします。

毎週月曜日が入学日となります（ハワイは4週間/1セッション）。詳細は各スクール情報をご確認ください。

現地校は休みです。その場合、振替レッスン、返金はありません。また、現地校によっては、祝日以外にもスクールホリデーを設定
いたしております（各スクール情報を参照ください）。この場合も祝日と同様です。

一般英語コース週20時間を
週15時間へ 変更可能？

祝祭日・スクールホリデーの
レッスンは？

個人留学の入学時期は？

キャンセル料

留学を取消した場合の申込金は？

天災、地変、戦争、暴動、ストライキなどの事態発生で留学をキャンセルされた場合は、原則免責事項となりますので返金はでき
ませんが、可能な限り、状況に応じてフレキシブルに対応します。

当社の取消料の規定によります。詳細は、P17を参照ください。

戦争やテロの影響で現地に
行けない場合の返金は？

初めての語学留学で1人では少し心細い。通常の英語圏への留学は何回も経験済みだけど…という方にご案内するプログラムです。

レッスンとアクティビティ・世界遺産を訪ねる日帰り旅行などもパッケージされており、添乗員も同行する語学研修です。

シェーンの大人の語学研修（春・秋）

Sydney College of English

オーストラリア シドニー
対象年齢
18才～

● 日程：3/10(土)～3/18(日) 9日間

Emerald Cultural Institute

アイルランド ダブリン
対象年齢
18才～

● 日程：9/2(日)～9/11(火) 10日間

IELS Malta

マルタ スリーマ
対象年齢
18才～

● 日程：11/10(土)～11/20(火)

大自然の魅力あふれるオーストラリア最大の
国際都市シドニーで英語研修とホームステ
イ。オペラハウスとブルーマウンテンズ、2つ
の世界遺産観光付き。

ヨーロッパ北西部、自然豊かな国アイルランド
の首都ダブリンで英語研修とホームステイ。
英国北アイルランドのベルファストと世界遺
産ジャイアンツコーズウエイへの日帰り旅行
付き。

地中海の自然と世界遺産に囲まれたマルタで
英語研修。滞在はレジデンスのシングル利用。
マルタの人気スポット首都ヴァレッタ・古都イ
ムディーナ・マルタ島最大の漁村マルサシュ
ロック等を観光。

11日間

最少催行：10人　滞在先：ホームステイ
留学先：Sydney College of English      

最少催行：10人　滞在先：レジデンス（1名1室）
留学先：IELS Malta

最少催行：10人　滞在先：ホームステイ
留学先：Emerald Cultural Institute

プログラムの内容は変更される場合があります。
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語学研修プログラム参加条件 ●お申込み前にお読みください。

このパンフレットでご紹介する研修へのお申込みは以下の条件でお受けします。 シェーン留学センターでは、皆様の留学を
あらゆる面でお手伝いしています。

申込金のご入金、提出書類の確認をもって契約成立となります。

1. 国際交流センター研修申込書
2. パスポートのコピー（写真ページ）

提出書類

〒160-0023
東京都新宿区西新宿1-24-1 エステック情報ビルB2
株式会社 国際交流センター
シェーン留学センター  宛
TEL：0120-951-571  FAX：03-6304-5104

〈書類送付先〉

①カウンセリング：出発の３ヵ月前
②申し込み：出発の２ヵ月前

余裕を持って準備していただくために、
下記カウンセリング･申し込み時期を目安にお考えください。

三菱東京UFJ銀行　高田馬場支店
普通口座 1131154
口座名 株式会社 国際交流センター

〈お振込み先〉

申込金（留学手続料）

申込金の請求書は発行いたしません。

申込方法のご案内

短期語学研修も長期留学も、格安航空券（要発券手数料）を手配いたします。

エクスコムグローバルへ申し込みいただくと、
シェーン留学センター特別割引で利用いただけます。

海外レンタル携帯電話

あなたの留学プランに合わせて、申し込みの手続きをいたします。AIG損害保険会社

航空券手配

国際電話

海外旅行保険

シェーン留学センター・企画プログラムの LINE UP

ADULT

JUNIOR

シェーン留学センターでは、皆様の留学を
あらゆる面でお手伝いしています。
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に件条み込申るす載記にここはムラグロプ修研学語　 ⑴
基づき、株式会社国際交流センター（観光庁長官登録
旅行業第 1148号、以下「当社」といいます）が申込者の
希望する受入機関への入学申込手続きの代行、出発に
あたっての情報提供などを行うものであり、課程修了・
資格取得などを保証するものではありません。受入機
関での研修内容は各教育機関が独自に企画・運営・提
供するもので、当社が自ら研修に関するサービスの提
供を行うものではありません。

たっ沿にれそ、しい伺おを望要の者加参は修研のこ　 ⑵
サービスの手配を引き受ける「手配旅行」です。あらか
じめ旅行内容等が決められている「募集型企画旅行」で
はありません。

の下以はスビーサるす供提が社当でムラグロプのこ　 ⑶
通りです。

書願学入、せ寄取の書願学入：行代き続手み込申学入 ■
の作成、入学希望校への書類の送付および研修費用の
送金、入学許可証（またはそれに代わるもの）の取り寄
せを行います。

・イテスムーホたせわ合に間期修研：行代のき続手泊宿 ■
学生宿舎・ゲストハウス・ホテル等の申込み手続きを
行います。ただし受入学校が宿泊施設を持たない場合、
または宿泊施設紹介を行わない場合は、原則として宿
泊手続きは行いません。

おてっもを裕余に前発出けだるきで、は定決の先在滞 　
知らせするように受入校に依頼しますが、お申込の時
期によって、また受入校の事情により、直前になる場
合もあります。

し内案を法方請申の等証査・券旅：内案のき続手航渡 ■
ます。旅券・査証等の取得はご本人で行っていただき
ます。

のらか本日のでま着到校入受：配手行旅の等関機通交 ■
航空便、送迎等の交通機関の手配を希望に応じ、別途
契約として申し受けます。

よを件条込申ムラグロプ当、しと的目の航渡を学留　 ⑴
く理解し、受入国の法令および規則を遵守できる心身
共に健全な人。

⑵　20才未満の方は保護者の同意が必要です。
現、方の婦産妊、方のち持おを患疾性慢、方の齢高　 ⑶

在健康を損なうか、身体の不自由な方で特別な配慮を必
要とする方はその旨を事前にお申し出ください。可能か
つ合理的範囲内でこれに応じます。尚、この場合医師の
診断書を提出していただくことがあります。状況に応じ
て介護者や同伴者の同行を条件とさせていただくか、ま
たは場合によってはお断りする場合があります。

合場るすり断おをみ込申おりよに由事の記下は社当　 ⑷
があります。

■申込者が未成年で、親権者の同意がない場合。
ま期時学留はいるあ限期み込申のへ関機入受るす望希 ■

でに留学手続きが完了できる見通しがつかない場合。
るすを為行るす反に俗良序公、令法の国入受が者込申 ■

恐れがある、または受入校の研修の円滑な実施に支障
をきたす恐れがあると当社が判断した時。

暴、者係関団力暴、員成構準団力暴、員団力暴が様客お ■
力団関係企業又は総会屋等その他の反社会勢力であると
判明した場合は、ご参加をお断りする場合があります。

■希望校から入学が許可されなかった場合。
■その他、当社の業務上の都合があるとき。

お申込みの際には申込書の提出と、申込金（手続き料金）
をお支払い頂きます。お申込みの成立は当社がお申込書
と申込金を受領した時点とします。

入学の許可がおりた時点で、現地留学費用、および航空
券代金等の旅行手続き諸費用の合計の請求書を発行しま
す。指定された期日までにお支払いください。
当社は出発日の 90日前までは、申込者に授業料等（制度
上期日が定められているビザの発行等に係わる場合を除
く）のお支払いを請求しておりません。

参加者の都合でお申込後に同じ主催学校の他コースに変
更をされる場合、またはコース開始日を変更する場合は
下記の変更料を申し受けます。その際、変更前のコース
に関わる取消の実費が学校から請求される場合は、別途
加算されます。

変更日 変更料
お申込み後から８日以内（但し申込みが渡航日
の出発日の前日からさかのぼって30日前（ピー
ク時は40日前）以降の場合は除く）

無料

ご出発または受入日の前日より起算してさかの
ぼって31日前まで 10,800円＋実費

ご出発または受入日の前日より起算してさかの
ぼって30日前以降15日前まで 21,600円＋実費

ご出発または受入日の前日より起算してさかの
ぼって14日目以降前日まで 32,400円＋実費

受入日の14日前以降 原則として取消しと
同じ取り扱い

※「ピーク時」とは、12月20日から1月7日まで、4月27日から5月6日まで
及び7月20日から8月31日までをいいます。

1.旅行開始前
Ａ）お客様による取消

　 ⑴ お客様は、契約を締結した日より起算して8 日目まで
は、取消手続料金を支払うことなく、旅行契約を解除す
ることが出来ます。

　 但しお申込みがご出発日の30日前（旅行開始日が4/27-
5/6、7/20-8/31、12/20-1/7にあっては40日前）以降
の場合、取消料をいただきます。
　 ⑵ お客様は次の料金をお支払いいただくことにより、
いつでも旅行契約の全部または一部を解除することが
できます。契約解除のお申し出は、当社の営業時間内
に、書面にてお受けいたします。当社が書面を受け取っ
た時点で正式のお取消として取り扱います。

取消日 取消料
申込み後から８日以内（但し申込が出発日ま
たは受入日の前日からさかのぼって30日前
（ピーク時は40日前）以降の場合は除く）

無料

お申込み９日目以降、出発日または受入
日31日前まで

手続き料金（申込金）
＋取消料実費

出発日または受入日30日前以降、出発日
または受入日15日前まで

手続き料金（申込金）
＋旅行費用の20％

出発日または受入日14日前以降、出発日
または受入日7日前まで

手続き料金（申込金）
＋旅行費用の50％

出発日または受入日6日前以降、出発日ま
たは受入日1日前まで

手続き料金（申込金）
＋旅行費用の75％

出発日または受入日当日以降及び無連絡
不参加

手続き料金（申込金）
＋旅行費用の100％

注）上記規定の該当日が当社休業日にあたる場合は、その直前の営業日が該
当日となります。なお、営業時間以降の取消は翌営業日の届出とみなしま
す。受入開始当日以降、研修期間の短縮や取消しは、原則として払戻しを
一切いたしません。しかし特別な事情により、研修先からの返金が得られ
た場合には、研修機関からの返金が確認された後、正式申込日の当社社内
レートにて換算し、日本円で返金をいたします。返金に伴う手数料（振込手
数料・送金手数料）はお申込者の負担となります。

　 ⑶ 当社の責に帰すべき理由により旅行サービスの手配
が不可能になった時は、お客様は旅行契約を解除する
ことができます。このときは、当社は、お客様がすでに
受けた旅行サービスの対価として旅行サービス提供機
関に支払う費用を差し引いて払い戻しいたします。

Ｂ）当社からの解除
　 ⑴ 当社は下記の場合において契約を解除させていただ
く場合があります。このときは、お客様に次の料金をお
支払いいただきます。

① お客様がすでに受けた旅行サービスの対価、または未
だ提供を受けていない旅行サービスにかかわる取消
料、違約料等の名目で旅行サービス提供機関に支払う
費用（すでに航空券を発券している場合の払戻手数料
を含みます。）

②手続き料金（申込金）
（ア） お客様が当社に規定する期日までに旅行代金を支

払われないとき
（イ） お客様が虚偽の申告をしたとき
（ウ） 病気その他の事由によりお客様がプログラムを続

行できないと判断したとき
（エ） お客様又はその関係者が、他のお客様に迷惑を及

ぼし、若しくはプログラムの円滑な運営を妨げたと
き又はその可能性が極めて高いとき

（オ） 天災地変、戦乱又は暴動、運輸機関等の事故又は争
議行為、官公庁の命令その他事業者の責に帰さない
事由により、プログラムの実施が不可能になり、又は
不可能になる可能性が極めて高いと判断したとき

（カ） お客様が定められた期日までにプログラムへの参
加に必要な書類を送付しなかったとき

（キ） お客様が長期にわたり連絡不能又は所在不明とな
ったとき

（ク） お客様が暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的
勢力であると判明した場合や、当社に対して暴力的
又は不当な要求行為、脅迫的な言動や暴力を用いる
行為などを行った場合、また風説を流布し、偽計や威
力を用いて当社の信用を棄損又は業務を妨害する行
為などを行ったとき

　 ⑵ お客様が旅行代金をお支払い済みで払い戻しがある
場合は、日本円で返金いたしますが返金に伴う振込み
手数料・送料などはお客様のご負担となります。返金
は、正式申込日に旅行代金を算出した当社レートにて
清算し、旅行サービス提供機関からの返金確認日の翌
月末払いとなります。返金に伴う手数料（振込手数料・
送金手数料）はお申込者の負担となります。
2.旅行開始後
　旅行開始後のお客様のご都合による期間短縮、取消は
いかなる理由による場合でも権利放棄とみなし払い戻し
は一切致しません。但し、当社に学校や滞在先などの取消
規定による返金がある場合は、手数料を差し引き返金い
たします。返金額は正式申込日の当社所定レートにて換
算し、日本円にて返金いたします。その際の送金手数料は
申込者負担となります。お申込者にお支払いいただいた
金額に関係なく、学校よりあった返金分から手数料を差
し引いた金額を返金いたします。

　次のような場合には責任を負いません。
及きとるいてし達に員定がスーコの望希ごの様客お　 ⑴

び滞在施設の制限事由により入学が許可されないとき。
レるめ求の側関機修研が績成校学ので本日の様客お　 ⑵

ベルに達していない為に入学が許可されないとき。
可許学入、りよに情事の側関機営運はたま情事信通　 ⑶

証等の入学関係書類が期日までに届かず、出発できな
かった場合。

わろそにでま日期が類書出提、りよに合都の様客お　 ⑷
なかったとき。

研にびらな関機送運・泊宿、動暴、乱戦、変地災天　 ⑸
修機関等における争議行為、自由行動中の事故、盗難、
陸海空における不慮の事故、その他不可抗力の事由によ
り生じた損害。

きで得取が証査、券旅りよに由事な的人個の様客お　 ⑹
なかったり、入国が拒否された場合。

だたいてし動行ていおに任責の人個様客おは後航渡　 ⑺
きます。お客様の故意、過失、受入国の法令・公序良俗
もしくは受入校・滞在先の公序良俗などに違反し他行為
により生じた責任・損害等は全てお客様個人の責任とな
ります。よって、現地での学校生活、個人生活、及びそ
の滞在中の事故などについて当社は一切の責任を負う
ものではありません。また、それらの行為により当社が
損害を受けた場合は、当社はお客様からの損害の賠償を
申し受けます。

⑴　当社はいかなる場合も研修の再実施はしません。
⑵　契約はこの参加条件とご旅行条件（手配旅行の部）及

び当社手配旅行契約約款によります。

個人情報について
　 ⑴ 当社は研修申込みの際に提出された個人情報（氏名、
住所、電話番号、メールアドレスなど）については、参加
者との連絡に利用させていただく他、申込みいただい
た研修における現地受入機関・運送・宿泊等のサービ
ス手配のための手続きに必要な範囲内で利用させてい
ただきます。この他では研修参加後のご意見や感想の
提供のお願い、アンケートのお願い、統計資料の作成な
どに、お客様の個人情報を利用させていただくことが
あります。

⑵　個人情報の共同利用
　 当社は、当社のグループ企業（注）において、個人情報を

共同して利用いたします。
を.b記下、はてしまきつに細詳の業企プールグ社当 ）注（　

ご覧ください。
　a.共同利用する個人情報の項目

本人氏名、保護者氏名、住所、電話番号、ファックス番
号、メールアドレス、生年月日、性別、在学校、志望校、
申込情報、成績情報等

　b.共同利用する者の範囲
当社グループ企業（Z会グループ企業、栄光グループ企
業および関連企業）

　c.共同利用について責任を有する者の氏名又は名称
株式会社栄光

　d.取得方法
Web・郵送・対面等により、本人から直接書面によって取
得電話等で、本人から直接書面によらない取得
また、次のHPに共同利用している当社グループ企業を掲載
しております。
http://www.zkai.co.jp/home/info/policy_group.html



語学研修プログラム参加条件 ●お申込み前にお読みください。

このパンフレットでご紹介する研修へのお申込みは以下の条件でお受けします。 シェーン留学センターでは、皆様の留学を
あらゆる面でお手伝いしています。

申込金のご入金、提出書類の確認をもって契約成立となります。

1. 国際交流センター研修申込書
2. パスポートのコピー（写真ページ）

提出書類

〒160-0023
東京都新宿区西新宿1-24-1 エステック情報ビルB2
株式会社 国際交流センター
シェーン留学センター  宛
TEL：0120-951-571  FAX：03-6304-5104

〈書類送付先〉

①カウンセリング：出発の３ヵ月前
②申し込み：出発の２ヵ月前

余裕を持って準備していただくために、
下記カウンセリング･申し込み時期を目安にお考えください。

三菱東京UFJ銀行　高田馬場支店
普通口座 1131154
口座名 株式会社 国際交流センター

〈お振込み先〉

申込金（留学手続料）

申込金の請求書は発行いたしません。

申込方法のご案内

短期語学研修も長期留学も、格安航空券（要発券手数料）を手配いたします。

エクスコムグローバルへ申し込みいただくと、
シェーン留学センター特別割引で利用いただけます。

海外レンタル携帯電話

あなたの留学プランに合わせて、申し込みの手続きをいたします。AIG損害保険会社

航空券手配

国際電話

海外旅行保険

シェーン留学センター・企画プログラムの LINE UP

ADULT

JUNIOR

シェーン留学センターでは、皆様の留学を
あらゆる面でお手伝いしています。
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に件条み込申るす載記にここはムラグロプ修研学語　 ⑴
基づき、株式会社国際交流センター（観光庁長官登録
旅行業第 1148号、以下「当社」といいます）が申込者の
希望する受入機関への入学申込手続きの代行、出発に
あたっての情報提供などを行うものであり、課程修了・
資格取得などを保証するものではありません。受入機
関での研修内容は各教育機関が独自に企画・運営・提
供するもので、当社が自ら研修に関するサービスの提
供を行うものではありません。

たっ沿にれそ、しい伺おを望要の者加参は修研のこ　 ⑵
サービスの手配を引き受ける「手配旅行」です。あらか
じめ旅行内容等が決められている「募集型企画旅行」で
はありません。

の下以はスビーサるす供提が社当でムラグロプのこ　 ⑶
通りです。

書願学入、せ寄取の書願学入：行代き続手み込申学入 ■
の作成、入学希望校への書類の送付および研修費用の
送金、入学許可証（またはそれに代わるもの）の取り寄
せを行います。

・イテスムーホたせわ合に間期修研：行代のき続手泊宿 ■
学生宿舎・ゲストハウス・ホテル等の申込み手続きを
行います。ただし受入学校が宿泊施設を持たない場合、
または宿泊施設紹介を行わない場合は、原則として宿
泊手続きは行いません。

おてっもを裕余に前発出けだるきで、は定決の先在滞 　
知らせするように受入校に依頼しますが、お申込の時
期によって、また受入校の事情により、直前になる場
合もあります。

し内案を法方請申の等証査・券旅：内案のき続手航渡 ■
ます。旅券・査証等の取得はご本人で行っていただき
ます。

のらか本日のでま着到校入受：配手行旅の等関機通交 ■
航空便、送迎等の交通機関の手配を希望に応じ、別途
契約として申し受けます。

よを件条込申ムラグロプ当、しと的目の航渡を学留　 ⑴
く理解し、受入国の法令および規則を遵守できる心身
共に健全な人。

⑵　20才未満の方は保護者の同意が必要です。
現、方の婦産妊、方のち持おを患疾性慢、方の齢高　 ⑶

在健康を損なうか、身体の不自由な方で特別な配慮を必
要とする方はその旨を事前にお申し出ください。可能か
つ合理的範囲内でこれに応じます。尚、この場合医師の
診断書を提出していただくことがあります。状況に応じ
て介護者や同伴者の同行を条件とさせていただくか、ま
たは場合によってはお断りする場合があります。

合場るすり断おをみ込申おりよに由事の記下は社当　 ⑷
があります。

■申込者が未成年で、親権者の同意がない場合。
ま期時学留はいるあ限期み込申のへ関機入受るす望希 ■

でに留学手続きが完了できる見通しがつかない場合。
るすを為行るす反に俗良序公、令法の国入受が者込申 ■

恐れがある、または受入校の研修の円滑な実施に支障
をきたす恐れがあると当社が判断した時。

暴、者係関団力暴、員成構準団力暴、員団力暴が様客お ■
力団関係企業又は総会屋等その他の反社会勢力であると
判明した場合は、ご参加をお断りする場合があります。

■希望校から入学が許可されなかった場合。
■その他、当社の業務上の都合があるとき。

お申込みの際には申込書の提出と、申込金（手続き料金）
をお支払い頂きます。お申込みの成立は当社がお申込書
と申込金を受領した時点とします。

入学の許可がおりた時点で、現地留学費用、および航空
券代金等の旅行手続き諸費用の合計の請求書を発行しま
す。指定された期日までにお支払いください。
当社は出発日の 90日前までは、申込者に授業料等（制度
上期日が定められているビザの発行等に係わる場合を除
く）のお支払いを請求しておりません。

参加者の都合でお申込後に同じ主催学校の他コースに変
更をされる場合、またはコース開始日を変更する場合は
下記の変更料を申し受けます。その際、変更前のコース
に関わる取消の実費が学校から請求される場合は、別途
加算されます。

変更日 変更料
お申込み後から８日以内（但し申込みが渡航日
の出発日の前日からさかのぼって30日前（ピー
ク時は40日前）以降の場合は除く）

無料

ご出発または受入日の前日より起算してさかの
ぼって31日前まで 10,800円＋実費

ご出発または受入日の前日より起算してさかの
ぼって30日前以降15日前まで 21,600円＋実費

ご出発または受入日の前日より起算してさかの
ぼって14日目以降前日まで 32,400円＋実費

受入日の14日前以降 原則として取消しと
同じ取り扱い

※「ピーク時」とは、12月20日から1月7日まで、4月27日から5月6日まで
及び7月20日から8月31日までをいいます。

1.旅行開始前
Ａ）お客様による取消

　 ⑴ お客様は、契約を締結した日より起算して8 日目まで
は、取消手続料金を支払うことなく、旅行契約を解除す
ることが出来ます。

　 但しお申込みがご出発日の30日前（旅行開始日が4/27-
5/6、7/20-8/31、12/20-1/7にあっては40日前）以降
の場合、取消料をいただきます。
　 ⑵ お客様は次の料金をお支払いいただくことにより、
いつでも旅行契約の全部または一部を解除することが
できます。契約解除のお申し出は、当社の営業時間内
に、書面にてお受けいたします。当社が書面を受け取っ
た時点で正式のお取消として取り扱います。

取消日 取消料
申込み後から８日以内（但し申込が出発日ま
たは受入日の前日からさかのぼって30日前
（ピーク時は40日前）以降の場合は除く）

無料

お申込み９日目以降、出発日または受入
日31日前まで

手続き料金（申込金）
＋取消料実費

出発日または受入日30日前以降、出発日
または受入日15日前まで

手続き料金（申込金）
＋旅行費用の20％

出発日または受入日14日前以降、出発日
または受入日7日前まで

手続き料金（申込金）
＋旅行費用の50％

出発日または受入日6日前以降、出発日ま
たは受入日1日前まで

手続き料金（申込金）
＋旅行費用の75％

出発日または受入日当日以降及び無連絡
不参加

手続き料金（申込金）
＋旅行費用の100％

注）上記規定の該当日が当社休業日にあたる場合は、その直前の営業日が該
当日となります。なお、営業時間以降の取消は翌営業日の届出とみなしま
す。受入開始当日以降、研修期間の短縮や取消しは、原則として払戻しを
一切いたしません。しかし特別な事情により、研修先からの返金が得られ
た場合には、研修機関からの返金が確認された後、正式申込日の当社社内
レートにて換算し、日本円で返金をいたします。返金に伴う手数料（振込手
数料・送金手数料）はお申込者の負担となります。

　 ⑶ 当社の責に帰すべき理由により旅行サービスの手配
が不可能になった時は、お客様は旅行契約を解除する
ことができます。このときは、当社は、お客様がすでに
受けた旅行サービスの対価として旅行サービス提供機
関に支払う費用を差し引いて払い戻しいたします。
Ｂ）当社からの解除

　 ⑴ 当社は下記の場合において契約を解除させていただ
く場合があります。このときは、お客様に次の料金をお
支払いいただきます。

① お客様がすでに受けた旅行サービスの対価、または未
だ提供を受けていない旅行サービスにかかわる取消
料、違約料等の名目で旅行サービス提供機関に支払う
費用（すでに航空券を発券している場合の払戻手数料
を含みます。）

②手続き料金（申込金）
（ア） お客様が当社に規定する期日までに旅行代金を支

払われないとき
（イ） お客様が虚偽の申告をしたとき
（ウ） 病気その他の事由によりお客様がプログラムを続

行できないと判断したとき
（エ） お客様又はその関係者が、他のお客様に迷惑を及

ぼし、若しくはプログラムの円滑な運営を妨げたと
き又はその可能性が極めて高いとき

（オ） 天災地変、戦乱又は暴動、運輸機関等の事故又は争
議行為、官公庁の命令その他事業者の責に帰さない
事由により、プログラムの実施が不可能になり、又は
不可能になる可能性が極めて高いと判断したとき

（カ） お客様が定められた期日までにプログラムへの参
加に必要な書類を送付しなかったとき

（キ） お客様が長期にわたり連絡不能又は所在不明とな
ったとき

（ク） お客様が暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的
勢力であると判明した場合や、当社に対して暴力的
又は不当な要求行為、脅迫的な言動や暴力を用いる
行為などを行った場合、また風説を流布し、偽計や威
力を用いて当社の信用を棄損又は業務を妨害する行
為などを行ったとき

　 ⑵ お客様が旅行代金をお支払い済みで払い戻しがある
場合は、日本円で返金いたしますが返金に伴う振込み
手数料・送料などはお客様のご負担となります。返金
は、正式申込日に旅行代金を算出した当社レートにて
清算し、旅行サービス提供機関からの返金確認日の翌
月末払いとなります。返金に伴う手数料（振込手数料・
送金手数料）はお申込者の負担となります。

2.旅行開始後
　旅行開始後のお客様のご都合による期間短縮、取消は
いかなる理由による場合でも権利放棄とみなし払い戻し
は一切致しません。但し、当社に学校や滞在先などの取消
規定による返金がある場合は、手数料を差し引き返金い
たします。返金額は正式申込日の当社所定レートにて換
算し、日本円にて返金いたします。その際の送金手数料は
申込者負担となります。お申込者にお支払いいただいた
金額に関係なく、学校よりあった返金分から手数料を差
し引いた金額を返金いたします。

　次のような場合には責任を負いません。
及きとるいてし達に員定がスーコの望希ごの様客お　 ⑴

び滞在施設の制限事由により入学が許可されないとき。
レるめ求の側関機修研が績成校学ので本日の様客お　 ⑵

ベルに達していない為に入学が許可されないとき。
可許学入、りよに情事の側関機営運はたま情事信通　 ⑶

証等の入学関係書類が期日までに届かず、出発できな
かった場合。

わろそにでま日期が類書出提、りよに合都の様客お　 ⑷
なかったとき。

研にびらな関機送運・泊宿、動暴、乱戦、変地災天　 ⑸
修機関等における争議行為、自由行動中の事故、盗難、
陸海空における不慮の事故、その他不可抗力の事由によ
り生じた損害。

きで得取が証査、券旅りよに由事な的人個の様客お　 ⑹
なかったり、入国が拒否された場合。

だたいてし動行ていおに任責の人個様客おは後航渡　 ⑺
きます。お客様の故意、過失、受入国の法令・公序良俗
もしくは受入校・滞在先の公序良俗などに違反し他行為
により生じた責任・損害等は全てお客様個人の責任とな
ります。よって、現地での学校生活、個人生活、及びそ
の滞在中の事故などについて当社は一切の責任を負う
ものではありません。また、それらの行為により当社が
損害を受けた場合は、当社はお客様からの損害の賠償を
申し受けます。

⑴　当社はいかなる場合も研修の再実施はしません。
⑵　契約はこの参加条件とご旅行条件（手配旅行の部）及

び当社手配旅行契約約款によります。

個人情報について
　 ⑴ 当社は研修申込みの際に提出された個人情報（氏名、
住所、電話番号、メールアドレスなど）については、参加
者との連絡に利用させていただく他、申込みいただい
た研修における現地受入機関・運送・宿泊等のサービ
ス手配のための手続きに必要な範囲内で利用させてい
ただきます。この他では研修参加後のご意見や感想の
提供のお願い、アンケートのお願い、統計資料の作成な
どに、お客様の個人情報を利用させていただくことが
あります。

⑵　個人情報の共同利用
　 当社は、当社のグループ企業（注）において、個人情報を

共同して利用いたします。
を.b記下、はてしまきつに細詳の業企プールグ社当 ）注（　

ご覧ください。
　a.共同利用する個人情報の項目

本人氏名、保護者氏名、住所、電話番号、ファックス番
号、メールアドレス、生年月日、性別、在学校、志望校、
申込情報、成績情報等

　b.共同利用する者の範囲
当社グループ企業（Z会グループ企業、栄光グループ企
業および関連企業）

　c.共同利用について責任を有する者の氏名又は名称
株式会社栄光

　d.取得方法
Web・郵送・対面等により、本人から直接書面によって取
得電話等で、本人から直接書面によらない取得
また、次のHPに共同利用している当社グループ企業を掲載
しております。
http://www.zkai.co.jp/home/info/policy_group.html



E-mail：shane@iss-ryugaku.co.jp
http://www.shane.co.jp

TEL：0120-951-571
E-mail：info@iss-ryugaku.co.jp
http://www.iss-ryugaku.co.jp

TEL：0120-981-588 〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-24-1 
エステック情報ビルB2
FAX：03-6304-5104

株式会社 国際交流センター/シェーン留学センター

SSA-07060


