留学サクセス講座 2015

栄陽子留学研究所・ボストンオフィス
Sakae Institute of Study Abroad - USA, Inc.
はじめに

SAKAE USAオリジナル企画
「留学サクセス講座」で高校／
大学入学前に力をつけよう！
アメリカには様々なサマースクールが
ありますが、アメリカの高校や大学の学
位留学に特化した学校はあまりないのが
現実です。栄留学研究所では、学位留学
の学生を対象にした直前準備プログラム
「留学サクセス講座」を行っておりま
す。

ら新学期を迎えられますので、落ち着い
て留学生活を始められます。また、アメ
リカ特有の学生としての基礎知識や学習
面における心構えを事前に日本語と英語

さらに、サクセス講座で知り合った仲間
は、それぞれの学校に入学した後も情報
交換したり励まし合ったりできる心強い
味方となります。

アメリカの高校・大学入学前に、
I.

ネイティブとの英語に慣れ、英語力
の向上をはかれます。

に超えるものです。そこで不安を解消
II.

英語を使って効率的に勉強するノウ
ハウを習得できます。

ように、準備をします。
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サクセス講座期間中は、栄陽子留学
研究所のスタッフが各講座の実施校
します。

に留学生活を送るサポートをします。

英語だけの世界でに飛び込むことは、肉
体的にも精神的にも大変です。時差ボケ

より、アメリカの生活リズムに慣れてか

V.

を訪問し、留学生の相談に対応いた

留学サクセス講座に参加するメリット

入学する数ヶ月前から渡米することに

クが広がります。

た上で、英語での表現も学び、スムーズ

て、いきなりネイティブの学生と一緒に

し、スムーズに留学生活に入っていける

同時期に留学する仲間のネットワー

で習得できますので、知識や理解を深め

高校・大学の新学期直前に現地入りし

や戸惑いなど、その負荷は想像をはるか

IV.

III.

アメリカでの留学生活の基礎知識を
習得できます。

栄陽子留学研究所は、２０年に渡り、独
自の留学サクセス講座を実施してまいり
ました。ドロップアウト率の高いアメリ
カの学校で、研究所出身の学生は９３％
の卒業率を誇ります。栄陽子留学研究所
のボストンオフィスと留学サクセス講座
実施校とが連携し、安心して高校・大学
での新学期を迎えられるよう、細心の注
意のもとに運営しております。
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プログラム名

BOS、マサチューセッツ州

ONU, オハイオ州

ESU, カンザス州

WAS、カンザス州

４週間

５週間

６週間

７週間

7/18 - 8/15

7/8 - 8/12

6/19 - 7/31

6/15 - 8/2

高校生対象（15〜18歳）

◎

◉

大学生／院生対象

◉

◎

◉

◉

期間

Mauris egestas lacus sit ame

Vivamus pulvinar,全レベル対応
purus ultricies ultrices
初〜中級 ullamcorper,
上級（TOEFLdolor
iBT 61+） diam euismod
初級
nisl, vel consectetuer
eros mi sitESLプラス＋文化交流、ボ
amet lorem. アカデミックコース、大学 ESLプラス＋アトラクショ
特徴
短期、ペーパーライティング特
英語レベル

訓

ランティア体験

— Quisque Massa
英語学校＆栄ボストンオフィス

開催場所

学習面の特徴
l

l

l
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正規留学者のための特別講座
参加者は、ほぼ全員、栄 陽子留学
研究所の『アメリカ留学プログラ
ム』を経て正規留学をする学生で
す。同じ大きな志をもった仲間たち
と共に学ぶことにより、いい刺激を
与え合いながら勉強できます。それ
ぞれの大学に入学してからも、お互
いに連絡を取り合い、励ましあって
いくことにより、一番困難が多いと
いわれる最初の３か月間も、乗り越
えていくことができます。このとき
に生まれた友情が卒業後も続いてい
るという人も少なくありません。

ン、ホームステイ体験

Emporia State University

右します。講座では、実践を通して
英文ペーパーの構成方法や図書館で
の文献リサーチ方法などを学びま
す。

l

一般教養科目をシミュレート
英語のクラス（ESL）はもちろんの
こと、アメリカの大学で実際に取る
のと同じレベルの一般教養の内容を
含み、英語「を」学ぶことから英語
「で」学ぶための実践的な準備がで
きます。
リサーチペーパーの書き方
大学のほとんどの授業では、リサー
チペーパーの良否が成績を大きく左

Ohio Northern University

単位取得＊

留学成功のための知識と秘策伝授で
留学準備はバッチリ
栄 陽子留学研究所のスタッフが、
講座の初めには、心構えや日常生活
に関するオリエンテーション、講座
の中間〜終盤にかけては、移民法に
関する法律、履修登録の仕方、授業
の選び方、良い成績を取る必勝法、
編入やサマースクールの申込方法と
その注意点など、本番直前の総仕上
げをします。また、日本人の現役留
学生であるプログラム･アシスタン
トがワークショップを数回開き、ア
メリカの大学で不可欠な用語やテス
ト·ペーパーの必勝法を伝授しま
す。

生活面の特徴
l

プログラム·アシスタントによるサ
ポート（BOSを除く）
日本人の現役留学生と、アメリカ人

Washburn University

学生２名が受講中一緒に寮に住みな
がら、生活面でのサポートをしま
す。実際の寮生活を想定して、積極
的に相談や質問をもちかけて、寮生
活のこつを会得してください。自由
時間や休日には、プログラム･アシ
スタントが皆さんのカンバセーショ
ン·パートナーになって、英会話力
向上のお手伝いをしてくれます。

l

ボストンオフィスのバックアップ
ボストンオフィスは、現地プログラ
ム・ディレクターと定期的に連絡を
取り状況を把握します。また、週に
一度、講師陣からの成績評価、プロ
グラム・アシスタントからのレポー
トを受け取ることにより、皆さんの
様子を継続的にモニタリングし、必
要なサポートや問題回避、または解
決のために、現地スタッフへのアド
バイスを提供します。さらに、プロ
グラム中、スカイプを通じ、入学前
のオリエンテーションや、個別カウ
ンセリングを行い相談に対応しま
す。

コース名：

学校：ASC English

ボストン・サクセス講座

短期集中ESL＆アカデミックペーパー・４週間

Downtown Boston校
ボストン市, マサチューセッツ 州

日程詳細

期間：!

!

７月１７日（金）〜８月１４日（金）

全英語

移動日：! !

８月１５日（土）ボストン・ローガン空港発

レベル

申込締切日：!

５月１日（金）

費用：!

５，０００ドル

!

Description

大学生

Schedule

ボストンは、アメリカの北東部に位置するマサチュー
セッツ州の首都で、ハーバード大学をはじめ、MITや
タフツ大学など全米でもトップクラスの学校が集まる

４週間：ESL & アカデミックペーパー
コース

学園都市です。大学の他、野球のレッドソックス、全
米で２位の大きさを誇るボストン図書館、また日本の

ESL：レベル別、平日１日５時間

美術史と縁の深い ボストン美術館などがあり、観光

ライティングワークショップ（月水）

地としても有名な場所です。中心地を離れると、緑が多くのどかな住宅街が広がります。

• College Library Tour
• Study Skills

サクセス講座は、ボストン・ローガン空港から約２０分程度のダウンタウンに隣接する、チャ
イナタウン内の校舎で行われます。滞在先は ホームステイとなります。参加者は申込み時にア
ンケートを記入し、より希望に見合うホストファミリーを選抜します。全てのホス トファミ

• Academic Research Paper
• Presentation Skills
毎週金曜日：オリエンテーション

リーは学校から公共交通機関で４５分以内の場所に位置し、プライベートの部屋とインター
ネットが基本的に準備されてい ます。食事は朝と夜の２回用意され、お昼は各自となります。
学校近辺には、多種多様な レストランやスーパーマーケットがあり、日用品を揃えるには事欠
きません。徒歩圏内にボストンコモン自然公園、雄大なチャールズリバー、ガス灯がな らぶレ

過去のペーパートピック（一例）

１．原子力発電所は廃止されるべきか否か

ンガ造りの町並みがあります。移動は、バスと電車が 利用できるフリーパスを提供しますが、

(Argumentative)
２．森林破壊の問題点と改善に向けた考察

観光など週末のトリップは自己負担となります。

(Analytical)
３．テラノザウルスは肉食？

ESLの授業は、レベル別のクラスに分かれ、様々な国から集まる留学生と机を並べ、常に英語
を使える環境にあります。午後の授業がない日には、学校が主催するゲームやイベントなどの
アクティビティに参加します。月、水、金の午後には、栄の学生のみのスタディスキル、アカ
デミック・リサーチペーパーを含むライティング強
化研修、プレゼンテーションの実践、また入学直前
のオリエンテーションなどを行います。また、トラ

それとも草食？

(Analytical)
４．SNS が家族関係に及ぼす影響
(Analytical)
５．メンタルトレーニングの必要性 – スポー
ツ心理学の観点から(Analytical)
６．Child Solder の現状と改善策
(Analytical)
７．Fast Fashion成功の秘訣
(Analytical)

ベルエージェントの方が訪問し、アメリカの航空券
に関するワークショップを受け、次の学校に移動す
るための「トラベルプラン」の実践も行います。航
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費用に含まれるもの：プログラム期間
中の授業料、食費（週14食）、ホーム
ステイ料金、通学区間の交通費、到着

空券の手配や学校の送迎等の手配は現地でサポート

時の空港送迎費（プログラム出発時の

致します。

移動は、各自負担となります。）

S

コース名：

E

Q

U

O

I

A

C

L

U

B

オハイオノーザン大学

Ohio Northern University (ONU)
中規模州立大学、３００エーカー
学生数：３５７７人

短期ESL集中講座＆アカデミック準備・５週間

オハイオ州、エイダ市

日程詳細

期間：!

７月８日（水）〜８月１１日（火）デトロイト空港着

初級

出発日：

８月１２日（水）デイトン空港発

中級

申込締切日：５月１日（金）

高校生・

栄中国オフィス
の学生と合同

費用：!

大学生合同
プログラム

５，３００ドル

内容詳細

Description
オハイオ州はアメリカ中西部に位置し、大学からトレ

Schedule

ド、クリーブランド、コロンバス、シンシナティなどの
州内の大きな市や、ミシガン州デトロイトまで車で２時
間くらいの距離です。環境は、広々とした牧草地、平坦
な農地、ゆるやかな緑の丘陵というアメリカの特徴的な
景観です。ONUは1871年に創立された男女共学の私立リ
ベラルアーツ大学で、歯学、理学療法学、獣医学などの専門職教育の準備プログラム教育も提供
している稀有な大学です。
プログラム参加者は、先進のテクノロジーを擁するビジネス学部の建物で授業を受けます。ONU
は近年多くの建物を改築しており、キャンパスの芝生や湖、噴水などはきれいに整備されていま
す。寮は、２人１部屋で各部屋にバスルーム、電話、インターネットが備え付けられています。
また、このホールには大きな共有のキッチンが備わり、簡単な料理をすることができます。キャ
ンパスがあるエイダ（Ada）という街には、映画館、ピザ屋、コーヒーショップ、薬局、スー

５週間：ESL & アカデミック準備
コース
ESL１日４時間:２レベル
アカデミックコース１日２時間
• US Politics & History
• Interpersonal Communication

パー、などが数分の徒歩圏内にまとまって存在していま
す。近代的なキャンパスとは対照的な、小さく素朴な町
並みが、大学に友好的な雰囲気をもたらしています。
このコースは、英語中級レベルの学生向けに構成され、
生活面においてスケジュールが事細かに決まっている高

US-JAPAN Program
（アメリカ人高校生の日本文化
交流プログラム）が同時開催さ

校生と、タイムマネージメントなど自己管理を求められ

れ、日本文化を教えるボラン

る大学生のグループに分かれます。栄中国オフィスの学生

ティア経験ができます。

も加わります。また、週３回体育で汗を流します。勉強
面においては、高校、大学のステータスを問わず、英語の
レベル別にクラスが決まり1日４時間のＥＳＬの授業と、1日２時間の一般教養の授業を受けま
す。一般教養の授業では、「アメリカの政治と歴史」（US Politics & History）と「コミュニケー
ション」（Interpersonal Communication）の授業を受けますが、生徒個別のレベルに合わせ、課
題の内容が異なります。毎日多くのリーディングと課
題が出されますが、グループワークではチームワーク
や意見の交換を訓練し、アメリカでのよりインターラ
クティブな授業展開に慣れます。プログラムアシスタ
ントがついて、授業内容の復習をするスタディーグ
ループを構成したり、スピーキングの個別指導を受け
ることができます。 一般教養のテキストブックとアク
ティビティーは費用は別途かかります。

寮の様子
• 男女別フロアのシステム
• 門限あり
• 大学生のアシスタントが共同生活
•スタッフ全員バックグラウンド
チェック済み

費用に含まれるもの：プログラム期間
中の授業料、食費（週19食。アクティビ
ティで外出する日は別途必要）、寮
費、空港送迎費（上記記載の出発日・
空港以外から出発する場合は、別途送
迎費用がかかります。）
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S

コース名：

E

Q

U

O

I

A

C

L

U

B

エンポリア州立大学

Emporia State University (ESU)
中規模州立大学、２０７エーカー、
学生数：５７４０人

アカデミック単位取得コース・６週間

カンザス州、エンポリア市

日程詳細

期間：!
上級
TOEFL®
61 (iBT)以上

!

６月１９日（金）〜７月３０日（木）

出発日：! !

７月３１日（金）カンザス国際空港発

申込締切日：!

５月１日（金）

費用：!

５，７００ドル

!

大学生
大学院生

内容詳細

Description

Schedule

この地の愛称“Big Sky Country”そのままに、見渡す限り
の青い空に抱かれたキャンパスはオザーク山地のふもと
に位置し、中西部にしては丘陵が多いのが特徴です。カ
ンザス、ミズーリ両州をまたぐカンザスシティーまでは
２時間ほどです。エンポリアのダウンタウンまではキャ
ンパスから歩いて10分ほどで、郵便局、レストラン、コ
ンビニエンスストアなどがあり、日常の用は足りるで
しょう。寮は最近改築されたばかりの建物で、２人部
屋、シャワーとトイレを各階で共有、エアコン付き、ワ
イヤレスインターネットが整っています。キャンパスに
はサマースクール受講中の、人種・年齢ともにさまざま
な学生が集まり、また週末には地域のボランティアが、
栄の学生のホストファミリーとなってくれます。異文化
交流には絶好の環境にあるといえるでしょう。また、プ
ログラム後半のアクティビティはオプションとなり参加

６週間：アカデミック単位
取得コース
◉ライティング＆スピーキングワーク
ショップ（計６回）と成果発表として、
プレゼンテーション
◉アカデミックコース（３単位）を以下
から選択 （講義要項別紙参照）
• Interpersonal
Communication
• Economics
• World Geography

は申込み制・別料金となります。
このコースは、栄の英語テスト（SEPT）でLevel 10またはTOEFL®のスコアが500 (PBT)／
61（iBT）以上ある上級者向けのコースです。申込みには英語スコアの提出が必要です。ラ
イティング・スピーキング強化のワークショップとともに、アメリカの大学で開講されてい
る６週間のサマーコースを１コース履修し、３単位を取得する事ができます。また、プレイ
スメントテスト（英語）をパスした生徒は、オプションとして２つ目のコースを取る事もで

＊２つ目のアカデミックコース履修を
希望する場合には、追加料金と英語の
テストの条件が求められます。

きます（追加費用がかかります）。プログラム終了

• Introduction to Sociology

時、成績がC以上でパスした生徒は、入学する大学に

• College Algebra

単位を移行することができます。他の一般の大学生と

• Public Art

共に授業を受けることで、授業中の英語でのコミュニ
ケーションを徹底します。また、午後にはスタディー
ホール（自習時間）があり、アメリカ人と日本人留学
生のアシスタントがみなさんのチューターとして個々
の勉強のサポートをします。ます。テキストブックの
費用は別途かかります。プログラム終了後は、一時帰
国、ホームステイ、また各自旅行などの選択肢があり
ます。それぞれ別途費用がかかります。
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費用に含まれるもの：プログラム期間中の授
業料、食費（週19食。アクティビティで外出
する日は別途必要）、寮費、アクティビ
ティー費用一部、空港送迎費（上記出発日以
外の日に出発する場合は、別途送迎費用がか
かります。）

コース名：

ウォッシュバーン大学

Washburn University (WBU)
小規模州立大学、１６０エーカー
学生数：７３００人

長期ESL講座＆アカデミック準備・７週間

カンザス州、トピカ市（州都）

日程詳細

期間：!

初級
中級

!

６月１５日（月）〜８月１日（土）

移動日：! !

８月２日（日）カンザス国際空港発

大学生

申込締切り日：! ５月１日（金）
費用：!

!

６，５００ドル

プログラム内容詳細

Schedule

Description
150年の歴史を持つウォッシュバーン大学

7週間：ESL＆アカデミック準備コース

は、公立大学でありながら小規模クラスと
私立教育の質を目指し、『最もダイナミッ
クな大学』部門で全米上位２５位にランク

レベル別、１日８時間

される大学です。州都のトピカ市に所在

Reading, Grammar, Writing, Speaking

し、奇麗に区画された閑静な住宅街に隣接

の各分野を強化

しています。大学寮は、学生生活と勉強生
活の両立をはかる『リビング＆ラーニング

• １冊の小説を読破しレポート作成

センター（LLC）』のコンセプトのもと、

• 毎日の語彙のクイズとジャーナルの提出

ラウンジやレクリエーションの建物に隣接しています。部屋は2人部屋、リビング

• グループアクティビティとディスカッション

とキッチンを２−４人で共有するアパートメントスタイルの最新の寮です。カフェテ
リアや売店、ビリヤードなどの施設もあり、勉強の合間に息抜きができる環境が
整っています。

Recreation & Wellness Centerでは、毎日様々
なクラスが設けられています。ジムへのパスで参

プレイスメントテストの結果で２つのレベル別クラスに分けられ、 英語の集中講座
を行います。歴史、文化、政治経済、社会学のテーマを含む一般教養のトピックを
おりまぜながら、アメリカの大学で課されるペーパーの書き方なども学習します。
また、前半３週間の英語集中講座修了後、テストを行い、個人の上達次第ではワッ
シュバーンで開講されている大学の授業を履修する事ができます。選択肢は、パブ

加することができます。
Gymnasium (バスケット、バレーボール、バドミ
ントンなど）、Fitness Loft, Rock Climbing Wall,
Yoga, Indoor Cyclingなどが経験できます。

リックスピーキング、文化人類学、地質学の３つになります。この過程では、自分
の専攻分野や興味のあるコースを事前に大学の講義要項などで調べ、スケジュール
調整をし、アドバイザーと共に授業計画をたて、レジスターオフィスで履修手続き
を経験します。また、テキストブックの費用は別途かかります。

観光＆アトラクション
• 現地のホストファミリーと共に
ホームステイウィークエンド
• 州都（トペカ市）、カンザスシティー観光

週末には小旅行やリクリエーションなどに参加し、地元のホストファミリーの家に
滞在するホームステイウィークエンドも企画しています。アクティビティは毎週平
日に１つ、週末は２つ企画されています。野球観戦と遊園地（Worlds of Fun）はオ
プショナルで別料金となります。また、毎日スタディーホール（自習時間）があ
り、アメリカ人のプログラムアシスタ
ントがみなさんのチューターとして
個々の勉強のサポートをします。 プ
ロ グ ラム 終 了 後 は 、 ボ ス ト ン で の
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• 野球観戦（Kansas City Royals）
• Worlds of Fun（遊園地）
• Ranch Party & Dairy Trip（牧場見学）

費用に含まれるもの：プログラム期間中の授業
料、食費（週19食、但しアクティビティーで外出
する日は別途必要）、寮費、オプショナル以外の

ホームステイ、英語学校、また各自

アクティビティ費用、空港送迎費（上記移動日以

旅行などの選択肢があります。それ

外の日に出発する場合は、別途送迎費用がかかり

ぞれ別途費用がかかります。

ます。）

参

山田

丈	
 

野村

加

者

の

声

光

根舛

卓也	
 

Boston University 卒業

Colby-Sawyer College 卒業

The Williston Northampton School 卒業

初級+単位取得コースに参加

短期コースに参加

高校留学サクセス講座に参加

大学に入って、初めてのテストで挫折を

私は、参加者の平均年齢より、多少離れて

ホームステイ中はホストファミリーと一緒に

味わったぼくが復活できたのは、留学サ
クセス講座での「自分でトピックを考

いましたが、いろいろな年齢の人と付き合
うことができる良い機会でした。彼らのパ

バスケットボールをしたり、とにかくよく遊
んだことが忘れられません。また、食後の片

え」「先生に相談し」「図書館でたくさ

ワーに圧倒されて、学生の気持ちがよみが

付けや部屋の掃除、洗濯など、日本では親任

んの資料を読んでまとめる」という経験
のおかげです。日本的な発想でただ本か

えりました。９月から進学した大学は、

せだったことにもいろいろ挑戦しました。こ

ニューイングランド地方の典型的なリベラ

れは、今の寮生活ですごく役に立っていま

ら写し取るのではなく、必ず自分の意見
を入れるというやり方は、初めはむずか

ルアーツ・カレッジでしたが、そういった
大学でも十分にやっていけるように配慮さ

す。最初にホームステイをしたおかげで、ア
メリカ人と話すことに緊張もなくなり、留学

しくてなかなか進みませんでしたが、そ

れた講座で、とてもよい準備期間だったと

サクセス講座も意外とスムーズにスタートす

れを習得したことが自分の大学生活の基
本、自信となりました。それと、「親

思 い ま す。 日 本 の 大 学 を 卒 業 して か ら は

ることができました。この講座に参加して良

ずっと社会人で、勉強する機会もあまりな

かった点は、友達のつくり方、先生との接し

友」と呼べる友人がたくさんできたこと

かったのですが，アメリカの大学に入る前
に、生活面でも英語面でも足慣らしができ

方、勉強方法などが分かったことです。遅く
まで起きていて怒られたこともありました

たことに、大きな意義がありました。

が、ダラダラと時間の無駄遣いをしない癖が

が、一番の財産です。

つきました。そして、本当に良い友達に恵ま
れて、参加して良かったと思います。
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サンプルスケジュール
時間割

月曜日

火曜日

水曜日

木曜日

金曜日

土曜日

日曜日

朝食

7:30 - 8:30am

ブランチ
ESL レベル別

8:30 - 10:00am

ESL レベル別

10:15 - 11:45am

観光／課外活動
／ホームステイ
体験等（プログ

アカデミック授業（一例）US History & Government

1:00 - 2:30pm

ラムによって内

体育（バスケット、アメリカンフットボール、ジム、テニス、ロッククライミング等）

オプション（自
由参加）：買い
物、アメリカ人
高校生との文化
交流。映画鑑
賞、ピザパー
ティーなど。

夕食

5:30 - 6:30pm
6:30 - 8:30pm

容が異なりま
す。）

休憩

4:00 - 5:00pm

自習時間（日本人とアメリカ人のチューター３名）

10:00pm -

★ESU - アカデミックコース★
以下のコースリストより１コース（全て３単位）を
選択します。初日の英語テストの結果次第で、２つ
目のコースも受講可能です。（追加料金要）

＜コースリスト＞
EC101	
  Basic	
  Economics	
  	
  
GE101	
  World	
  Regional	
  Geography
SP100	
  Interpersonal	
  Communication
SO101	
  Introduction	
  to	
  Sociology
MA110	
  College	
  Algebra
AR300	
  Public	
  Art

＜講義要項＞
EC101A	
  BASIC	
  ECONOMICS
This	
  course	
  is	
  for	
  non-‐business	
  majors	
  and	
  
provides	
  a	
  basic	
  understanding	
  of	
  the	
  economic	
  
ideas	
  and	
  institutions.	
  Introductory	
  topics	
  from	
  
micro,	
  macro,	
  and	
  international	
  economics	
  are	
  
covered	
  in	
  the	
  course.
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Writing, Grammar
昼食

11:45am - 12:45pm

2:45pm - 4:00pm

Speaking, Listening

自由時間

高校生消灯

GE101MA	
  WORLD	
  REGIONAL	
  GEOGRAPHY
This	
  course	
  examines	
  issues	
  relevant	
  to	
  people	
  
and	
  environments	
  in	
  the	
  world’s	
  regions,	
  using	
  
geographic	
  approaches	
  to	
  illustrate	
  human	
  
connections	
  to	
  place,	
  and	
  relations	
  between	
  
people	
  and	
  places	
  across	
  the	
  globe.	
  The	
  focus	
  of	
  
the	
  course	
  is	
  on	
  the	
  dynamism	
  of	
  the	
  world’s	
  
regions	
  as	
  they	
  rapidly	
  change,	
  growing	
  more	
  
diverse	
  ethnically,	
  politically,	
  economically,	
  and	
  
culturally	
  and	
  at	
  the	
  same	
  time	
  more	
  connected	
  
as	
  globalizing	
  forces	
  cross	
  borders	
  to	
  blend	
  
cultures,	
  economies,	
  industries	
  and	
  other	
  
activities	
  with	
  global	
  reach,	
  as	
  the	
  world	
  
becomes	
  ever-‐more	
  connected	
  through	
  instant	
  
communication	
  and	
  travel.	
  Students	
  will	
  learn	
  
about	
  the	
  elements	
  of	
  culture	
  that	
  link	
  peoples	
  
of	
  different	
  regions	
  as	
  growing	
  human	
  
populations	
  consume	
  resources	
  from	
  all	
  over	
  
the	
  world.
SP100MA	
  INTERPERSONAL	
  
COMMUNICATION
An	
  introduction	
  to	
  the	
  principles	
  and	
  practices	
  
of	
  spontaneous,	
  informal	
  interaction	
  between	
  or	
  

among	
  human	
  beings.	
  A	
  lecture-‐laboratory	
  
course	
  designed	
  to	
  increase	
  understanding	
  of	
  
the	
  process	
  of	
  communicating	
  with	
  another	
  
person	
  and	
  develop	
  basic	
  interpersonal	
  skills	
  
through	
  structured	
  experiences,	
  group	
  
interactions,	
  and	
  readings.
SO101A	
  INTRODUCTION	
  TO	
  SOCIOLOGY
A	
  study	
  of	
  the	
  factors	
  in	
  the	
  social	
  life	
  of	
  people,	
  
such	
  as	
  culture,	
  groups,	
  collective	
  behavior,	
  
communities,	
  social	
  institutions,	
  and	
  social	
  
change.
MA110B	
  COLLEGE	
  ALGEBRA
This	
  course	
  provides	
  a	
  review	
  of	
  the	
  concepts	
  
and	
  skills	
  of	
  algebra	
  with	
  an	
  emphasis	
  on	
  
functions.	
  Topics	
  include	
  linear,	
  quadratic,	
  
rational,	
  exponential,	
  and	
  logarithmic	
  functions,	
  
as	
  well	
  as	
  solving	
  equations	
  and	
  inequalities.
AR300A	
  PUBLIC	
  ART
A	
  course	
  designed	
  to	
  give	
  the	
  undergraduate	
  
student	
  an	
  intensive	
  experience	
  of	
  a	
  speci:ic	
  
nature	
  within	
  a	
  studio	
  area.	
  (Additional	
  supply	
  
fee.)

留学サクセス講座

募集要項

および

参加条件

留学サクセス講座2015（以下、「サクセス講座」という。）にお申込みの際には、必ず以下の募集要項及び参加条件（以下、「本要項」といいます。）
をお読み頂き、事前に内容をご確認の上お申込み下さい。
⬛ 契約当事者
サクセス講座は、Sakae Institute of Study Abroad – USA, Inc.（以下、「SISA」という。）が企画、実施する講座であり、サクセス講座に参加されるお客
様は、SISAとサクセス講座参加契約（以下、「本契約」といいます。）を締結することになります。
⬛ 参加申込みと費用のお支払い
１．お申し込みの際には、巻末の「留学サクセス講座 参加申込書」に所定の事項をご記入頂き、申込締切日（各コースの紹介ページをご参照下さい。）
までに、SISA宛にファクス（617-234-0097）またはEmail（boston@sakaeusa.com）でご提出下さい。
２．参加申込書を受領後、SISA より、本契約のお申込金（Deposit）と致しまして、$1,000 のご請求書をお客様宛にお送り致します。ご請求書記載のお
支払い期日（原則として、各コース開始日の３０日前）までに指定口座へお振込み頂くか、小切手、クレジットカードでのお支払いを受け付けておりま
す。このお申込金は、サクセス講座代金（各コースの紹介ページの「費用」をご参照下さい。以下、「本契約代金」といいます。）をお支払い頂く際に、
その一部として繰り入れます。
３．本契約は、SISA が契約の締結を承諾しお申込金を受領したときに成立するものと致します。
４．サクセス講座開始日の１〜２週間前頃に、開始日の集合のご案内、サクセス講座実施校の連絡先、残金（本契約代金の残金、保険料等）のご請求書を
お送り致します。
＊申込締切日以前でも、定員に達した場合には、締切りとさせて頂く場合がございます。
＊申込締切日を過ぎてからお申込みをされる場合、手続きの都合上、ご希望のコースにご参加頂けない場合もございます。
＊以上の点につきまして予めご承知おき頂きますとともに、なるべくお早めにお申込み頂きますよう、お願い致します。
⬛ 本契約代金に含まれるもの
１．サクセス講座実施校最寄りの空港からサクセス講座実施校までの片道交通費
２．サクセス講座期間中の授業料、滞在費（大学寮またはホームステイ）、食費（週１９食。但し、ボストンプログラムに関しては週１４食。オプション
のフィールドトリップやアクティビティ等にご参加頂いた際の食費につきましては、各自、ご負担頂きます。）
３．サクセス講座登録手続き費用、運営費用、引率の同行費用（引率を伴う場合）
⬛ 本契約代金に含まれないもの（参加者各自でご負担頂くもの）
１．サクセス講座実施校最寄りの空港までの交通費（国際線およびアメリカ国内線）
２．渡航手続関係費用（旅券申請、査証申請、SEVIS 費用、その他渡航手続きに関わる費用）
３．サクセス講座期間中の教材費（クラスごとに使用するテキストの種類や数が異なります）
４．オプションのフィールドトリップやアクティビティ等の費用、及び食費
５．サクセス講座終了後、サクセス講座実施校から各自の入学先の学校までの交通費
６．サクセス講座終了後の滞在に関する費用（各自の入学先の学校の入寮日までの宿泊費用、旅行する際のホテル代金やホームステイ費用等）
７．通学交通費、お小遣い、電話代、ランドリー代、チップ、その他、個人的性質の諸費用
⬛ 本契約の解除
お客様は次に定める料金（取消料）をお支払い頂くことにより、いつでも本契約を解除することができます。解除のお申し出は、SISA の営業時間内（月
曜日〜金曜日、午前９時〜午後５時まで。但し、祝日、年末年始を除きます。）にお受け致します。
本契約解除の日
取消料
サクセス講座開始日から起算して３０日前にあた
本契約代金の２０％
る日以降３日前にあたる日まで
サクセス講座開始日の前々日および前日
本契約代金の５０％
サクセス講座開始日以後または無連絡不参加

本契約代金の１００％

⬛ 個人情報および写真等の利用について
１．SISAは、本契約申込みの際に記入して頂いたお客様の個人情報について、お客様との連絡、及びサクセス講座の手続きに必要な範囲内で利用させて
頂きます。
２．サクセス講座実施中にSISAが撮影するお客様の写真や動画について、所有権、肖像権等全ての権利はSISA に帰属するものとさせて頂きます。
３．上記２の写真や動画について、SISA がホームページやパンフレット等、オンラインやオフラインの媒体で再利用することにご同意頂きます。SISA に
よる再利用についてご同意頂けない場合には、本契約申込時に、SISA に対して、ご同意頂けない旨のご連絡をお願い致します（ご連絡なき限り、ご同意
頂いたものとみなします）。
⬛ その他
１．参加者の個人的な事情および査証発給の遅延など、SISA	
 の責によらない理由によるご出発日の遅延、または各自入学予定の学校の始業日繰上げ等に
よるサクセス講座終了日の繰上げがあった場合でも、本契約代金のご返金はございません。
２．サクセス講座日程の変更について
サクセス講座実施校側の都合により、やむを得ず変更になる場合がございますので、予めご了承下さい。
３．サクセス講座参加規定について
健康上の理由以外で著しく遅刻または欠席をした学生、留学サクセス講座の運営を妨げる行為をした学生、他の参加者に迷惑を及ぼし団体行動の円滑な実
施を妨げる行為をした学生、アメリカの法令・サクセス講座実施校の規則・公序良俗に反する行為をした学生は自費にてご帰宅して頂きます。この場合、
本契約代金のご返金は一切ございません。
４．引率者の同行について
原則として、アメリカ国内では引率者は同行致しません。
５．免責事項
お客様が次に例示するような事由により損害を被られた場合におきましては、SISA	
 は原則として責任を負いません。
◎天災事変、戦乱、暴動またはこれらのために生じるサクセス講座日程の変更もしくは中止、◎運送・宿泊機関等の事故・火災により生じる損害、◎運
送・宿泊機関等のサービス提供の中止またはこれらのために生じるサクセス講座の変更もしくは中止、◎官公署の命令、出入国規制、伝染病による隔離ま
たはこれらによって生じるサクセス講座日程の変更または中止、◎自由行動中の事故、◎食中毒、◎盗難、◎運送機関の遅延・不通・スケジュール変更、
経路変更などまたはこれらによって生じるサクセス講座日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮、◎その他不可抗力の事由

＜お問い合わせ先＞
Sakae	
  Institute	
  of	
  Study	
  Abroad	
  -‐	
  USA,	
  Inc.
1972	
  Massachusetts	
  Ave,	
  4th	
  :l,	
  Cambridge,	
  MA	
  02140
617-‐234-‐0095/	
  617-‐234-‐0097	
  (fax)
Email:	
  boston@sakaeusa.com
営業時間：9:00	
  -‐	
  17:00（土日祝日除く）
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