
 

 

 

 

提携校への入学手続きを無料で代行／サポート！！（一部の国、プログラムを除く） 

        

       

 

語学留学決定まで 

語学留学で行ける国・都市・費用・学校の内容、コースなど、まずは無料カウンセリング

（来社・電話／スカイプ）やメールでご相談ください。詳しくご説明、アドバイスさせて

いただきながら、それぞれの留学プランを組み立てます。 

 

語学留学決定から出発まで 

ビザ取得や持ち物などの渡航準備から出発時の空港チェックイン、また現地の気候、滞在

先での過ごし方、治安対策、その後の進学等、海外での滞在が初めての方も安心して出発

できるよう出発前オリエンテーションと来社／電話／メール相談で不安を取り除きます。 

※資料内のビザ情報は参考資料です。予告なく変更になる場合があります。 

 

渡航後 

留学先では各学校のスタッフが親身にサポートしますが（日本人スタッフ常駐の学校が多

数）、IEN では出発後も相談窓口として機能していますので、メールやお電話／スカイプ

でご相談いただけます。また、日本にいらっしゃる御家族の対応／サポート（例：海外に

いるご本人に荷物を送りたいけどどんな方法がある？等）も万全です。 

 

現地受入校では… 

各受入校では、登校初日（または数日前）にオリエンテーションを実施し、コース受講に

ついて、研修中の生活、治安、健康管理、滞在身分などについて詳しく説明しています。

また、IENでは現地での進学についても相談、サポート／ケアが可能な学校をご紹介して

います。 

 

 

 

 

 

■短期語学留学 

 IENでは春休みや夏休みを利用した 1－2週間から 3ヶ月内の語学留学を短期としています。観光（ビザなし）の範囲

内で滞在できる場合が多いですが、渡航先国や受講コースにより必ず出発前にビザを取得しなければならいことがあり

ますので、詳細はお問合せください。ビザなしで滞在できる期限も国により異なります。 

■長期語学留学 

 渡航先国での滞在が 4ヶ月～6ヵ月以上、出発前に学生ビザ（またはワーキング・ホリデービザ）を取得します。語学

研修＋インターンシップ、語学研修後に専門学校や大学へ進学など、様々なプランがあります。 

                                                        

 

アメリカ／カナダ／イギリス／アイルランド／オーストラリア／ニュージーランド／フランス／イタリア／

スペイン／ドイツ／オーストリア／マルタ／ドバイ／ポルトガル／中南米／フィリピン／韓国 など！ 

 

 

自分の目的に合った語学留学プランを見つけよう！ 

 

〶060-0003 

札幌市中央区北３条西７丁目１－１ SAKURA-N3 

Tel 011-522-8108   Fax 011-522-9346 

Email：info@ibunka-koryu.net    www.ibunka-koryu.net 
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語学研修のコース 

学校により多種多様なコースや選択プログラムが設けられています。コース選びは留学目的の核心

となるものです。例えば、1 週間あたりのレッスン数／時間数だけみても、15～30 回と開きがあ

ります。週 30回をこなすみっちり集中型のコースは短期間で効果をあげたい人や、専門学校・大

学への進学を考えている人におすすめです。また、1日のレッスンにおいて、語学力に応じて興味

のある科目を選択できるようにしている学校、コースもあります。 

 

【レッスンスケジュール／サンプル】 

通常、（月）～（金）まで毎日授業があり（学校により（月）～（木））、22～25レッスン以上のコ

ースは午後も授業があります。20 レッスン未満のコースはだいたい午前中または午後のみで授業

が終了。午前クラス、午後クラスのどちらかを選べる場合とレベルや申告した選択コースにより学

校がクラスを指定する場合があります。 

 初級レベル 中級・下レベル 中級・上レベル 上級レベル 

09：00～ 

09：50 

Writing 
（筆記） 

Writing 
（筆記） 

Writing 
（筆記） 

Writing 
（筆記） 

10：00～ 

10：50 

Reading 
（読解） 

Reading 
（読解） 

Reading 
（読解） 

Reading 
（読解） 

11：10～ 

12：00 

Speaking Practice 

（スピーチ練習） 

Speaking Practice 

（スピーチ練習） 

Speaking Practice 

（スピーチ練習） 

Speaking Practice 

（スピーチ練習） 

12：00～ 

13：00 

LUNCH 

（昼食） 

LUNCH 

（昼食） 

LUNCH 

（昼食） 

LUNCH 

（昼食） 

13：00～ 

13：50 

Conversation 

（会話） 

Conversation 

（会話） 

American Film 

（アメリカ映画） 

Advanced Language 

（上級者用語彙） 

14：10～ 

15：00 

Multi Media Lab 

（ラボ学習） 

American Idioms 

（語彙） 

Business English 

（ビジネス英語） 

TOEFL Prep. 

（TOEFL対策） 

 

レベル分け 

学校によりレベルが何段階に分かれているかは異なりますが、語学力によりクラスを 3～10＋段階

に分けています。このレベルは入学日（または事前受験）のレベル分け／英語力チェックテストで

決まります。テストの内容は一般的に筆記テスト（文法・ライティング）、リスニングテスト、イ

ンタビューを行い、総合的な結果でレベルが決定されます。万一、決まったレベルでの授業が自分

に合っていない場合は（難しすぎる／簡単すぎる等）、必ず学校のスタッフにご相談ください。 

 

 

 

滞在方法 

●ホームステイ 

現地の一般家庭に滞在します。一番の魅力は、現地ファミリーと生活をともにすることで現地の

真の生活を体験でき、日常生活に密着した語学／会話を学ぶことができること。家族と一緒に生

活する＝ゲストではなく、家族の一員としてその家のルールを守り行動することが望まれます。 

●大学寮／学生寮 

 大学やカレッジの敷地内にキャンパスのある語学学校（オンキャンパス型）の場合、その大学、

カレッジの学生寮を利用できる場合があります。大学やカレッジの生徒が優先的に入居するた

め、必ずしも希望の時期に空き部屋があるとは限りませんが、他の国からの留学生や現地の学生

など様々な出会いがあることが最大のメリットでしょう。稀に学内寮を持つ語学学校もあり。 

●その他（シェアアパート、シェアハウス／ホテル、ホステル、民間レジデンスなど） 

 「ホームステイは緊張する、どうしても気が進まない」という方は、ホテルやホステル（長期滞

在型の格安宿）の手配も可能です。特にホテル、民間レジデンスは費用的にホームステイや寮よ

りも高くなりますので、特に短期滞在者向けと言えます。シェアアパートは現地で物件を見て諸

条件をしっかり確認してからの契約が望ましいため、まずは到着直後に滞在するホームステイ等

を手配し、その滞在中に次に住むシェア物件を探すことになります。 

 

予 算 

 

IENは提携校への 

手続代行料が無料！ 

 

語学留学に必要な費用は…？ 

①語学学校の入学金 ②語学学校の授業料、教材費 ③滞在先手配料 ④滞在費 ⑤空港送迎費 

＋ 

①外国送金手数料（銀行宛） ②渡航費用（飛行機代） ③ビザ申請関連費用（ビザ取得必要な場合） 

④海外留学生保険料  ⑤その他、お小遣いや生活費、雑費 

※公立校やアジア等一部の国へは手続代行料が必要です。※18歳以下(高校生)まではユースサポート費が別途必要です。 

■無料でお見積りを作成しています。お気軽にお問合せください。 



       USA／アメリカ   

広大なアメリカ大陸。 

滞在する都市によって異なったアメリカンライフを送ることできます。アカデミックな雰囲気の中で勉強をしたり、恵ま

れた気候と緑豊な環境の中でのんびりと現地の人たちと交流したり、またニューヨークのような大都会ではエキサイティ

ングな体験ができるでしょう。ハワイでバカンス気分を味わいながら英語を学ぶこともできます。 

西海岸北部 豊かな自然に囲まれ、落ち着いた静かな環境で勉学に勤しみたい方におすすめです。 

「森の都」シアトル（ワシントン州）や「バラの町」ポートランド（オレゴン州）が代表的な都市。 

西海岸南部 青い空と青い海。開放的な雰囲気のエリア。代表的な都市として、サンフランシスコ、ロサンゼル

ス（ダウンタウン以外にパサデナ、トーランス、オレンジ等近郊都市）。サンディエゴがあります。 

西部とロッキー山脈 アメリカの大自然を体で感じたい、という方に適しているでしょう。デンバーはスキーエリアとし

ても有名。宇宙基地の街ヒューストン、西部の香りが漂うサンアントニオも個性的な街です。 

フロリダと南部 南部のビジネスシティー・アトランタ。古きよきアメリカを堪能したい方におすすめ。フロリダ州

は美しいビーチの広がる高級リゾート地マイアミやテーマパークの都市オーランドが有名です。 

東海岸 言わずと知れた大都会ニューヨーク、世界の外交・政治の中心地ワシントンD.C。古い街並みが歴

史を感じさせる学生の街ボストンやフィラデルフィアが有名。 

五大胡周辺と中西部 街全体が現代建築の博物館といわれるほど美しい、ビジネスの街シカゴ。デトロイト、クリーブラ

ントは工業都市として有名です。カーレースが好きな方ならインディアナポリスも魅力的です。 

ハワイ 旅行先として大変人気がありますが、留学先としても根強い人気！日本人割合は多めですが、リラ

ックスした雰囲気で英語を学べます。 

 

ビザ（査証）について                              ※日本国籍の場合です。             

●1週間に 18時間未満の語学研修 

 3 ヶ月以内の滞在で、週 18 時間未満の語学研修をする場合はビザなし（査証免除）で入国できます。ただし、ESTA

電子渡航認証システムでの認証が義務化されましたので、忘れずに手続きする必要があります。  

●1週間に 18時間以上の語学研修 

 語学研修の長期・短期を問わず、週 18時間以上の研修を受けられる方は事前に学生ビザを申請、取得します。 

 

おすすめ校・ほんの一例！ 

 

●Sprachcafee Language Plus 

1983年創立。世界各国にキャンパスをもつシュプラッハカフェ。アメリカには、ロサ

ンゼルス、ニューヨーク、ボストンにキャンパスがあります。中学高校生向け、大学

生＆大人向けに様々なプログラムを提供しており、10 代からシニアまで幅広い年齢層

が世界中のシュプラッハカフェで学んでいます。オンラインコースという選択肢も。

キャンパスにより日本人スタッフ有。 

 

●Global Village Hawaii 

カナダのビクトリアなどにキャンパスがあるグローバルビレッジのハワイ校。ホノル

ルのワイキキビーチ近くにキャンパスがあります。ヨーロッパからの留学生が多め。

サーフィンやフラ、ウクレレなどのアクティビティも豊富で、ローカルコミュニティ

と関わるボランティアに参加することもできます。 

 

●FLS International 

アメリカ内に 5 キャンパスを展開しており、ほとんどが大学、カレッジ内にあるオン

化キャンパス型です。アメリカ内での進学に強く、多数のカレッジ、大学への進学を

可能にしています。一定期間英語コースに在籍する方には、進学サポートが無料とい

う特典も。若年者向けのサマーキャンプもあり人気です。 

 

●Language Systems International 

ロサンゼルス最大規模の語学学校。ロサンゼルス中心部をはじめ周辺のトーランス、

オレンジカウンティにキャンパスを構えています。リーズナブルで質の高い授業を提

供している高評価の語学学校です。1クラスあたりの受講者人数は近隣の他校よりも多

めですが、長期間しっかり学びたいという方におすすめです。 

 

●Rennert International 

（Berkeley College付属校） 

1973年創立の老舗語学学校です。長年英語を指導してきた経験をもとに質の高い授業

を提供しており、少人数制クラスが特徴です。アットホームな校風も人気。基礎から

英語力を向上させる集中英語コースのほか、TOEFLなどの対策コース、ビジネス英語

コース、また英語レッスン＋α（ダンス、ファッション、写真等）コースあります。 

※各校の授業料等は、お気軽にお問合せください。費用見積もり作成は無料です。 

 



 

        

        CANADA／カナダ   

住みやすい国として、高く評価されているカナダ。 

大自然に囲まれて穏やかに暮らす人々は明るくオープンです。標準的な英語を話す国として、語学留学先としても人気が

高い国です。スキーやスノーボード等のウィンタースポーツにサマーシーズンのラフティングやハイキングなど、アウト

ドア・アクティビティを楽しむこともできます。 

 

西海岸エリア 

カナダ第 3の都市バンクーバーがあるブリティッシュ・コロンビア州は、日本からのアクセスの良

さと生活のしやすさから留学先としてよく選ばれるエリアです。バンクーバー島にある州都のビク

トリアは英国調の美しい建物など、見どころも多いです。また、カルガリーやエドモントンという

都市があるアルバータ州は、消費税が高いカナダにあって州税が 0%（全土に課せられる連邦税の

み 5%）というエリア。ロッキー山脈のふもとで活気もあり、自然と都会が調和した、アウトドア・

アクティビティ好きには特におすすめのエリアです。英語研修でしっかり英語力を伸ばした後に専

門コースで学びたいという方にとって、学校の選択肢が多いのも魅力です。 

東海岸エリア 

（五大湖周辺） 

首都オタワやカナダ第 1の都市トロントがあるオンタリオ州には、世界中から移民が集まり活気が

あります。特にトロントでは都会という利便性を活かして、英語研修後にインターンシップ（トレ

ーニング）に参加する方も増えています。また、フランス語圏として知られモントリオールなどの

都市があるケベック州。フランス語を学ぶことができ、「フランス語は初級レベルなのでホームス

テイが心配」という方には受講コースはフランス語、ホームステイは英語使用するファミリーを手

配することができます。このエリアはナイアガラの滝にも足を伸ばすことができ、カナダの現代文

化と歴史を体験することができるでしょう。 

 

ビザ（査証）について                              ※日本国籍の場合です。             

●滞在 6ヵ月以内 

 ビザなし（査証免除）で入国でき、就学が可能です。ただし、2016年 11月より eTA（電子渡航認証システム）での認

証が義務化されましたので、忘れずに手続きを！ 

●滞在 6ヵ月以上 

 州や教育機関の形態に関わらず学生ビザを取得する必要があります。留学先がケベック州の場合、他州と取得条件が一

部異なりますのでご注意ください。 

 

おすすめ校・ほんの一例！ 

 

●BLI Montreal 

BLIは Bouchereau Lingua Internationalの略で、1976年にフランス語と英語の語学

学校としてモントリオールで開校された老舗校です。おしゃれな校舎でアットホーム

な環境の中、英語やフランス語を学ぶことができます。試験対策コースや小学・高校

留学、大学進学準備プログラムなど各コースを提供。 ※日本語可能なスタッフ常駐 

 

●English School of Canada 

英語講師達がトロントで設立した老舗校。医療英語やツーリズム英語など、目的に特

化した英語コースも人気です。アットホームな雰囲気で授業の質、親身な生徒サポー

トに定評があります。 ※日本語可能なスタッフ常駐 

 

●Global Village 

ビクトリア、カルガリー（2022年再オープン予定）にキャンパスがあり、いずれも市

中心部のため通学も便利です。総合英語コースのほか、ケンブリッジ英検などの試験

対策、進学用英語コースもあります。 ※日本人スタッフ常駐(ビクトリア) 

 

●ILSC 

カナダ内にはバンクーバー、トロント、モントリオールにキャンパスがあり、バンク

ーバーキャンパスはこのエリア最大規模の学校です。受講クラスは英語力に応じて全

選択制で、英語／フランス語コミュニケーション＋ビジネス英語／カナダ研究のよう

に、独自の時間割を設定することができます。※3キャンパスとも日本人スタッフ常駐 

 

●CCEL 

1991年創立、バンクーバーにある高評価の語学学校です。教材は独自のスマートカリ

キュラムを使用し、カナダに関するトピックを通して英語を学びます。英語を学んだ

後に付属の専門学校Canadian Collegeに進学し専門分野を学ぶ方も多数。語学学校と

しては珍しく独自の寮があり、徒歩通学が可能。 ※日本人スタッフ常駐 

※各校の授業料等は、お気軽にお問合せください。費用見積もり作成は無料です。 

 



 

 

UK／イギリス   

言わずと知れた英語の生まれた国、イギリス。各都市それぞれが独自の伝統と文化を持ち続けています。アメリカやオー

ストラリアのような開放的な雰囲気よりも歴史を感じさせる重厚な雰囲気を感じ取ることができるでしょう。日本同様に

島国なので、少しシャイな人が多いです。シェイクスピアやカンタベリー物語等の文学的なものやシャーロックホームズ

やビートルズなどのゆかりの地が数多くあり、とても魅力的な国です。クィーンズイングリッシュをマスターしましょう。 

 

ロンドン 

伝統とエキサイティングなエンターテインメントの街。様々な人種が共存し、留学生も世界中から

集まってきます。町のいたるところに歴史が顔をのぞかせ、その風格を感じさせる。公共交通機関

が整っており快適な都市生活を送ることができるのが魅力です。 

イングランド中央部 世界中の学生達のあこがれ、伝統的な大学都市であるオックスフォード、ケンブリッジ。 

イギリスらしい落ち着いた雰囲気の中勉強に集中することができるでしょう。 

 

南海岸部 

海辺のリゾート地で潮風を感じながらのびのびした留学生活を送りたい方に最適。活気のあるブラ

イトン、ボーンマス、落ち着いた雰囲気のポーツマスなど。このエリアはどこも穏やかな天候で、

ロンドンまでも電車やバスでアクセスしやすい。 

 

スコットランド 

ドラマティックなハイランドの風景と心に響くバクパイプの音色。歴史的な魅力の中に近代化の豊

かな産物も垣間見ることができます。スコットランド第 2 の都市（第 1 位はグラスゴー）エジン

バラはフェスティバルやエジンバラ城が有名、ビクトリア調様式の建物とエネルギッシュでおしゃ

れな雰囲気が混ざり合うグラスゴーもおすすめです。 

 

ビザ（査証）について                              ※日本国籍の場合です。             

●滞在 6ヶ月以内－Standard Visitor Visa 

事前審査は不要で、入国時に必要書類を提示しパスポートに押印をもらう、または eGates（自動化ゲート）を通過し

てイギリス入国後、認可された語学学校に通うことが可能です。6ヶ月内に認可された複数の語学学校に通うこともで

きますが、ビザの延長（滞在の延長）は不可です。 

●滞在 6ヶ月以上～11ヶ月内－Short Term Study Visaまたは Student Visa 

 出発前にオンライン＆郵送で Short Term Study Visa の申請が必要です。このビザの延長は不可。語学留学で英語力

を向上させた後に大学進学を希望する場合は Student visaを取得することでUK内でのビザ切り替えが可能（但し、

Student Visaのスポンサーライセンスをもつ語学学校であること）。 

 

おすすめ校・ほんの一例！ 

●Sprachcafee Language Plus 世界各国にキャンパスをもつシュプラッハカフェ。イギリスには、ロンドン、セント

マーガレット（ロンドン郊外）、ブライトン、ボーンマスにキャンパスがあります。 

●Frances King School of English ロンドンの西寄りケンジントンにある語学学校。Quality Englishに認定されている優

良校です。夏のサマーコースやクリスマスプログラムもあります。 

●Golders Green College ロンドンの北部ゴールダーズグリーンにある学校。1941年設立の老舗校。英語＋アク

ティビティコース（英語＋紅茶、英語＋アロマセラピー等）が人気。 

●The Burlington School of 

  English 

ロンドン中止部から地下鉄利用で１５分、Parsons Green 駅の近くにある学校です。

教師は全員英語教師の資格を持っており、質の高い授業を提供しています。 

●LSI 1965 年創立の老舗語学学校で各国にキャンパスがあり、イギリスではロンドン内に 3

キャンパス、ケンブリッジ、ブライトンにもキャンパスがあります。 

●Rose of York ロンドン中心部にある、アットホームでフレンドリーな語学学校です。26 年以上にわ

たり優れた英語教育を提供している老舗校。中高校生向けのコースも充実しています。 

●ETC International College ボーンマスにある語学学校。ツーリズム英語や医療英語など幅広いコース設定が魅力

です。日本人スタッフ常駐。日本人割合は低めです。 

●Bath Academy お風呂の語源になったバースにある小規模な語学学校。進学コースに定評があります。

イギリスの古い街でしっかり学びたい方におすすめ。日本人割合は低めです。 

●Regent Edinburgh スコットランド・エジンバラにあり、40年以上英語教育を提供している中規模校です。

学校では訛りの心配は不要！質の高い授業には定評があります。 

※各校の授業料等は、お気軽にお問合せください。費用見積もり作成は無料です。 

 



 

 

Ireland／アイルランド   

イギリスのお隣、治安の良さや日本人割合の低さから留学先として人気が出始めています。ワーキングホリデーにも参加

していますが、語学留学でもアルバイトできるため、ワーキングホリデービザ対象外の方も長期滞在しやすいと言えます。

首都ダブリンは伝統的に教育の中心地として、現在では国際ビジネスの中心地としても知られています。また、アイルラ

ンドは全人口割合的に若者が多く、ファッショナブルで大変活気がある国です。 

 

ダブリン 

アイルランド共和国の首都であり大都市。1年中活気があります。少し郊外に足を伸ばすと牧草地

の広がるエリアやきれいな海もあり、大都市でありながら大自然も間近に味わうことができるでし

ょう。観光施設も豊富でアイルランド内を旅行する際の拠点となる便利な街です。 

 

ゴールウェイ 

リムリックと並ぶ規模で、アイルランドの伝統が今の残された西部地域の都市。また、アイルラン

ド伝統文化研究の中心地でもあります。夏を中心に観光客も多く訪れ、アートフェスティバル、オ

イスターフェスティバルなどのお祭りの時期は人であふれかえるほどです。留学生も多い。 

 

リムリック 

人口７万、第 3の都市。歴史の古い街ですが、現在はモダンな産業都市として、デル・コンピュー

タの欧州生産拠点として繁栄しています。ゴールウェイと同じ規模の都市でありながら、それほど

観光客は多くなく１年中、素のアイルランドを味わうことができるでしょう。 

 

コーク 

アイルランド第 2の都市。年間を通して穏やかな気候はアイルランドにしては珍しく、また、周辺

には歴史的な名所、リゾート地などが多数あります。大学があるので学生の数が多い。1年中何ら

かのイベントを開催しているので、観光客もたくさん訪れています。 

 

ビザ（査証）について                              ※日本国籍の場合です。             

滞在期間の長短に関わらず出発前にビザを取得する必要はありませんが、入国審査時に必要書類を提示します。 

滞在が 3ヶ月を超える場合は入国後１ヶ月以内に現地のイミグレーションオフィスで外国人登録を行い、滞在許可を取得 

します。 

 

おすすめ校・ほんの一例！  

●Atlantic Language Galway 1993年設立。長きに渡り、質の高い英語教育を提供している語学学校です。ゴールウ

ェイの中心地・バスステーション前という便利な場所にキャンパスがあります。大規

模校ながら生徒と講師の距離感が近くアットホームな雰囲気。ダブリンにもキャンパ

スがあります。 

●Cork English College コーク中心部に 2つの校舎を持つ、中規模語学学校です。1クラスの人数は 10名まで

と少人数制で、一人ひとりに対するきめ細やかにサポート。ケンブリッジ英検、IELTS、

TOEIC、BULATSなどのテストセンターになっています。  

●ISE Ireland ダブリンとダブリンから 2 時間半ほど離れたウォーターフォードにキャンパスがある

中規模校。授業の質や生徒対応において高い評価を得ており、豊富なコース設定が人

気です。日本語対応可能なサポートがありつつも日本人生徒の割合は少なめで、周辺

ヨーロッパや南米からの留学生が多い学校。 

●Galway Cultural Institute 1989年創立、アイルランドの西海外に位置するゴールウェイにある語学学校です。独

自の教材・カリキュラムで授業を行っており、実生活で使える英語を身につけること

を目的とした授業を行っています。別キャンパスでビジネススクールもあり。 

●ISI Ireland ダブリンにある格安おすすめ校。フルタイムでアルバイト可能な期間を含むアカデミ

ックイヤーコースが人気です。ワーホリビザ対象外の方も長期滞在が可能。 

●Irish College of English ダブリン郊外の高級住宅地エリア・マラハイドにある小規模校です。近くにはマラハ

イド城があり、おしゃれなカフェなども。とてもアットホームな雰囲気の中、英語を

学ぶことができます。日本人割合はかなり低めです。 

●Limerick Language Centre リムリックの中心部にある中規模語学学校です。築 200 年のジョージアンハウスがキ

ャンパス。駅やバスターミナルにも近く、ショッピングエリアまで徒歩数分と便利な

場所にあります。家族的な温かい雰囲気の学校として評判。長期滞在の留学生が多い。 

※各校の授業料等は、お気軽にお問合せください。費用見積もり作成は無料です。 

 

 



 

 

Australia／オーストラリア 

深い森林、広大な砂漠、コバルトブルーに輝く海、活気溢れる都会…、オーストラリアには様々な顔があります。でも、

最大の魅力は自由で気ままな雰囲気かもしれません。しっかり学びながらものんびりマイペースな感じを味わいたい人に

おすすめです。留学・ワーキングホリデー先としても大変人気のある国です。 

 

ニューサウスウェールズ州 

オペラハウスで有名なシドニーのある州。世界的に名の知れた大都会です。オーストラリア経済の

中心地でもあります。近代的なビルが港をはさみ立ち並んでいます。交通の設備が整っており、都

市からビーチや緑溢れる自然エリアまで１時間以内で移動することができます。 

 

ビクトリア州 

ヴィクトリア王朝時代の雰囲気を今に伝えるメルボルンがある州。約 450 もの公園があります。

オーストラリア第２の都市で、移民も多く国際色豊か。ヨーロッパ諸国の影響を強く受けており、

イギリス的な街並とイタリアンカフェの文化も根付いています。 

 

クィーンズランド州 

年間の晴天日が約 330 日を数える世界的に有名なリゾート地・ゴールドコースト。オーストラリ

ア第３の都市ブリスベン、大サンゴ礁グレートバリアリーフの島々への玄関口として知られるリゾ

ート地・ケアンズ等があります。マリンスポーツを思う存分楽しむことができるでしょう。 

南オーストラリア州 南オーストラリア州の州都アデレードがあります。グルメ、芸術、ワインの町としても有名で、落

ち着いた雰囲気の都市。近年は留学先としても人気が高くなっています。 

西オーストラリア州 西オーストラリア州の州都パースがあります。地中海性気候と真っ白な砂浜で有名。ビーチスポー

ツやアウトドア・アクティビティ、ホエールウォッチングを楽しむことができます。 

タスマニア州 オーストラリア本土から南東に約２４０キロのところに位置します。大きさは北海道の約８０％。

留学先としては州都のホバートやローンセストンです。 

 

ビザ（査証）について                              ※日本国籍の場合です。             

●滞在 3ヵ月未満の場合 

出発前に電子入国査証 ETAS（観光滞在）を取得します。 

●滞在 3ヶ月を超える場合 

 出発前に学生ビザを取得します。就労許可がついているため週 20時間（2週で 40時間）までアルバイトが可能です。 

 

おすすめ校・ほんの一例！ 

●Browns English Language  

School 

ブリスベンとゴールドコーストエリア・サウスポートにキャンパスを持つ語学学校で

す。Brown ファミリーが経営するアットホームな雰囲気が人気。英語＋αのコースや

中学・高校生対象の現地校進学コースもおすすめです。 

●ILSC シドニー、ブリスベン、メルボルンにキャンパスがあります。留学生の国籍はバラエ

ティに富んでおり、親身な生徒サポートも魅力です。カナダキャンパスと同様に、全

クラス選択制で、ビジネス系コースもあります。 

●Inforum Education 2007年設立。ゴールドコースト中心部から少し離れた、サウスポートにある語学学校

です。キャンパスはビル内ではなく、独自の校舎で設備も整っています。ホームステ

イおよび学生アパートも学校が手配・運営しており、ホームステイの質の高さにも定

評があります。質の高い授業、手厚い留学生サポートで、初めて留学する方も大変安

心できる環境です。 

●Melbourne Language Centre 1988年設立。メルボルンにある私立語学学校で、設立以来、質の高い授業、親身な生

徒サポートを提供しています。講師は第２言語として英語を学ぶ留学生のための英語

教育者資格を持ち経験豊富で、工夫を凝らした授業を行っています。看護教育プログ

ラム、OET対策コース、また小学生から受講できるジュニアコースも通年開講してい

ます。 

●Navitas English オーストラリア国内に 7 キャンパス、シンガポールに 1 キャンパスを展開。仕事や進

学のための実用的な英語、旅行のための英会話など、目的に合った英語教育を提供。 

●Langports English Language 

  College 

ブリスベン、ゴールドコースト、シドニーにキャンパスがある人気校！ 独自の学習プ

ラン(UFO Study Plan)でしっかりと英語力を伸ばすことができます。TOEIC対策有。 

※各校の授業料等は、お気軽にお問合せください。費用見積もり作成は無料です。 

   



 

 

New Zealand／ニュージーランド 

ニュージーランドは常春と呼ばれ、穏やかな四季が薫る国です。治安が良く、教育レベルの高さは世界的に認められてお

りクォリティの高い教育を受けることできるでしょう。２つの島から成り、エリアによって様々な特徴があります。オー

ストラリア同様に留学先として人気があります。季節は日本と逆で 1－2月が一番暑く（20度～25度）、寒いのは 7月で

す（10度～15度）。 

 

 

北 島 

ニュージーランド最大の都市オークランド。無数のヨットやクルーザーが湾内に浮かび開放感に溢

れています。近代的な高層ビルとビクトリア調の古い建物が起伏の多い街を彩っています。 

また、首都ウェリントンはオークランド第 2の都市。ケーブルカーが往来し、のどかな雰囲気です。

小規模ながら質の高い語学学校が多くあります。東海岸のネイピア／ホークスベイはワインが有名

なエリアで気候も良くアールデコ様式の街として知られています。温泉のある観光地として有名な

ロトルアにも語学学校があります。 

 

 

南 島 

南島最大の都市はクライストチャーチ。イギリス以外で最もイギリスらしい街としても知られ、イ

ギリス式公園が多く存在することからガーデンシティとも呼ばれます。静かで落ち着いた雰囲気で

す。南島北端に位置するネルソン・マールボロ―はマリンリゾートとクラフトの街。アウトドアを

楽しみながら英語を学ぶことができます。南東岸オタゴ半島の入り江奥に位置するのはダニーデ

ン。建築物などの文化的遺産が多く学生の街としても知られています。 

クィーンズタウンは湖畔のリゾート地で、夏はアウトドアスポーツ、冬はスキーと 1年中アクティ

ビティを楽しむことができます。 

 

ビザ（査証）について                              ※日本国籍の場合です。             

●滞在 3ヵ月未満の場合 

ビザは不要ですが、事前にNZ eTA（観光滞在）の手続きが必要です。 

●滞在 3ヶ月を超える場合   

 出発前に学生ビザを取得します。就学期間が 14 週間以上のフルタイム就学でカテゴリー１に分類される語学学校に通

う場合は、週 20時間までのアルバイトが可能です。カテゴリー１以外の語学学校の場合、就学期間が 6ヶ月以上で且

つ既定の英語力を証明できる場合に限り週 20時間までのアルバイトが許可されます。 

 

おすすめ校・ほんの一例！ 

●LSI Auckland 各国のキャンパスを持つ LSI のオークランドキャンパス。中心部にあり、通学や観光

もしやすい。日本人学生の割合が低めです。 

●FERN English Academy New Zealand Management Academies(NZMA)付属の語学学校。オークランド中心部

にあります。ビジネス英語やホスピタリティ英語のコースも人気です。 

●KIWI English Academy 若者に人気のあるオークランドのニューマーケットエリアにキャンパスがあります。

チャイルドケアセンターや現地小・中・高校との提携があり、現地校進学準備コース、

お子様連れ留学／親子留学も可能です。 

●Southern Lakes English  

College 

クイーンズタウンの中心部にあるアットホームな語学学校。ヨーロッパからの留学生

が多く、ワーキングホリデー用のサポートも充実しています。 

●NZLC オークランドとウェリントンにキャンパスがあります。世界の英語業界関係者や学生

の投票で決定される南半球の STM スター語学学校賞を複数回受賞した人気の語学学

校です。  

●Waikato Institute of  

Education 

オークランドから車で 1 時間半ほど離れたハミルトンの中心部にキャンパスがありま

す。様々な目的に合わせたコースを提供し、経験豊富な講師陣が質の高い授業を提供

しています。ハミルトン市で唯一の TOEIC試験会場。 

●Eastern Institute of  

Technology（ポリテクニック） 

 

ポリテクニック（国立高等専門学校）付属の英語コース。気候の良いホークスベイに

あり、学内で IELTS試験が受けられます。また、IELTSスコアなしでメインコースへ

のパスウェイとなる英語コースNZCELも提供。オークランドにもキャンパスあり。 

※各校の授業料等は、お気軽にお問合せください。費用見積もり作成は無料です。 

 



      

フランスは芸術とモードの都パリ。四季を通じて過ごしやすい都市です。冬でも暖かいコートダジュールなど地方によっ

ていろいろな気候や文化を楽しむことができます。ドイツ・オーストリアはヨーロッパのほぼ中心に位置し、美しい自然

と歴史を感じる中で学ぶことができます。 

 

フランス 

パリ ：数多くの歴史的建造物や芸術に触れることができます。四季折々の花が植えられた公園、

街角のカフェなど映画のワンシーンになるような場所がたくさんあります。 

ニース：世界的なリゾート地として有名。高級ホテルやレストランなどが軒を連ねる通りから一本

路地に入るとイタリア的な雰囲気が漂います。1年中温暖な気候に恵まれています。 

 

 

ドイツ 

ミュンヘン：バイエルンの州都。陽気で親切な人が多く温かい雰囲気。世界に知られるビールの都

でもあります。オクトーバーフェストが有名です。 

ベルリン  ：森と湖に囲まれた美しい都市。あらゆる人種が住み、エネルギッシュです。市内は

電車、地下鉄、市電が走っているので便利です。 

フランクフルト：ドイツ一の高層ビル群、最大の株式市場、多くの博物館など多くの魅力があり、

ハイテクと伝統のコントラストを体験することができます。 

オーストリア ウィーン：オーストリアの首都。美しい自然に囲まれ、古い街並みと宮殿、協会、公園、カフェ等

華麗な文化遺産が圧倒的な存在感を醸し出しています。町全体が博物館のようです。 

 

ビザ（査証）について                              ※日本国籍の場合です。             

【フランス】 

●滞在 90日以上の場合 

 日本を出発する前に学生ビザを取得する必要があります。 

【ドイツ】 

●滞在 3ヵ月以上の場合 

通常、出発前にビザを取得する必要はなく、ドイツ入国後に管轄の外国人局で滞在許可を申請します。 

【オーストリア】 

●滞在 6ヶ月以上の場合 

 日本出発前もしくは入国後に滞在許可を申請します。但し、語学留学の場合最長９ヶ月までの滞在許可となるケースが多いです。 

 

国名 学べる言語 おすすめ校・ほんの一例！ 

 

フランス 

 

フランス語 

 

＊France Langue, Paris／Nice（パリおよびニース） 

＊LSI （パリおよびニース） 

＊B.L.S（ボルドー） 

＊Alliance Francaise Marseille（マルセーユ） 

 

ドイツ 

 

ドイツ語 

＊LSI （フランクフルト） 

＊did deutsch – institut（ミュンヘン、フランクフルト、ベルリン） 

＊Carl Duisberg Centren（ミュンヘン、ベルリン、ラドルフツェル） 

オーストリア ドイツ語 ＊Actilingua Academy（ウィーン） 

※フランス語はスイス／モントレー、ドイツ語はスイス／チューリッヒでも受講可能です。 

※各校の授業料等は、お気軽にお問合せください。費用見積もり作成は無料です。 

 

     

イタリアは地中海に細長く突き出たイタリア半島、シチリア半島などからなる国。四季折々の魅力に溢れています。陽い

きなイタリアの雰囲気の中楽しくイタリア語をマスターしましょう。地中海に浮かぶマルタ島は日本の淡路島ほどの大き

さ。ヨーロッパの人気のリゾート地です。スペインはエリアによって気候、風土、人種が異なります。建物や美術などエ

キゾチックな魅力を感じることできます。情熱的な雰囲気を感じながらスペイン語を学ぶのはいかがでしょう？ 

スペインのお隣・ポルトガル。歴史的に日本とのつながりが深く、昔どこかで見たような懐かしい風景に出会うことがで

きます。親しみやすく心が温かくなるような国です。 

France／フランス、Germany／ドイツ、Austria／オーストリア

リア 

 

Italy／イタリア、Malta／マルタ、Spain／スペイン、Portugal／ポル

トガル 



 

イタリア 

ミラノ：ミラノコレクションの発信地としておなじみの北イタリアの大都市。ゴシック建築の最高

傑作ドゥオモをはじめとする壮大な遺産や美術品などの歴史的遺産も多い都市です。 

フィレンツェ：トスカーナ州都。ルネッサンスの発祥の地で、花の都としても知られています。町

は今もなお細い石畳が縦横に走っており、芸術的な雰囲気です。 

シエナ：トスカーナ地方の中世都市をかんじさせてくれる街並。広場での競馬「パリオ」が有名。 

マルタ スリエマ：観光客に人気のある賑やかなリゾート地。語学学校での日本人割合は少なめです。プラ

イベートビーチを持つ学校もあります！ 

 

 

スペイン 

バルセロナ：スペイン最大の海港都市。バスは複雑に路線が通っているため、慣れるまで大変です 

が、便利な交通手段です。市内広場では蚤の市が開かれます。 

マドリード：スペインの首都。夏と冬の季節の違いがはっきりしていますが、四季を通じて過ごし 

やすい気候です。交通機関はバス、地下鉄が走っています。 

セビージャ：アンダルシア地方の中心都市。フラメンコの本場として知られています。陽気な人  々

とアンダルシアならではの太陽に出会えます。活気があり、歴史・伝統も感じること 

ができます。 

 

ポルトガル 

リスボン：ポルトガルの首都。黄色い市電が通る、絵画のように美しい街です。流行の最先端都市

でもあり、フェスティバルやイベントが年間を通じて開催されています。ファド（ポル

トガル生まれの民族歌謡）はファドレストランで楽しむことができます。 

 

ビザ（査証）について                              ※日本国籍の場合です。             

【イタリア】 

●留学目的の場合は、長期・短期問わず就学ビザと滞在許可書が必要です。出発前に就学ビザを取得し、入国後に警察で

滞在許可を取得します。３ヶ月未満でコース参加する際は観光目的として入国／ビザ不要です。 

【マルタ】※長期滞在は、アルバイトが可能となりました！ 

●滞在３ヶ月未満の場合 

 入国時に必要書類（パスポート、入国カード、帰りの航空券）を提示することで短期滞在ビザが発給されます。 

●滞在３ヶ月以上の場合 

 現地・バレッタにある移民局で長期用のビザ申請が必要です。 

【スペイン】 

●滞在 3ヵ月未満の場合 

 留学目的であっても、ビザなし（査証免除）で入国、滞在できます。 

●滞在３ヶ月以上の場合 

出発前に日本で学生ビザを取得する必要があります。短期ビザ（１８０日まで）と長期ビザ（１８１日以上）の２種類

があり、短期ビザの場合現地で延長はできません。審査等に時間がかかるため早目の準備が必須。 

【ポルトガル】 

●滞在３ヶ月未満の場合 

 留学目的であっても、ビザなし（査証免除）で入国、滞在できます。 

●滞在３ヶ月以上の場合 

 出発前に学生ビザ／滞在許可書の申請・取得が必要です。審査等に時間がかかるため早目の準備が必須。 

国名 学べる言語 おすすめ校・ほんの一例！ 

 

イタリア 

 

イタリア語 

＊International House（ミラノ） 

＊Scuola Leonardo da Vinci（フィレンツェ、ミラノ、ローマ、シエナ） 

＊Scuola Toscana（フィレンツェ） 

マルタ 英語 ＊IELS（スリエマ） ※日本人スタッフあり 

＊Chamber College（グッジーラ） ※日本人スタッフあり 

＊ESE（セントジュリアン） 

 

スペイン 

 

スペイン語 

＊Enforex （マドリード、バルセロナ等１０キャンパス） 

＊CLIC／ih （セビージャ） 

＊LSI （マドリード） 

＊Malaca Instituto （マラガ） 

ポルトガル ポルトガル語 ＊International House, Lisbon（リスボン） 

※各校の授業料等は、お気軽にお問合せください。費用見積もり作成は無料です。 



 

   
ブラジルは日本の約２３倍、南米大陸の約半分を占める国です。国土が広いため、気候ひとつとっても南部と北部ではか

なりの違いがあります。古くから移民を多く受け入れており、日本人の移民も含め人種の坩堝と言えるでしょう。語学留

学ほか、サッカー留学先としても人気。自然と人々が平和に暮らす国・中米のコスタリカ。美しいビーチが無数にあり、

火山が連なる山脈も走っています。貴重な動植物の宝庫として世界的に有名で、環境保護の先進国。エコツアーの分野で

も知られています。  

 

 

 

ブラジル 

サンパウロ：人口１０００万人以上の大都市です。ポルトガル人や先住民の子孫をはじめあらゆる

民族が集まっています。経済の主要都市でもあります。美術館などもあり、観光も充

分楽しむことができるでしょう。 

リオデジャネイロ：南東部の大西洋海岸にあり、重要な玄関口。熱帯林とビーチに挟まれています。

世界最大・最も有名なカーニバルが毎年２月（または３月）に行われ、大勢の

人でにぎわいます。 

サルヴァドール：ブラジル最初の首都で、現在はバイーア州の州都。伝統的な歴史文化と庶民文化、

自然、宗教文化などが混ざり合った魅惑的な都市。上町と下町という二つの町が

形成され、エレベーターがこの２つの町を結んでいます。 

 

コスタリカ 

サンホセ：コスタリカの首都。市内には数々の美術館、シアター、コンサートホールがあります。

コスタリカの中心部に位置するので、他のエリアへの移動も便利です。 

コロナド：サンホセから約１０キロ。山の麓に位置し、緑豊かで明るい街です。美しいゴシック用

様式の教会があり、車で２時間もいくと熱帯雨林やビーチが広がります。 

※アルゼンチンなど中南米の他国への留学もお気軽にご相談ください。 

 

ビザ（査証）について                              ※日本国籍の場合です。             

【ブラジル】 

ブラジルへ入国場合、目的に関わらずビザが必要です。 

●滞在９０日以内の場合 

 観光ビザを取得します。現地にて１回のみ延長が可能で最長１８０日まで延長できます。 

●３ヶ月以上就学する場合 

 学生ビザを取得します。ビザの滞在可能期間は１年間。現地での延長は１回のみ可能です。 

【コスタリカ】 

●滞在９０日以内の観光、ビジネス目的の場合 

 ビザ／ツーリストカードは不要です（査証免除） 

●滞在３ヶ月以上の留学の場合 

 在留許可／一時居住ビザが必要です。または現地の移民局で査証免除から学生査証へ切り替えることができます。 

 

国名 学べる言語 おすすめ校・ほんの一例！ 

ブラジル ブラジル・ポルトガル語 ＊Fast Forward Language Institute（サンパウロ、マセイオ） 

＊Dialogo Language School（サルヴァドール） 

コスタリカ スペイン語 ＊Academia Tica／LSI（コロナド） 

＊Costa Rica Spanish Institute（サンホセ） 

※各校の授業料等は、お気軽にお問合せください。費用見積もり作成は無料です。 

         

      

中南米・Brazil／ブラジル、Costa Rica／コスタリ

カ 

語学＋カポエイラ、＋ダンス、

＋料理コースなどもあり！ 

http://www.dreamstime.com/stock-image-brazil-defends-image7937951
http://www.dreamstime.com/stock-photos-brazil-football-image13730053
http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photo-rio-de-janeiro-brazil-image18089905
http://www.dreamstime.com/stock-photo-toucan-in-brazil-image748420
http://www.dreamstime.com/stock-images-mini-world-gramado-brazil-image20431904
http://www.dreamstime.com/stock-photography-forest-in-the-fog-image7754552
http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photography-pelicans-flight-over-the-beach-image7702907
http://www.dreamstime.com/stock-images-white-face-capuchin-monkey-image14307004


  

日本から２－３時間で着くお隣の国。人々のパワー、真夜中の市場の熱気などは日本にはないものの一つと言えるでしょ

う。韓流ブーム等により韓国語を学びたいという方が増え、ぜひ本場で言葉や文化を学んでください。ハングルは一見複

雑な印象を受けますが、文法が日本語と同じなので分かりやすいと言われています。本格的な長期留学のほか、数週間の

短期留学も可能です。※語学留学はソウルのみの手配となります。 

 

ソウル 

韓国（大韓民国）の首都。全国民の１／５がソウル市民で、首都に集中して住んでいます。歴史的 

建造物などの見どころも多くあり、韓国語を学びながら観光・ショッピングを存分に楽しむことが 

できます。地下鉄が整っており、バスも走っているので生活しやすいでしょう。 

 

プサン 

南東部にあり、ソウルに次ぐ韓国第２の都市です。日本海をはさんで九州・福岡までは約２００キ 

ロほどの距離です。市内には地下鉄が整備されており移動に便利です。プサンから車で１時間ほど 

の古都・慶州へ足を伸ばせば、多くの遺跡や文化財、世界遺産を見ることができます。 

 

ビザ（査証）について                              ※日本国籍の場合です。             

●滞在 90日以内の場合 

 査証免除で入国し受講できます。韓国内でのビザ申請や滞在期間の延長は不可です。 

●語学留学で３ヶ月以上のコースを履修する場合 

 出発前に一般研修ビザ（D―４）を申請、取得する必要があります。 

（大学の正規課程に入学する場合は留学ビザ（D―２）を申請・取得します。） 

 

都市名 学べる言語 おすすめ校・ほんの一例！ 

 

ソウル 

 

韓国語 

 

＊延世大学校／Yonsei University 

＊梨花女子大学校／Ewha Womans University 

＊高麗大学／Korea University 

＊カナタ韓国語学院／Ganada Korean Language Institute 

※韓国留学は、欧米の語学研修と異なり入学日が決まっている学校が多いです（個別レッスンを除く）。早めにスケジュ

ール調整されることをおすすめします。 

※各校の授業料等は、お気軽にお問合せください。費用見積もり作成は無料です。 

 

  

数々の島から成り立つフィリピンは世界で 3番目に英語を話す人々が多い国。最近は、英語を学ぶための留学先として注

目され始めています。フィリピンの人は、南国特有の人懐っこさで外国人にも親切です。授業の特徴としては、マンツー

マンが基本であること、1日のレッスン時間を長く設定することができる、また学校によってはスパルタ式を採用し勉強

に集中できるようにしています。物価は安い。 

セブ 首都マニラの南島 500キロのビザヤ諸島の中心にあり古くから発達した都市です。スペイン統治 

時代の名残が随所にみられ、リゾート地として人気があります。整った環境で勉強できるでしょう。 

マニラ ルソン島に位置するフィリピンの首都。区によって特徴があるが、治安に問題のないエリアにある 

語学学校を紹介しています。 

バギオ フィリピン北部ルソン島に位置する都市。高地にあるため、フィリピンでありながら年中涼しく快 

適な気候です。ルソン島の軽井沢とも言われています。集中して勉強できる環境。 

クラーク マニラから 70キロ程北に離れています。自然とモダンが調和する環境で、経済的に成長している 

特区です。治安も良く、大型ショッピングモールなどの施設もあり生活しやすい。 

ダバオ ミンダナオ島に位置するフィリピン第二の都市。首都マニラから飛行機で 1時間ほど。常夏の島で、 

年中暑い。マリンスポーツなどのアウトドアを楽しむこともできます。 

★注目！二ヵ国留学★ 

フィリピンで安く集中的に英語を学んだ後に、欧米、オセアニアなどで留学・ワーキングホリデーを！ 

進学や資格取得で IELTSや TOEFLの英語力証明を求められている方にもおすすめです。 

South Korea／韓国 

Philippineｓ／フィリピン 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Flag_of_the_Philippines.svg


ビザ（査証）について                              ※日本国籍の場合です。             

出発前の手続きは不要です。滞在日数＋6ヶ月以上のパスポート残存期間が必要。入国時には、帰りの航空券を提示する

ことで 30日間の観光ビザが発給されます。この日数を超える場合は、現地でビザを延長します。 

 

都市名 学べる言語 おすすめ校・一例 

 

セブ 

 

 

 

 

英 語 

＊Philinter Center for English Language ※日本人スタッフ有 

＊3 D Universal ※日本人スタッフ有 

＊CELLA ※日本人スタッフ有 

＊SMEAG ※日本人スタッフ有 

マニラ ＊MK Education Manila 

＊C21 Language Institute 

バギオ ＊Pines International Academy ※日本人スタッフ有 

（短期間で IELTSスコアアップを目指す方へは CNSIIを推薦） 

＊Help English Institute 

クラーク ＊CIP School 

＊EG Academy ※日本人スタッフ有 

 

カリキュラムの一例（サンプル）             

グループレッスン＆マンツーマンレッスンでカリキュラムが組まれているのが、フィリピンにある語学学校の特徴です。 

初級レベル 中級レベル 上級レベル 

楽しむことを強調した繰り返し学習によって、

日本語とは違う語順感覚に慣れることが中心

の学習。  

英語を使う機会を増やし、文法、基礎作文、討

論授業を通して一文章の完成度を理論的に高

める事が中心の学習。また、多くの語彙を習得

することにより上級レベルへ上がるための準

備基盤を作る。  

オプション授業、映像授業、上級作文など、自

分が望む分野の実力を集中的に向上させるこ

とができるクラスレベル。多くの学生と先生の

前で発表するPresentation授業を通して、自分

の英語力に自信をつける。  

授業時間： 

マンツーマン３時間 

１対３クラス２時間 

リスニング２時間 

ボキャブラリー及びスピーキング 

トレーニング１時間 

無料オプション２時間  

授業時間： 

マンツーマン３時間 

１対３クラス２時間 

英文法２時間 

ライティング１時間 

無料オプション２時間  

授業時間： 

マンツーマン４時間 

１対３クラス１時間 

グループクラス３時間 

無料オプション１時間 

（高級会話コースの場合） 

 

 

今世界に注目されている経済成長国。中国に進出している日系企業も数多く、キャリアアップを目指す方の留学先として

も人気が高まっています。また長い歴史を背景とした建築物や食文化などに魅力を感じ、実際に目で見てみたい・生活し

てみたいと留学を検討される方も増えています。急速な発展を続ける中国を肌で感じてみませんか？ 

 

 

北京（ペキン） 

中国（中華人民共和国）の首都。中国の政治と文化の中心で大都市です。四季がはっきりしており、 

春と秋が短く、夏と冬が長めです。万里の長城や故宮などの名所旧跡が数多く残っており、世界中 

から多くの観光客が集まります。 

 

上海（シャンハイ） 

アジア有数の世界都市で、中国最大の商業・金融・工業都市でもあります。上海博物館をはじめ多 

くの博物館、展示場があり、デパートや映画館も豊富です。レトロや洋館めぐりや歴史探訪、 

エステ・マッサージなど飽きることのないエキサイティングな街です。 

 

大連（ダイレン） 

遼東半島の先端部に位置しています。日本の仙台市とほぼ同じ緯度です。海浜公園や多くの広場が 

あり、観光スポットとして、市民の休憩の場として利用されています。ショッピングセンター／シ 

ョッピングモールもあるので、日本食や電化製品も購入できます。 

 

China／中国 



ビザ（査証）について                              ※日本国籍の場合です。             

●滞在期間が１５日以内の場合 

 査証免除で入国できます。 

●上記以外 

 ①留学期間が半年を超える場合 → 留学ビザ（Xビザ）を申請、取得します。 

 ②留学期間が半年以内の場合   → 訪問ビザ（Fビザ）を申請、取得します。 

 ③受入先校から観光ビザでの入境要請を受けた場合 → 観光ビザ（Lビザ）を申請、取得します。 

 

都市名 学べる言語 おすすめ校・ほんの一例！ 

 

北京 

 

中国語（北京語） 

＊北京交通大学（随時入学可能の短期コースあり） 

＊北京広播電視大学（随時入学可能の短期コースあり） 

＊北京師範大学 

＊北京大学 

＊北京理工大学 

 

上海 

 

中国語（北京語） 

＊上海大学（随時入学可能の短期コースあり） 

＊復旦大学 

＊上海外国語大学 

＊上海師範大学 

大連 中国語（北京語） ＊大連外国語学院 

＊東北財経大学 

重慶 中国語（北京語） ＊重慶師範大学 

※短期留学は夏休みなど決まった時期のみ、または学校により随時入学できます。長期留学は就学期間が半年～１年です。 

※学校やコースにより年齢制限（例：高卒以上／１８歳～４５歳など）があります。 

                                                        

その他のアジア留学 

香港・台湾・シンガポール・タイ・ベトナム・マレーシアなどへの留学手配も可能です。詳細はお問合せください。 

●学べる言語 

香港：北京語・広東語・英語 台湾：北京語 シンガポール：北京語・英語 

タイ：タイ語 マレーシア：英語・北京語・マレー語 ぺトナム：ベトナム語 

      

       

                                                                              

【費用について】 

留学先国や都市、学校、コースにより異なります。まずは、お気軽に費用見積り作成（無料）をご依頼ください。 
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Sample／サンプル 

 

 

 

 

費用見積書             

 

 

 ＊＊＊＊＊＊＊ 様  

 

 

渡航先国・都市 ニュージーランド・オークランド 

就学校名 Kiwi English Academy 

コース・期間 ジェネラルイングリッシュ（スタンダード）・2週間 

(月)～(金)：週20時間レッスン 

滞在方法 ホームステイ（個室・朝夕食付き）・2週間 

ビザの種類 不要 

 

【費用お見積り】 

 明  細 内  訳 金  額 

学校手続代行料 

外国送金手数料 

 

入学金 

授業料 

教材費 ※1 

宿泊手配料 

ホームステイ費用 

空港送迎（オークランド空港・往復） 

 

 

銀行宛・1件 

 

＄250 

＄670 

＄20   ＄1,930×83円 

＄250     

＄540 

＄200 

 

無 料 

７，５００円 

 

 

 

１６０，１９０円 

 

        

 

小 計 ①  １６７，６９０円 

航空運賃・目安  ※2 

海外留学生保険・目安 ※3 

往復 

日本の保険会社の場合・15日間 

１８０，０００円 

７，０００円 

小 計 ②  １８７，０００円 

概算合計 ①＋② ３５４，６９０円 

NZ＄1＝83円 当法人レート適用（TTS＋5%） 2021年＊月＊日現在 

レートの変動に伴い実際の費用が上記と変更になる場合がございます。予めご了承ください。 

 

※１ テキストを購入する場合は、別途実費の負担が必要です。 

※３ 上記は目安です。利用航空会社、出発時期、チケットタイプなどにより金額は異なります。 

※２ 上記は目安です。保険会社のプランにより異なります。IENではニュージーランドの民間保

険・Uni-Careもご案内しております。 

 

 

◆お見積作成のステップ 

 ・無料カウンセリング－渡航先などについてご相談ください。 

 ・渡航先にある語学学校をご紹介－興味のある学校、希望の滞在方法をお知らせください。 

 ・お見積りを作成し、メール添付でお送りします。 

 ・お見積りをもとに、学校やコースを絞り込んでいきましょう！ 



語学留学・手続きの流れ 

 

 

出発の 6ヶ月～18ヶ月前 

◎無料カウンセリング 

カウンセリングはご来社のほか、オンラインでも対応しております。お気軽にご予約

ください。  

無料カウンセリング予約 https://www.ibunka-koryu.net/apply/counseling/  

◎無料見積り 

費用のお見積もりも無料です。すでに行きたい国や留学できる期間など決まっている

希望がありましたらそちらもお知らせください。見積書は Emailでお送りしています。 

IEN営業時間 ※日曜＆祝日は休業です。 

月曜日～金曜日：11：00～18：00 土曜日(隔週)：13：00～17：00   

 

 

 

出発の 4ヶ月～12ヶ月前 

 

 

＊査証免除の場合は、出発 1，2ヶ月

前でも手続きが可能です！ 

 

＊ご出発まで 2 ヶ月を切っている場

合、お申込時にプログラム費用全額

をお支払いいただいております。 

◎お申込み  

必要事項を記入した申込書をご提出ください。申込金の請求書、およびスチューデン

トハンドブックやガイドブック、保険などの案内をお送りします。 

申込金／手続代行料のご入金確認をもって正式申込となり各手続きを開始します。 

【申込書】 

 IENウェブサイトからのオンライン申込み、または申込書をご提出ください。 

 申込フォーム・申込条件書 https://www.ibunka-koryu.net/apply/   

【申込金／手続代行料】 

 ・提携の私立語学学校（多数）      手続代行料は無料！ 

 ・提携の私立専門学校付属英語コース   （申込時に内金として￥30,000のお支払い） 

 ・一部の公立カレッジ付属英語コース    

※18歳・高校生までは別途ユースサポート費が必要 ／3ヶ月まで￥20,000 （4ヶ月以上の語学

留学はお問合せください。高校留学は専用資料にて詳細をご確認ください。） 

 ・提携外の語学学校、公立カレッジ・大学付属コース － ￥40,000 

 ・アジア各国 － ￥25,000～￥35,000（期間等により異なる） 

 ・ヨーロッパの一部（北欧、東欧） － 無料～￥40,000 

 ・中南米の一部の国 － 無料～￥40,000 

出発の 3ヶ月～6ヶ月前 ◎渡航手続き 

パスポートの申請、航空券の手配、海外留学生保険へ加入、滞在先の手配 

 

出発の 3ヶ月～2ヶ月前 

◎ビザ申請（該当者） 

渡航先国、留学期間などにより異なります。必要書類について詳細をご案内し、準備

を進めていただきます。一部の国は代理申請が可能です。 

※ビザ申請サポート費用、電子渡航証明手続サポート費用／代行料は、別途必要です。 

出発の 1ヶ月～2ヶ月前 ◎ビザ受領 ◎電子渡航証明手続き 

出発の 2週間～4週間前 ◎最終資料を送付 

滞在先のご案内、空港出迎え／送迎の情報をご案内します。 

 

出発の 1週間～10日前 

◎出発前オリエンテーション／来社または電話・スカイプで実施 

日本出発から現地到着、現地でのスケジュール、現地生活のアドバイス、緊急時の対

処などを詳しくご説明しています。 

出 発！ 行ってらっしゃい！ 

IEN は日本出発後も相談窓口となり、オンラインで対応しています。語学留学後の進

学や就職、転職についてもアドバイスしています。 

■申込み後の変更について 

 IENが現地就学校へ手続きを行う前は、変更手数料は発生しません。IENが現地就学校へ手続きを行った後・授業料などを送金した

後・ビザ申請／発給後は、状況や変更内容により変更手数料：￥3,000～￥20,000が発生します。 

 

■取り消しについて 

 ①正式申込後（申込書提出および申込金（学費からの内金）または手続代行料のお支払い後）にお申込みを取り消す場合、お支払い

済みの申込金／手続代行料のご返金はありません。事務手数料に充当いたします。 

 ②授業料等の返金に関しては、各学校のリファンドポリシーに準じます。お申込時にご案内しております。 
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