～ハワイ個人語学留学（短期・長期）201９～
学校名：グローバル・ビレッジ・イングリッシュ・ハワイ
（Global Village English Centres）

1440 Kapiolani Blvd. Suite 1100,
Honolulu Hawaii 96814 USA
Tel：８０８-９４３－６８００
Fax：８０８－９４３－６４００
http://www..gvenglish.com
場 所：ホノルル
グローバル・ビレッジ語学学校の特色
２５年以上もの歴史が確証する、安全で信頼の出来るサービス。常に業界の標準を上回ります。自然環境
に恵まれ治安もよく、アジア圏を中心に様々な国からの受け入れをしております。
優秀な講師陣と安全なホームステイを提供しています。
プログラムの特色：
★アジア・ヨーロッパなどの国から学生が集まり、インターナショナルな環境の中で受講することができま
す。(日本人平均 ３０％～４０％)
★個人のレベルに応じたクラスで学ぶことができます。
★スケジュールに応じて集中的な英語のトレーニングができます。
★１週間からの短期留学コースから２４週間の長期留学コースまで自由に選択できます。
環 境：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求できる学
校です。アラモアナショッピングセンターから渡った所にある綺麗なパシフィックガーディアンタワー
の１１階にあります。ビーチからもほんの数分の距離です。学校からは、山と海の絶景が眺望できます。
アクティビティも豊富でサーフィン、フラ、ウクレレのレッスン、サンセット・カタマランクルーズや
乗馬、フラ鑑賞や歴史を求めてのハイキングなど、一年中アクティビティを楽しめる最高の場所です。
滞在方法（ホームステイ）
：
学校までは市バスで平均４０～６０分のアメリカ人家庭にホームステイします。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(長期の場合)等を購入すると便利です。
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日 程（例）
：２週間（１４泊１６日）General English コース（20 ﾚｯｽﾝの場合）
１日目

成田・関空発→ ホノルル空港到着 入国審査

（土曜日発） 送迎担当者が出迎え、ホストファミリー宅へ
３日目
（月曜日）

ホームステイ(泊）

学校初日は、ホストファミリーに行き方を確認後、各自で学校まで行きます。
＊初日にクラス分けテストとオリエンテーション、テキスト配布
＊バス等の交通機関を利用する場合は，定期券(長期の場合)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
（火曜日）

クラスにて英語研修
週５日間 （月～金）２０レッスン（約 17 時間）

～

ホームステイ（泊）
＊授業終了後、さまざまなアクティビティに参加することができます。

１５日目

ホームステイ先よりホノルル空港へ

（土曜日）

各自で帰路のフライトチェックイン
ホノルル発

１６日目

機内（泊）

成田・関空着

（日曜日）
＊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２４週間まで可能）
＊航空券は、ご依頼があれば本会にて手配いたします。
クラス分けテスト：クラスは８段階に分けられ、レベル 1～２は Beginner、レベル３～６は Inetmediate、
(学力レベル)

レベル７～８は Advanced となります。

１．Beginner（初級）

レベル１～２

英語をほとんど理解できない学生を対象にカリキュラムが構成されています。クラスでは、英語を
基本からしっかりと学習し、より早く英語に慣れ、次のレベルへ上がれるように英語学習を行いま
す。
２．Intermediate（中級）

レベル３～６

正確な英語を学習する上で、最も重要な｢読む、書く、聞く、話す｣を徹底的に学習します。バラン
ス良く基礎からしっかりと勉強する事により、仕事や進学、または様々な場面で英語をしっかり使
いこなす事のできるように備えます。
３．Advanced（上級）

レベル７

さらなる英語力の理解に焦点が置かれています。バラエティに富んだトピックを用い英語学習を
行い、英語を実生活やビジネスなど特定の分野にでも対応ができるように学習を行います。
４．Advanced Plus(上級プラス)

レベル８

より高いレベルでの英語学習を様々なスキル取得に焦点を置き行います。応用力のある英語力を
習得し、仕事やキャリアなどあらゆる場面にて英語を流暢に使いこなせるように学習を行います。

2

★語学留学コース
受講期間：１週間～36 週間
開始日：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：１５０US＄

教材費：２５US＄（１週間ごと）

設備費：２５US＄

コース①：General English Vacation（16 レッスン／毎週 13 時間 20 分）
授業時間：月曜日～木曜日
日数（例）

授業時間

授業料

ホームステイ料（Full Board)

1 週間
３６０US$（週単位）
2 週間～3 週間
３２５US$（週単位）
４週間～７週間
２８５US$（週単位）
１週間～36 週間

13 時間 20 分ｘ週数
（１ﾚｯｽﾝ 50 分）

８週間～11 週間
２７０US$（週単位）
１２週間～２３週間
２５０US$（週単位）
２４週間～３５週間

１週間 510 US＄
２週間 750 US$
３週間 980 US$
4 週間 1,252US$
※５週間～
313US$（週単位）

２２５US$（週単位）
３６週間～
２１５US$（週単位）
コース②：General English Standard（20 レッスン／毎週 16 時間 40 分）
授業時間：月曜日～金曜日
日数（例）

授業時間

授業料

ホームステイ料（Full Board)

1 週間
３６５US$（週単位）
2 週間～3 週間
３３０US$（週単位）
４週間～７週間
２９０US$（週単位）
１週間～36 週間

16 時間 40 分ｘ週数
（１ﾚｯｽﾝ 50 分）

８週間～11 週間
２７５US$（週単位）
１２週間～２３週間
２５５US$（週単位）
２４週間～３５週間

１週間 510 US＄
２週間 750 US$
３週間 980 US$
4 週間 1,252US$
※５週間～
313US$（週単位）

２３０US$（週単位）
３６週間～
２２０US$（週単位）
・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。
・クラスは、１週間で約１３時間（Vacation）～１７時間（Standard）勉強する事になります。
授業科目：コミュニケーション、文法，リーディング，ライティング，スピーキングなど
・様々なアクティビティがあり、希望に応じて自由に参加できます。
（有料）
登校初日のオリエンテーションの時に確認してください。
・休校日：毎週土曜日と日曜日
1/1、1/21、2/18、3/26、5/27、6/11、7/4、8/16、9/2、10/14、11/28、11/29、12/25
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授業料に含まれるもの：選択コースのレッスン、学生ＩＤカード、無料でインターネット利用
★ホームステイ料手配料＆送迎費
・ホームステイ手配手数料がかかります。 ２３０ US$
・ホノルル空港からホームステイまでの送迎は、事前申込できます。
（有料）
片道 ８０US$

往復 １３０US$

・ホームステイ料は、土曜日から金曜日まで滞在を１週間単位（７泊）とし、食事は、平日朝・昼・晩の３食、
土日朝・晩の２食が含まれています。
・ホームステイ料金は、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。
・ホームステイの延泊（単泊）を希望される場合は、１泊７０US＄になります。
★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

～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
(ハ)出発日の前日から起算しさかのぼって１４日目以降

１回につき１０，０００円
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～１５日前まで
入学手続代行料とホームステイ料の１週間分と授業料２５％
(ハ)出発日の前日から起算しさかのぼって１４日目以降出発日前日まで
入学手続代行料とホームステイ料の１週間分と授業料４０％
(ニ)出発日以降または無連絡不参加
入学手続代行料とホームステイ料と授業料５０％
＊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。
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