
項目 JTB 日本旅行

都市/国 バンクーバー／カナダ ソウル／韓国 ソウル／韓国 パース／オーストラリア メルボルン／オーストラリア パース／オーストラリア

最寄りの空港 バンクーバー国際空港 パース空港

空港送迎（有・無） あり オプション　（12,000円） オプション　（12,000円） 貸し切りバス あり あり

ビザ eTA K-ETA K-ETA ETAS ETAS ETAS

研修先機関 Simon Fraser University 慶煕大学　言語教育院　語学堂 慶煕大学　言語教育院　語学堂 西オーストラリア大学附属英語学校
ディーキン大学附属英語学校

Burwood Campus
西オーストラリア附属英語学校

４週間 6週 ３週 5週 5週間 5週間

2023年2月28日（火）～　3月24日（金） 2023年2月8日(水）～3月22日（水） 2023年3月6日（月）～3月24日（金） 2023年２月13日（月）～3月17日（金） 2023年２月13日(月)～3月17日(金) 2023年２月13日(月)～3月17日(金)

※プログラムの開始日は2/28(火)となり、午前中に

Placement Test、午後から各自レベルのクラスに分かれて授

業開始となります。

2/27(月)は平日ですがタームとタームの間で授業はございませ

ん。

各自通学方法の確認や、通学に必要なCompass Cardの

購入、時差ボケの調整のお時間に使っていただければと思いま

す。

出発～帰国日

授業時間数 27時間/週 　1学期約140時間予定 　1学期約60時間予定 合計100時間 20時間/週　　　　　合計100時間 20時間/週　　　　　合計100時間

1クラスの人数 平均12名。最大18名 １０～１５人 １０～１５人 平均　15人 平均　14人

レベル分け

Advance, upper intermediate, intermediate,

elelemtary, and beginnerがべ－ス。申込人数が少

ない場合は、３つのレベルのみ。

事前テスト実施（オンラインの場合もあり） 事前テスト実施（オンラインの場合もあり） プレイスメントテスト プレイスメントテスト

ホームスティダブルプレイスメント　※ほかの生徒と同室 寄宿舎2人部屋 寄宿舎2人部屋 （ホテル1泊後ホームステイ先へ） ホームステイ ホームステイ

（シングルプレイスメント追加料金にて手配可） コシテル コシテル ホームステイ

食事の有無 3食 3食 有

Simon Fraser University（SFU) は 1965 年に設

立された、バンクー

バー周辺に 3 つのキャンパスを持つ州立大学です。SFU

は科学/応用化学、人文社会科学、ビジネス、教育、保

健科学の 6 学部に 800 人以上の教授が在籍し、学

士課程でも広範囲に渡って専門的なプログラムを提供し

ています。約 35,000 人の学生が学び、内 2,800 人

が留学生が占める、留学生に人気のある大学です。

SFUの English Language and Culture

(ELC) は少人数のクラスで厳しく設定されたイングリッシュ

オンリーポリシーや出席ポリシー、そして実践的な会話重

視のプログラムとなっているのが特徴です。

ELCのキャンパスはバンクーバーのダウンタウンにあるハー

バーフロントセンターキャンパス内にあり、キャンパスはハー

バーセンターと直結しており、フードコートやショッピングエリア

にも容易にアクセスが可能です。また語学留学生も大学

生と同様にビル内の大学のラウンジや図書館、PCラボ、

自習室といった設備を利用でき、同じキャンパスで学ぶ大

学生との交流の機会もあります。

成田⇔バンクーバー

02月26日(日) JL 0018　18:40発→10:55着

03月25日(土) JL 0017　13:45発→16:30着（翌

日）

※COVID-19により、渡航が中止になる場合もございま

すので予めご了承ください。

申込期限　2022年11月28日(月)まで毎日の交通費

は含まれておりません。

現地にて各自ご購入ください。

授業料（大学保険・施設

使用料等含む）
¥241,000 ¥214,000 ¥95,200 ¥218,318 ¥192,495

入学金、教材費用など 上記に含まれる ￥6,500（登録料） ￥6,500（登録料） ¥23,475 ¥32,865

宿泊
￥181,000（その他　空港送迎、

ダブルプレイスメント)
¥107,000 ¥53,500 ¥180,758 ¥186,861

航空運賃等 ¥176,000

燃油サーチャージ、空港諸

税
¥123,760

ビザ申請･手続代行料　※

代行費用＋実費
¥10,800

現地手配会社手数料 上記に含まれる

手配手数料 ¥109,884 ¥31,900 ¥31,900 ¥42,255 ¥23,006

費用合計 ¥842,444 \359,400＋航空運賃 \187,100＋航空運賃 ¥1,298,000 \464,805＋航空運賃 \435,227＋航空運賃

MEC

到着：2023年２月11日(土)

出発：2023年3月18日(土)

DUELIとは

ディーキン大学附属英語学校（DUELI:Deakin

University English Language Institute）は

1998年から留学生向けの英語の集中プログラムを提

供しています。ディーキン大学や他の高等教育機関へ

入学するために必要な英語力の育成において高い評

価を得ています。また進学英語コース（EAP:

English for Academic Purposes）だけではなく

一般英語コース（GE: General English）などの

コースも提供しています。実際の生活や大学の授業で

役立つ実践的な英語のプログラムを初心者レベルから

上級者レベルまで用意しています。

(MEC HPより）

Program: LCE / Academic English

Presenter UWA CELT teaching staff

<Monday~Friday>

08.30 - 10.30

  LCE/Academic English

  Global language classes

10.30 - 10.45

  break

10.45 - 12.45

  LCE/Academic English

  Global language classes

CELTは西オーストラリア州パースの西オーストラリア大

学キャンパス内にあり英語を学ぶにあたって適した環境

にあります。学校独自に組まれたプログラムは英語習得

に大いに役立ちます。学生自身の目的によってビジネ

ス、アカデミック、一般英語の中から最適なものを選ぶこ

とが出来ます。その他にもIELTS、TOEFLやケンブリッ

ジ検定といったテスト対策コースも用意されています。

特に日本でも就活等で活用できるTOEICのテスト対

策コースは日本人学生にもお勧めです。IELTSと

TOEFL iBTは校内にテストセンターがあり学生は本校

で申込、受験することが出来ます。(MEC HPより）

 


R４年度 春季短期 モデルコース一覧

aah

コース

研修期間(始期～終期）

出発日：2023年2月26日(日)

帰国日：2023年3月25日(土)　翌日着

2023年2月7日（火）（出発日/入寮日）

2023年3月23日（木）（帰国日/退寮日）

2023年3月5日（日）（出発日/入寮日）

2023年3月25日（土）（帰国日/退寮日）

出発日：2023年2月11日(土)

 帰国日：2023年3月19日(日)

宿泊施設

種類

概要 研修先機関　概要

プログラムの特徴

• クラス分けテストにより自身の韓国語レベルに合ったク

ラスで授業を受けることができます。

• また全クラス少人数制で授業を実施しているため、

先生、受講生とのインタラクションが活発に行われます。

• 午前の韓国語の授業と午後の特別授業を通じて正

確で流暢な韓国語能力を身につけることができます。3

週間プログラムは文法と会話を中心に学びます。

• プログラム終了後、出席、成績等条件を満たす場

合は成績表等の発行が可能です。

• K-POPやドラマ、ハングルカリグラフィー、オンライン韓

国旅行、テコンドーなど様々な韓国文化の特別講座

を受講できます。

• ソウル近郊で行われる現地学習(ソウルNタワー、ロッ

テワールド・アクアリウム、韓国民族村、陶芸村など)で

は韓国文化を体験し、楽しむことができます。

• 韓国語トウミ(慶熙大学校の学生)と交流し、韓国

語と韓国文化に触れることができます。

プログラムの特徴

• クラス分けテストにより自身の韓国語レベルに合ったク

ラスで授業を受けることができます。

• また全クラス少人数制で授業を実施しているため、

先生、受講生とのインタラクションが活発に行われます。

• 午前の韓国語の授業と午後の特別授業を通じて正

確で流暢な韓国語能力を身につけることができます。4

週間プログラムは文法と会話を中心に学びます。

• プログラム終了後、出席、成績等条件を満たす場

合は成績表等の発行が可能です。

• K-POPやドラマ、ハングルカリグラフィー、オンライン韓

国旅行、テコンど様々な韓国文化の特別講座を受講

できます。

• ソウル近郊で行われる現地学習(ソウルNタワー、ロッ

テワールド・アクアリウム、韓国民族村、陶芸村など)で

は韓国文化を体験し、楽しむことができます。

• 韓国語トウミ(慶熙大学校の学生)と交流し、韓国

語と韓国文化に触れることができます。

 � 

・世界トップ100大学に入るUWA(西オーストラリア大

学）の附属英語学校

・計100時間授業（平日8:45～12:45　2時間×2

コマ×平日5日間×6週間）

・学校往復へのファミリー同行なし。徒歩又は公共交

通機関にて通学（各自負担）

・1家庭に付学生1名（ステイ先の子供と共有の場合

あり）

・｢サステイナブル｣という視点からSDGsを体感できるプ

ログラムの充実

10名以上

費用

AIR
AIR　※現時点での時刻表

のため変更の可能性あり

条件

＊コロナの状況により文化体験、トウミのプログラムは変

更になる場合がございます。

＊参加者が最低人数に満たない場合は未開講にな

る場合がございます。

　（未開講の場合は語学堂の返金規定、当社規定

によってのご返金となります。）

＊コロナの状況により文化体験、トウミのプログラムは変

更になる場合がございます。

＊参加者が最低人数に満たない場合は未開講にな

る場合がございます。

　（未開講の場合は語学堂の返金規定、当社規定

によってのご返金となります。）


