U.S.A
ロサンゼルス郊外
FLS International
ディスカバー カリフォルニア

C ANADA
ボストン郊外
FLS International
ディスカバー ボストン

対 象： 15歳以上
期 間：2019年6月23日〜8月31日 1~ 3週間
費用： 1週間￥301,500-、2週間¥421,500-

対 象： 15歳以上
期 間：2019年7月21日〜8月31日 1~ 3週間
費用： 1週間￥269,000-、2週間¥404,000-

※ 含まれるもの：申込金、授業料、
ホームステイ費用(1日2食付)、
観光/アクティビティ
現地空港送迎、M.I.海外留学の手続き/ケア費用
※ 含まれないもの：航空券、ESTA手続き、海外旅行保険、
海外送金手数料、昼食代、週末の夕食代、
お小遣い
等の個人的費用

※ 含まれるもの：申込金、授業料、
観光/アクティビティ
現地空港送迎、通学交通費、
ホームステイ費用
(1日2食付)、M.I.海外留学の手続き/ケア費用
※ 含まれないもの：航空券、ESTA手続き、海外旅行保険、
海外送金手数料、昼食代、週末の夕食代、
お小遣い
等の個人的費用

ここがポイント！

ここがポイント！

国際的にも有名な大学が集まる学生の街、ボストンで
ホームステイにツイン滞在。2〜3週間参加すると
オプション(別料金)で1泊のニューヨーク旅行が含まれ
ることもあります。

ホームステイ滞在で週18レッスンの英語クラス、観光と
アクティビティがセットに。
ディズニーランドやユニバーサルスタジオを含め、
楽しい夏休みを過ごしながら英語に親しめます。

ニューヨーク
Rennert Ａcademy Plus！
Business and Leadership

ハワイ
Global Village

ケンブリッジ・ティーンラーナーズオブイングリッシュ

ビジネス & リーダーシップ

対 象： 12〜17歳
期 間：2019年7月8日〜8月23日 2〜4週間
費用： 1週間￥327,200-、2週間¥502,800-

対 象： 13 〜17歳
期 間：2019年6月23日〜8月17日 2 ~ 6週間
費用： 2週間￥316,500-、3週間¥529,000-

※ 含まれるもの：申込金、授業料、
観光/アクティビティ
寮滞在(1日3食、週末2食付)、現地空港送迎、
M.I.海外留学の手続き/ケア費用
※ 含まれないもの：航空券、ESTA手続き、海外旅行保険
海外送金手数料、週末の昼食代、
お小遣い等の
個人的費用

※ 含まれるもの：申込金、授業料、ホームステイ費用
(1日3食付、個室)、現地空港送迎、観光/アクティビティ
通学送迎付き、M.I.海外留学手続き/ケア費用
※含まれないもの：航空券、ESTA手続き、海外旅行
保険、海外送金手数料、通学交通費、
お小遣い等の
個人的費用

24時間対応のセキュリティとWi-Fi完備のレジデンスに滞在。
英語にプラスしてマンハッタンのビジネスリーダーから問題
解決やビジネス戦略を学べる実践的なプログラムです。
ブロードウェイでダンスに専念したり演技を学ぶ別コースも
あり、ニューヨークならではの充実した内容です。

1日3食付きのフレンドリーなホームステイで個室滞在、
週15レッスンの英語クラス、
ビーチやクルーズ等、平日
午後と土曜日にも終日楽しめるアクティビティがセット
されたプログラム。

ここがポイント！

ここがポイント！

VGC International College
英語レッスン & アクティビティ!!

対 象： 14 〜18歳
期 間：2019年7月29日〜8月23日、2〜6週間
費用： 2週間￥281,000-、3週間¥359,000-

INUS Australia Education & Training
ジュニア STEM プログラム
対 象： 12〜15歳
期 間： 2019年7月8日〜8月16日 2〜4週間
費用： 2週間￥287,700-、3週間¥373,200-

※ 含まれるもの：申込金、授業料、現地空港送迎、
ホームステイ費用(3食付)、観光/アクティビティ、
M.I.海外留学の手続き/ケア費用
※ 含まれないもの：航空券、海外旅行保険、
海外送金手数料、通学交通費、観光ビザ(ETA)
手続き、
お小遣い等の個人的費用

ここがポイント！

ホームステイに滞在し、
日常的な英語を学びながら、
毎週違うテーマでSTEM
（科学、技術、工学、数学）
も
総合的に学べる実践コース。欧米ではポピュラーな
クラスを体験できるので、特に理系が好きな方に
お勧めです。

シドニー

Sydney College of English
英語レッスン & アクティビティ
対 象： 13〜17歳
期 間：2019年7月15日〜8月17日 1〜3週間
費用： 1週間￥257,300-、2週間¥322,900-

※ 含まれるもの：申込金、授業料、現地空港送迎、
交通費、M.I.海外留学手続き/ケア費用、
ホームステイ費用、
（1日2食、休日3食付）、
平日午後と土曜日の、観光/アクティビティ、
※ 含まれないもの：航空券、海外旅行保険
海外送金手数料、
お小遣い等の個人的費用、
平日の昼食代、観光ビザ(ETA)手続き

ここがポイント！

英語レッスン、観光/アクティビティ、
ホームステイが
セットになったプログラム。
セントラル駅に近く、通学や
アクティビティでの移動に使えるオパールカードが
含まれています。学校に日本人スタッフが常駐して
いるのも心強いですね。

対 象： 16 〜18歳
期 間：2019年6月15日〜8月31日、2〜4週間
費用：2週間：￥344,000-、3週間¥429,000-、

※ 含まれるもの：申込金、授業料、教材費、現地空港送迎、
ホームステイ費用(1日3食付)、
アクティビティ、
M.I.海外留学の手続き/ケア費用、
カストディアン費用
※ 含まれないもの：航空券、海外旅行保険、
海外送金手数料、現地銀行手数料、eTA手続き、
お小遣い等の個人的費用、通学交通費

※ 含まれるもの：申込金、授業料、
ホームステイ費用
（1日3食付）、現地空港送迎、観光/アクティビティ、
M.I.海外留学手続き/ケア費用
※ 含まれないもの：航空券、海外旅行保険、海外送金
手数料、eTA手続き、通学交通費、
お小遣い等の
個人的費用、祝日（8月3日）の学校/アクティビティ費用

ここがポイント！

ここがポイント！

午前中は英語レッスン、午後は観光やレジャー等の
アクティビティ。水族館、展望台、
バンクーバー市内
観光の他、
オプションとして、土曜日や週末に
ホエールウォッチング、
ウィスラー、
ラフティングなど
への日帰り観光や旅行を組み込む事ができます。

1日3食付きのホームステイ、週20レッスン英語クラス、
アクティビティがセットされたプログラム。
ナイアガラの
滝はボートクルーズ付き、3週間は4週間のコース
（7月30日開始が最終）
はメジャーリーグ観戦も含まれ
ています。

カルガリー

ビクトリア

Global Village

Global Village

英語レッスン & アクティビティ!!

英語レッスン & アクティビティ!!

対 象： 14 〜17歳
期 間：2019年7月22日〜8月16日 2〜4週間
費用：2週間￥281,000-、3週間¥384,500-

対 象： 12 〜17歳
期 間：2019年7月2日〜8月16日 2〜4週間
費用：2週間￥313,000-、3週間¥412,000-

※ 含まれるもの：申込金、授業料、現地空港送迎、
ホームステイ費用(1日3食付)、教材費、
アクティビティ、
M.I.海外留学の手続き費用/ケア費用
※ 含まれないもの：航空券、海外旅行保険、
eTA手続き
海外送金手数料、現地銀行手数料、
お小遣い等の
個人的費用、
通学交通費

※ 含まれるもの：申込金、授業料、現地空港送迎、
ホームステイ費用(1日3食付)、教材費、
アクティビティ
M.I.海外留学の手続き費用/ケア費用
※ 含まれないもの：航空券、海外旅行保険、
eTA手続き
海外送金手数料、現地銀行手数料、
お小遣い等の
個人的費用、
通学交通費

ここがポイント！

ここがポイント！

ロッキー山脈に近く、1年の300日は晴れるという恵まれ
た環境のカルガリー。英語にも自然にもひたれる
プログラムです。

カナダで一番おだやかな気候のビクトリア。豊かな
自然と便利で過ごしやすい街が共存し、
フレンドリー
な人々と暮らしながら英語も遊びも満喫できる環境です。

NEW ZEALAND

A USTRALIA
メルボルン

トロント
International Language Academy
of Canada (ILAC)サマープラチナム

バンクーバー

ゴールドコースト

Browns English Language
School ジュニア プログラム
対 象： 12〜17歳
期 間： 2019年7月15日〜8月17日 1〜3週間
費用： 1週間￥244,100-、2週間¥348,700※ 含まれるもの：申込金、授業料、現地空港送迎、
ホームステイ費用(3食付)、送迎サポート、
観光/アクティビティ、M.I.海外留学の手続き/ケア費用
※ 含まれないもの：航空券、海外旅行保険、
海外送金手数料、通学交通費、観光ビザ(ETA)
手続き、
お小遣い等の個人的費用

ここがポイント！
英語レッスン、
ホームステイ、
アクティビティがセットに
なったプログラム。年中温暖な海辺の街ゴールド
コーストで、
のんびり留学生活を過ごしたい方に
お勧めです。

ロトルア

Rotorua English Language Academy
マオリ伝統が息づく地で
アクティビティ三昧!
対 象： 13歳以上
期 間：毎週月曜日スタート 1〜6週間
費用：1週間￥219,150-、2週間¥297,900-

※ 含まれるもの：申込金、授業料、
ホームステイ費用
(1日3食付)、現地空港送迎、
プログラムに含まれる
アクティビティー費用、M.I.海外留学の手続き/ケア費用
※含まれないもの：航空券、海外旅行保険、海外送金
手数料、現地銀行手数料、通学交通費、
お小遣い等
の個人的費用

オークランド

Dominion Language School

都会でアクティビティ満喫 !

対 象： 12歳〜17歳
期 間：7月・8月 毎週月曜日スタート 2〜6週間
費用：2週間￥279,900-、3週間¥360,900-

午前中は自分の英語レベルに合わせて勉強します。
午後のアクティビティはロトルアの自然を生かした
ものが多く、温泉や羊ショーなども楽しめます。
家族的な雰囲気の学校で、
フレンドリーなスタッフが
お世話をしてくれます。

オークランド郊外、クライストチャーチ
対 象： 13〜18歳
期 間：2019年7月22日〜9月27日 2週間〜9週間
費用：2週間：￥331,200-、3週間¥441,800-

※ 含まれるもの：申込金、授業料、
ホームステイ費用
※ 含まれるもの：申込金、授業料、
ホームステイ費用
（1日2食、休日3食付）、現地空港送迎、
(平日2食、休日3食付)、現地空港送迎、
アクティビティ、
M.I.海外留学手続き/ケア費用
M.I.海外留学の手続き/ケア費用
※ 含まれないもの：航空券、海外旅行保険、海外送金
※含まれないもの：航空券、海外旅行保険、海外送金
手数料、通学交通費、平日の昼食代、
お小遣い等の
手数料、通学交通費、平日の昼食代、
お小遣い等の
個人的費用、現地銀行手数料
個人的費用、
現地銀行手数料

ここがポイント！

ここがポイント！

中学/高校生活を体験!!

申込みが殺到する人気のプログラム。
オークランのシティー中心部に学校があり、通学や
ショッピングにも便利ロケーション。
午前中は英語レッスン、午後は観光/アクティビティ、
ホームステイがセットされています。

ここがポイント！
一般家庭にホームステイし、学校ではバディとして一緒
に過ごしてくれる生徒が付くので、
ニュージーランドでの
一般的な中学・高校生活を体験できます。
いずれは長期
留学も考えたい、
という方には下見としてもお勧めです。

※表示されている料金や以外の期間をご希望の方はお問い合わせください。

ロンドン ハイゲート
St Giles International
英語レッスン + ユニークな体験

ボーンマス
ETC Internatianl College
バケーションプログラム

ブライトン
St Giles International
ジュニアサマーイングリッシュ

対 象： 14 〜18歳
期 間：2019年6月24日〜8月30日、1〜4週間
費用：2週間：￥379,500-、3週間¥508,100-

対 象： 12〜15歳
期 間：2019年6月2日〜9月1日、1〜3週間
費用：2週間：￥318,000-、3週間¥418,000

対 象： 13〜17歳
期 間：2019年6月30日〜8月11日、1〜6週間
費用： 2週間：￥406,300-、3週間¥550,400-

※ 含まれるもの：申込金、
授業料、
ホームステイ費用
（1日3食付、2人部屋）、現地空港送迎、
アクティビティ
M.I.海外留学手続き/ケア費用
※ 含まれないもの：航空券、海外旅行保険、
海外送金
手数料、
通学交通費、
お小遣い等の個人的費用

ここがポイント！

※ 含まれるもの：申込金、
授業料、
レジデンス費用
（1日3食付、相部屋）、現地空港送迎、
アクティビティ、
通学費用、M.I.海外留学手続き/ケア費用
※ 含まれないもの：航空券、海外旅行保険、
海外送金
手数料、
通学交通費、
お小遣い等の個人的費用

ここがポイント！

※ 含まれるもの：申込金、
授業料、
ホームステイ費用
（1日3食付、2人部屋）、現地空港送迎、
アクティビティ、
M.I.海外留学手続き/ケア費用
※ 含まれないもの：航空券、海外旅行保険、
海外送金
手数料、
通学交通費、
お小遣い等の個人的費用

ここがポイント！

海辺の安全な街で寮の個室に滞在できるプログラム。
英語レッスン、
ホームステイと平日午前に2回、午後に
1日3食付きのレジデンスで他の留学生と一緒に滞在し、 ホームステイとは違い、
同じ寮に滞在する留学生と交流
3回の遠足、週末の1日遠足がセットになったプログラム。 通学交通費もセットされたプログラム。
同年代の
する機会があります。週20時間の英語レッスンに1日
ロンドンで有名な観光地以外にも地元の人たちが
仲間達と英語レッスン受け、
アクティビティも満喫！
遠足が2回、半日遠足が3回含まれ、観光も楽しめる
楽しむ場所を訪れたりと少し変わった体験ができます。
内容です。

ご出発までの流れ
1

資料請求、
お問い合せ

し？

●説明会/個別相談・京都の事務所や東京で説明会や個別相談を行っています。

もしも

事前に日時をご予約の上、
どうぞお気軽にご参加ください。

●資料請求・ホームページの問い合せフォーム、メール、お電話などでお気軽にご請求ください。
●お問い合せ・ご質問、ご不明な点などございましたら、お電話やメールでご相談ください。

2

ご不明な点があれば気軽にお問い合わせを
●必要に応じて現地へも確認しながら説明させていただきます。
●空港出迎えサービス（有料） ●1週間から可能な語学学校あり!!

●5週間以上もOK

お申し込み
●申込書（写真を貼付）へご記入の上、M.I.海外留学までご郵送してください。

!
!
う
そ
た
び
飛
に
外
海
は
夏

今年の

M.I.海外留学 代表 マドレ アレイン

M.I.

御中

留学

海外

有効なパスポートやビザをお持ちの方は、
この時コピーを同封してください。
お申し込み金として5万円を下記の口座へお振り込みください。
お申込金は
手続き費用に充当されますので、返金することができません。
あらかじめご了承ください。

［ お振込み先 ］ マドレ インターナショナル 三菱UFJ銀行 西陣支店 普通No.1045985

4

学
留
期
短
生
中高

どうぞお気軽にご相談ください。

気になること、心配なこと、聞いてみたいこと、何でもお尋ねください。

3

ごあいさつ
教え子から留学について相談されたことをきっかけに
始めたM.I.海外留学も皆様の温かいご支援に支えられ、
多くのプログラムをご紹介できるようになりました。
中高生向けのプログラムでは、将来正規留学を考えて
いる方や日本の学校に馴染めないと感じている方の
お手伝いもしたいと考えています。
本人の意志を一番大切にしていますので、留学を
きっかけに視野を広げていただければと思います。
短期プログラムでは生活にとけこんだ
英語に親しみ、何より思いっきり、
楽しんでくださいね。

SUMMER 2019 ENGLISH STUDY PROGRAM
象
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お手続き・留学費用のお支払い

●パスポート、
ビザ・・・・パスポートは留学しようと決めた時点で早めに申請しておきましょう。
すでにお持ちの方も行く国によって必要とされる残存有効期限が異なりますのでご確認ください。

ビザが必要な場合はお手伝いします。

●飛行機の予約・コース期間や予約状況、料金を考慮した上で最適なフライトの手配をお手伝いします。
●現地への申し込み・M.I. 海外留学が責任を持って行い、現地から届く書類は日本語を添えてお送りします。

●お支払い・・・・・・・ご連絡する期日までに申込金を差し引いた費用の全額をお支払いください。
●海外旅行保険ご加入・ 留学には海外旅行/留学生保険が必要です。日本出発前に必ず加入しましょう。
ご案内はM.I.海外留学よりお送りします。

5

出発前のご案内
●ホストファミリーのお知らせ

現地から届いた時点でお知らせしますが、
ご出発の1週間前頃になることもあります。
海外旅行保険証等、確認事項等については順次ご案内します。

さぁ 出発!!

S TA R T ! 出発時刻の約2時間前までにチェックインカウンターに行けるよう、余裕を持って空港へご到着
ください。
プログラムで現地到着時のお出迎えが手配されていますので、
どうぞ安心してご出発
ください。

ース共通情報
コ
各

＊海外送金手数料 5,400円
コースによっては現地銀行手数料が
別途必要となる場合がありますので、
お問い合わせください。
ETA、eTA、ESTA 手続き費用4,320円

＊航空券は含まれていません。
出発日や予約時期、航空会社によって
料金が変動しますのでお問い合わせください。
＊空港送迎は現地の最寄り空港と
ホームステイ先との間を、飛行機の
時間に合わせて往復送迎してくれます。
＊食事は規定に従って提供されますので、
現地での一般的な食生活を体験して
いただけます。
＊授業料とアクティビティは学校の設定
するスケジュールに含まれるものが
プログラム費用でカバーされます。
＊授業や英語レッスン、
アクティビティ、
食事などプログラムに含まれる費用は、
部分的に参加/利用されなかった場合も
返金されませんのでご了承ください。

〒616-8228 京都市右京区常盤下田町20-613
Tel: 075-872-1983 Fax:075-872-1981
携帯: 080-4231-5563
E-mail: ryugaku@mi55.net

www.mi55.net

