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～イギリス個人語学留学（短期・長期）2020～ 

※特別キャンペーン 
  

学校名：サウスボーン・スクール・オブ・イングリッシュ（Southbourne School of English） 

     30 Beaufort Road Southbourne Bournemouth Dorset BH6 5AL England 

          Tel：44-1202-422022/422023/422300    Fax：44-1202-417108       

     http://www.southbourneschool.co.uk 

 

場 所：ボーンマス（イギリス南部） 

 

イギリス語学学校の特色 

      語学教育に古い歴史のある伝統的なイギリスの語学学校は、ほとんどが私立の語学学校

です。アメリカに次いで人気があり、様々な国からの受け入れをしており、また入学時

期が柔軟なので、自分のスケジュールに合わせて語学留学できます。さらにイギリス国

内やヨーロッパ各国へのアクセスも便利で、語学留学修了後、各自で足をのばすことも

可能です。 

 

プログラムの特色 

★Southbourne School of Englishには、世界各国から英語を学ぶために学生が集まって

来ます。特に欧州や中東からの学生も多く、国際的な雰囲気の中で授業を受ける事がで

きます。 

★授業期間は１週間から希望に合わせて１週間単位で増やす事ができます。 

★初日のクラス分けのテストで自分のレベルに応じたクラスで、１週間１５時間～２１時

間の授業を受けます。 

★短期英語コースでは、General コース(１週間１５時間)､Intensive コース(１週間２１

時間)や特別強化コース(１週間２１時間＋６時間の個人レッスン)，長期英語コースが

あり、自由に選択できます。 

★学校は、土日、祝日（4/10,4,13,5/8,5/25,8/31）、年末年始（2020 年 12/19～2021 年

1/3）は休みとなります。 

 

 環 境：Southbourne School of English は、イギリス南部にあるリゾート地ボーンマスの郊外

にある快適な住宅地区に位置しています。ボーンマスは、治安も良く、とても住みやす

い環境であり、白砂のビーチが美しく、学校からビーチまで歩いて１０分ほどで気軽に

行くことができます。ロンドンからも電車で約２時間の距離にあり、どこへでも手軽に

アクセスできるロケーションです。 

 

 滞在方法（ホームステイ）： 

学校まで徒歩又は市バスで平均１０～３０分のイギリス人家庭にホームステイをし 

ます。１家庭１人を原則とします。但し、同校に通う他国の生徒が滞在している場 

合もあります。 

ホームステイ先から学校までは、原則として各自で通学することになります。通学 

方法については、学校初日のオリエンテーションで説明しますので、市バスなどの 

交通機関を利用する場合は、定期券等を購入すると便利です。（各自負担） 

ホームステイ以外の滞在方法(寮)をご希望の方は、事前にお問合せください。 

 

http://www.southbourneschool.co.uk/
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 日 程（例）：２週間コース 

   １日目   成田・羽田・関空発→ ロンドン（ヒースロー空港）着 

 （土曜日発）  係員(SSEのボードが目印)が出迎え、車にてボーンマスへ   

※ 空港出迎えをご希望の方は、事前にお申し込みください。 

（1名の場合：片道１９０ポンド、２名の場合：片道１００ポンド） 

  ボーンマス到着後、ホストファミリー宅へ 

※ ホストファミリーとマッチング 

 

   ３日目   学校初日は、ホストファミリーと一緒に学校まで行きます。 

（月曜日）    ※ 初日にクラス分けテスト，オリエンテーションとテキスト配布 

         ※ ２日目からは、各自で学校まで通学します。 

         ※ バス等の交通機関を利用する場合は，定期券を事前に購入します。 

       通学費用は、各自負担となります。 

          （研修初日の月曜日が祝日の場合は、翌日からとなります） 

   

 ４日目   クラスにて英語研修 

（火曜日）    ※ Generalコース 

         週５日間（月～金の午前） ３時間ｘ５日（１レッスン４５分） 

～      ※ Intensiveコース 

         週５日間（月～金の午前/午後） ４時間ｘ５日（１レッスン４５分） 

         午後は、様々なアクティビティに参加（一部有料）：自由参加 

         週末（土・日）はフリータイム 

  

 １５日目   ホームステイ先より空港へ 

 （土曜日発）  各自で帰路のフライトチェックイン 

         ロンドン（ヒースロー空港）発            機内（泊） 

 

  １６日目 

 （日曜日）   成田・関空着 

      

※ 期間は、希望に応じて１週間から長期まで自由に選べます。（最大４８週間まで可能） 

   ※ 語学留学修了後、個人で自由旅行(ヨーロッパ内など)をする場合は、事前にお知ら 

せください。 

   ※ 航空券は、ご希望があれば、本会にて手配いたします。 
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コース・授業料： 

★短期英語コース（１６歳以上）   受入期間：通年      

受講期間：１週間～１２週間（１週間単位で授業を増やすことができます。） 

   開始日：毎週月曜日（月曜日午前にレベル分けのテスト、オリエンテーションを実施） 

入学金：１００ポンド  教材費：３５ポンド（１週間のみの方） 

１週間のレッスン数       授業料        ホームステイ料 

コース名     （１レッスン４５分）    （１週間単位）      （１週間単位） 

General 

コース 

２０レッスン   

（１５時間） 

１９０ポンド（１週間） 

３８０ポンド（２週間) 

５７０ポンド（３週間） 

７６０ポンド（４週間） 

９４０ポンド（５週間） 

＊夏季（6/15～8/28） 

３１０ポンド（１週間～） 

114ポンド 

（1/5～6/13） 

 (8/30～12/20) 

 

135ポンド 

（6/14～8/29） 

 Intensive  

コース 

２８レッスン   

（２１時間） 

２３０ポンド（１週間） 

４６０ポンド（２週間) 

６９０ポンド（３週間） 

９２０ポンド（４週間） 

１１４０ポンド（５週間） 

＊夏季（6/15～8/28） 

３５０ポンド（１週間～） 

    

★長期英語研修コース   受入期間：通年       

受講期間：１２週間(3カ月）、２４週間(6カ月)、３６週間(９カ月)、４８週間(12カ月) 

   開校日：毎週月曜日（月曜日にレベル分けのテスト、オリエンテーションを実施） 

               １週間のレッスン数    授業料     ホームステイ料 

コース名        （１レッスン４５分）            （１週間単位） 

General（12）週間コース ２０レッスン ２２００ポンド 114ポンド 

（1/5～6/13） 

 (8/30～12/20) 

 

135ポンド 

（6/14～8/29） 

General（24）週間コース ２０レッスン ４１８０ポンド 

Intensive（12）週間コース ２８レッスン ２６８０ポンド 

Intensive（24）週間コース ２８レッスン ５０８０ポンド 

 ※長期英語研修の場合、夏季のハイシーズン期間（6/15～8/28）は、１週間につき 120ポンド 

 (20、28レッスン)の追加授業料がかかりますので、ご注意ください。 

 ※クリスマス＆ニューイヤー期間中(12/20～1/3)のホームステイは１週間174ポンドになります。 

学力レベル：初心者，初級，中級(下)，中級，中級(上)，上級 

１．ビギナー(初心者)   一般的な挨拶のフレーズや単語を幾つか使う程度。 

２．エレメンタリー(初級) 日常生活での要求を基本的に満たせる簡単な英語を使う程度。 

３．インターミディエイトⅠ(中級・下) 

        日常生活での要求を満たすのに十分な英語を使う程度。        

４．インターミディエイトⅡ(中級) 

  日常生活での多くの要求や個人的な会話に十分な英語を使う程度。 

 ５．インターミディエイトⅢ(中級・上) 

           あらゆる実用的、個人的な会話で適当な範囲の英語を効果的に使える程度。 

６．アドバンス(上級) 

        日常生活で自信を持って、幅広い内容の英語を使う事ができる程度。 
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★授業見本計画表(例：Generalコース)  ※Intensiveコースは、午後にも英語レッスンをします。 

 

Hours 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日 

    9:15～12:45 
英語  

レッスン 

英語  

レッスン 

英語   

レッスン 

英語   

レッスン 

英語   

レッスン ホストファミリ

ーと過ごす 

または 

小旅行(有料)  12:45～13:45 昼 食 

   13:45～15:30 アクティビティ ※Intensiveコースはレッスン 

・１週目の月曜日午前は、レベル分けテストとオリエンテーションがあります。 

・アクティビティは、スポーツやボーンマス市内見学など週ごとにプログラム内容が異なります。 

また、参加費は、無料のものと有料のものがありますので、初日のオリエンテーションの時に 

確認していただくことになります。 

 ・１週間のみの方は、教材費として３５ポンドがかかります。 

授業料に含まれるもの 

  ・選択したコースのレッスン料         

・テキスト、教材費                

・学生ＩＤカード               

・自習センターの使用               

・学生セット一式（ショルダーバック、バインダー、ボーンマスの地図など） 

  ・カウンセリング費              

・修了証の発行 

 

ホームステイ料 

  ・ホームステイ料は、日曜日から土曜日まで滞在を１週間単位とし、食事は、月曜日から金曜

日までの朝・晩の２食と、土・日曜日の朝・昼・晩３食が含まれています。 

  ・ホームステイ料金は１週間単位のため、ホームステイ中に、個人の都合で宿泊、食事をキャ

ンセルした場合や事前に１週間のうち宿泊しない場合があってもホームステイ料の返金、減

額はありません。 

  ・１８歳以下の学生は、同年代の学生(他国)と一緒にホームステイをします。 

  ・原則として現地到着後、ホームステイの変更はありません。 

   特別な理由で変更になる場合は、事前にお知らせします。また、やむ負えない理由で、参加

者側からホストファミリー変更を希望される場合は、２５ポンドが事務手数料としてかかり

ますので、予めご了承ください。  

  ・ホームステイの延泊は、原則として１週間単位となりますが、単泊を希望される場合は、事

前にお問合せください。 

 

その他に必要な経費 

   旅券(パスポート)申請料   ５年間の旅券        １１，０００円 

１０年間の旅券       １６，０００円 

   国際航空券代    ＊必要な方には、本会にて手配いたします。 

   海外旅行傷害保険  ＊必要な方には、本会が紹介をします。 

   現地生活費      個人留学修了後の個人旅行   

   



 5 

～お申込み後の変更・解約等～ 

１． お申込み後、手配内容に変更が生じた場合は、変更手配料がかかります。 

  主な変更事項：日程の変更、受講コースの変更、ホームステイから寮などへの変更 等 

    変更手配料  

      (イ)お申込み後から出発日の前日から３１日前        １回につき３，０００円 

(ロ)出発日の前日から起算しさかのぼって１５日前    １回につき１０，０００円 

(ハ)出発日の前日から起算しさかのぼって１４日目以降   原則解約料と同扱い 

 

２．お申込み後の派遣先の変更は、原則として｢解約｣扱いとなりますのでご了承ください。 

 

３． お申込み後、解約される場合、以下の条件により解約料がかかりますので予めご了承くだ

さい。尚、いかなる理由による解約の場合でも入学手続代行料は返金いたしません。 

 

(イ)お申込み後から出発日の前日から３１日前        入学手続代行料のみ 

(ロ)出発日の前日から起算しさかのぼって３０日目以降～１６日前まで 

                    入学手続代行料と滞在費の１週間分 

    (ハ)出発日の前日から起算しさかのぼって１５日目以降出発日前日まで 

                      入学手続代行料と授業料・滞在費の１週間分 

       (ニ)出発日以降または無連絡不参加   入学手続代行料と授業料・滞在費の２週間分 

   ＊本会にて航空券を手配されている場合は、別途航空券の解約料がかかります。 

    航空券の解約料については、航空会社によって異なりますので、お申し込みの際にご 

確認ください。 

 

４． 派遣先にて英語研修を修了前に、途中で放棄した場合、残金の返金はありません。 

授業を欠席した場合も、欠席した授業相当分の返金はありません。また、いかなる理由で

欠席した場合でも、滞在期間(ホームステイなど)を欠席日数分延長することはできません

のでご注意ください。 

 

５．英語研修中に，受入校の定める規則に反し、罰則により退学処分を受けた場合、いかなる

差額の払い戻しにも応じませんのでご了承ください。 

 


