
CEL SAN DIEGO  
DOWNTOWN
233 A Street, Suite 400 
San Diego, CA 92101, USA  
Tel:  +1/619-234-7466 
Fax:  +1/619-810-4445 

CEL SAN DIEGO  
PACIFIC BEACH
919 Garnet Avenue, Suite 208 
San Diego, CA 92109, USA 
Tel: +1/858-412-6888 
Fax: +1/619-810-4445 

CEL LOS ANGELES 
 SANTA MONICA 

320 Wilshire Blvd

 
Santa Monica, CA 90401, USA
Tel: +1/310-933-3419
Fax: +1/619-810-4445

LEARN ENGLISH IN BEAUTIFUL SOUTHERN CALIFORNIA!
ロサンゼルス・サンタモニカ｜サンディエゴ・ダウンタウン｜サンディエゴ・パシフィックビーチ

FOLLOW US!

Facebook
@collegeofenglishlanguageアカウント

Instagram
@cel_usaアカウント

YouTube
CEL - College of English Languageアカウント

2020



CONTENT

2 3www.englishcollege.jpwww.englishcollege.jp

●サンフランシスコ

●ラスベガス

ヒューストン
●

ニューヨーク●

ボストン●

ワシントンDC●

マイアミ　
　　●

●シアトル

●
シカゴ

CELロサンゼルス校
CELパシフィックビーチ校

CELサンディエゴ校

魅力あふれる南カリフォルニアで
充実の留学生活を
世界中からの留学生を魅了する南カリフォルニア。多種多様な文化が存在し、世界をリードす
る教育、ビジネス、スポーツ、エンタテインメントを体験することができます。南カリフォル
ニアの魅力はなんといっても年間を通しての気候の良さとフレンドリーな人々。誰もが開放的
な気持ちになれる場所です。
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CELが選ばれる理由

Welcome to CEL！

英語教育において 40 年近い歴史を持ち、世界各国の留学生から長年支持されてきた CEL は、
少人数クラスでアットホームな環境、そして安心できるサポート体制を提供しています。
CEL でカリフォルニアライフを満喫しながら、コミュニケーション力向上を目指しましょう !

37 年の歴史の中で、CEL（College of English Language）には世界中から 5 万人以上もの学生が留学し、英語を学んできました。
これまで 40 ヶ国以上の留学生が CEL で学び、様々な国籍の留学生を受け入れてきました。
CEL の講師やスタッフは、質の高い授業やサービスを提供できるよう、日々目標を高く持ち、真剣に皆さんに向き合っています。
平均 8 人の少人数で参加しやすい授業の雰囲気を大切にし、家族のような温かいクラス作りや効果的な英語学習を常に重視して
います。
また、留学生活を送る上で、英語力向上にとどまらず、一人ひとりのコミュニケーションの幅が増えるような環境作りがとても
大切であると考えています。授業以外の時間にもアメリカ文化に触れたり、さまざまな国籍の留学生とコミュニケーションが取
れるような環境作りをしています。
そしてこれらの点が高く評価され、40 年近く学校運営を継続することができています。これまで共に CEL に温かいサポートを
くださった卒業生の皆さんにとても感謝しています。また、これからお会いする方々とは、将来の CEL を作り上げていけるこ
とをとても楽しみにしています。
美しいカリフォルニアの街で、皆さまのお越しをお待ちしています !
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1
CEL では一人ひとりが自信を持って授業に参加し、しっかりと発言が
できるよう、平均 8 人 ( 最大 12 人 ) の少人数クラスを徹底しています。
これにより、一人ひとりに先生の目が行き届き、英語力の習得スピー
ドが上がり、効果的な語学習得を実現しています。

英語がたくさん話せる
平均 8 人の少人数クラス

2
先生からの一方通行ではなく、先生と生徒同士のマルチ方向で授業が
展開します。グループワークやディスカッション、プレゼンテーショ
ンなどの “Interaction”（相互の関わり合い）を通して、「伝える力」「聞
く力」「質問する力」を養いながら、バランスの取れた総合的な英語
力の底上げを行います。また、スキルごとの習得度合を測るため、毎
週アセスメントテストを実施しています。

使える英語力を養う「コミュニカティブ・
アプローチ」と総合的英語力の底上げ

少人数になれば授業料は高くなるのが一般的ですが、CEL の授業料は
低価格に設定されています。ですが、授業や教材、先生の質を上げる
ための投資は惜しみません。英語は授業だけではなく実生活の体験も
大いに関わってきます。せっかく貯めた留学資金を学校の費用だけで
はなく、カリフォルニアでの留学生活を充実させるために使っていた
だけるよう、留学生活を充実させるためのアクティビティや小旅行な
どの機会もたくさん提供しています。

少人数でありながら
リーズナブル3

4
CEL のどのキャンパスも、スイス、ドイツ、フランス、イタリアなどヨー
ロッパからの留学生の割合が多くを占めています。その他にはトルコ
やブラジル、中東の出身者もおり、時期によって大きく異なりますが、
日本人留学生は 1 ～ 3 割程度で構成されています。アットホームな
学校の雰囲気や充実したアクティビティにより、世界各国からの多国
籍な友達を作りやすい環境が整っています。

国際的な環境に浸れる
ヨーロッパ中心の国籍比率

5
サンタモニカ、サンディエゴ、パシフィックビーチという人気のビー
チリゾートに3つのキャンパスがあります。どのエリアも治安が良く、
南カリフォルニアのリラックスした雰囲気と陽気な人々との触れ合い
を楽しむことができます。一年中暖かく穏やかな気候のため、マリン
スポーツやアウトドアなどのアクティビティは年間を通して楽しむこ
とができます。留学生は必ず満足できると言って良い、留学に適した
最高のロケーションです。 

大満足の留学生活が送れる
最高のロケーション

6
カリフォルニア州を中心としたカレッジ・四年制大学との強い提携関
係を持ち、正式な進学準備コースとして認められています。それによ
り、TOEFL🄬スコアの提出が免除になったり、スムーズな入学手続き
を可能にしています。スタッフと講師による進学カウンセリング、英
語力相談など、充実の進学サポートを提供しています。

カレッジとの提携関係による
大学進学サポート

7
CEL は CEA(Commission of English Language Accreditation) に よ
る認証を受けています。CEA はアメリカ合衆国教育省によって認めら
れた認定機関として、高等教育の英語集中プログラムと制度を審査し
ています。CEL は国際的な認定語学学校として定期的な審査を受け、
常に質の高い教育サービスを提供しています。

国際的機関から認定を
受けた語学学校

College of English Language 代表
パトリック・ヒンメルバーグ



ロサンゼルス・サンタモニカ

ロサンゼルス留学にサンタモニカをおすすめする 5 つの理由
 5 Reasons to Choose Santa Monica as a Study Abroad Destination

ビジネス、エンタテインメント、芸術、教育、
全てにおいてアメリカをリードする街ロサンゼルスで刺激的な留学生活。
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ロサンゼルス人気観光スポット
ハリウッド
CELからバスで 1 時間
有名な映画のプレミアが行われるチャ
イニーズシアターや、ウォーク・オブ・
フェイムで有名スターの手形を見たり、
有名なハリウッドサインの写真を撮っ
たりと、映画の世界を堪能できます。

テーマパーク
CELから車・バスで約 1 時間
ディズニーランドやユニバーサルスタ
ジオの他にも複数の遊園地があり、現
地でできた友人と楽しい時間を過ごす
ことができます。本場アメリカのエン
タテインメントを満喫しましょう。

ビーチ
CELから徒歩 5 分～ 30 分
CEL があるサンタモニカビーチやベニ
スビーチ、マリブビーチなどで、海沿
いのカフェでのんびりしたり、アート
を楽しんだり、お洒落なビーチカル
チャーに浸ることができます。

ロサンゼルスダウンタウン  
CELから電車で 45 分
近年お洒落でクリーンに生まれ変わっ
たダウンタウンエリアも人気です。チャ
イナタウンやリトルトーキョー、美術
館、NBA スタジアムや数々のレストラ
ンなど魅力満載です。

Los Angeles
Santa Monica

1 サンタモニカはロサンゼルスの町の中で
も特に安全で、日が落ちた後も街が明る
く人通りが多いので、安心して生活する
ことができます。住民の意識も高く、街
が常にきれいに保たれています。

 街がきれいで治安が良い 2 サンタモニカからはハリウッドや LA ダ
ウンタウンまで電車が通っており、観光
やショッピングにも大変便利です。ロサ
ンゼルス空港 (LAX) へも近いので、到着
時や帰国時にも移動で疲れる心配もあり
ません。

 アクセスが良い

4 ビーチ、公園、ショッピング、レストラ
ンがすべて徒歩圏内にあるので、とても
便利です。車を持たなくても徒歩とバス
を使えば問題なく生活できます。

街がコンパクトで便利 5 語学と観光・アクティビティをバランス
良く楽しみたいヨーロピアンには、ダウ
ンタウンよりサンタモニカが人気です。
せっかくの留学を欧米の雰囲気の中で満
喫したい人にはおすすめです。

 ヨーロッパの留学生に人気

3 サンタモニカのメインストリート「サー
ドストリート・プロムナード」沿いのオ
シャレなテラスカフェなど、海外ドラマ
の中にいるような雰囲気を味わえます。

 おしゃれなお店が多い

サンタモニカから
主な観光地までの所要時間

Lax

Beverly Hills

Universal Studio

Hollywood

Downtown

Disney Land

Venice Beach

SANTA MONICA

30mins

40mins

1.5hour
1hour

45mins

50mins



サンタモニカビーチ

サードストリート
プロムナード

サンタモニカ
ブレイス

ベニスビーチ

ダウンタウン
ハリウッド

サンタモニカピア
パシフィックパーク

→

→CELロサンゼルス校
サンタモニカの中心部‟サードストリート・プロムナード “すぐの場所に CEL ロサンゼルス校のキャンパスがあります。
小規模レッスンのアットホームな雰囲気で、クラスやレベルに関係なくインターナショナルな友人を作ることができます。
英語学習にも、観光やアクティビティにも最適なロケーションで、ロサンゼルスでの留学生活を大いに楽しむことができます。
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滞在先オプション

　　　　日本　
　　　　スイス
　　　　ブラジル
　　　　韓国
　　　　ドイツ
　　　　

　　21％
19％
13％

8％
8％

主な国籍
ランキング

部屋タイプ
 

食事 

設備 

学校までの距離
 

年齢 

 

シングルルーム、
またはダブルルーム（2 名同時にお申込み）

朝食のみ、または朝夕食付き

ほとんどの家庭で Wi-Fi 使用可能

公共交通機関利用で
平均 40 ～ 50 分（最大でも 75 分）

16 歳以上

シングルルーム、ツインルーム
寝室以外の共有スペースは男女共用

自炊（食洗機付きキッチン完備）

リビングルーム、ダイニングルーム、スタディルーム、
無料 Wi-Fi、共同バスルーム、エアコン、共同洗濯施設（有料）

公共交通機関利用で約 15 分

18 歳以上

部屋タイプ
 

食事 

設備
 

学校までの距離

年齢 

 

部屋タイプ
 

食事 

設備
 

学校までの距離

年齢 

 

部屋タイプ
 

食事 

設備
 

学校までの距離

年齢 

 

シングルルーム、ツインルーム、クワッドルーム（最大 4 名）から
選択 ※シングルとツインは 4 週間以上滞在のお申込み

自炊（キッチン完備）

リビングルーム、無料 Wi-Fi、共同バスルーム、
共同洗濯施設（有料）、バルコニー

公共交通機関利用で 30 ～ 40 分

18 歳以上

シングルルーム、ツインルーム
男女別

自炊（食洗機付きキッチン完備）

リビングルーム、無料 Wi-Fi、
個室バスルーム（それぞれのアパートにベッドルーム 2 部屋、
バスルーム 2 つ）、、エアコン、共同洗濯施設（有料）
徒歩 10 分
18 歳以上

部屋タイプ
 

食事 

設備

 
学校までの距離
年齢 

部屋タイプ
 

食事 

設備

 
学校までの距離
年齢 
 

シングルルーム、ツインルームから選択
男女別
自炊（食洗機付きキッチン完備）
個室バスルーム（それぞれのアパートにベッドルーム 2 部屋、
バスルーム 2 つ）、リビングルーム、バルコニー、エアコン、
ケーブルテレビ、無料 Wi-Fi、スイミングプール、BBQ エリア、
駐車場（有料）、フィットネスセンター、洗濯施設
公共交通機関で 20 ～ 30 分
18 歳以上

HOMESTAY

STUDENT HOUSE

SHARED APARTMENT
STANDARD

APARTMENT PREMIUM

SHARED APARTMENT PREMIUM

SHARED APARTMENT COMFORT

学校紹介
ビデオはこちら！

アクティビティカレンダー
クラスや掲示板、Facebook でアクティビティ内容を確認し、
希望者は各自申込みをします。ロサンゼルスエリアのアクティ
ビティだけではなく、サンフランシスコやラスベガスへの旅行
も企画しています。積極的に参加して、クラス以外の友達も
作りましょう！

インターナショナルで多様性豊かな CEL ロサンゼルス校で
は、世界中から集まる留学生の皆さんのため、温かい雰囲
気づくりをし、しっかりとサポートできる環境を整えてい
ます。少人数クラスで学べること、講師と生徒の距離が近
いことが、留学生の皆さんが安心して楽しく英語を学べる
環境につながり、英語力の飛躍的な伸びにもつながってい
ます。
サンタモニカの明るい太陽の下で、エキサイティングな留
学生活を送りましょう。

Week4

Week3

Week2

WeekendFridayThursdayWednesdayTuesdayMonday

ディズニーランド

サンフランシスコ旅行

サンディエゴ旅行

ラスベガス旅行

サーフィン

バスケットボール
観戦

博物館

ゲッティ
ミュージアム

グリフィス
天文台

ユニバーサル
スタジオ

ホェール
ウォッチング

ビーチ
スポーツディ

ハリウッド

キャニオン
ハイキング

ビーチ
バーベキュー

ハリウッドサイン
ハイキング

ベニスビーチ

ビーチバレー

The Grove
ショッピング新入生対象

オリエンテーション
＆シティツアー

サンタモニカピアWeek1

キャンパス周辺マップ

※2019年度年間平均

John Newson, 
Education Director at CEL Los Angeles

• チェックイン、チェックアウトは原則土曜日となります。 
• ホームステイ以外はチェックインの際に滞在のデポジット ( 預り金 ) をお支払いいただきます

スタジオルーム（最大 2 名）
男女別　※3 週間以上滞在のお申込みに限る

自炊（キッチン完備）

リビングルーム、無料 Wi-Fi、共同洗濯施設（有料）、
個室バスルーム

公共交通機関利用で約 15 分

18 歳以上

教 室

学校外観 スチューデントラウンジアクティビティ

教 室教 室



サンディエゴ留学をおすすめする 5 つの理由
 5 Reasons to Choose San Diego as a Study Abroad Destination

アメリカ人にも人気の高級ビーチリゾートサンディエゴ
治安の良さと陽気な人々に囲まれ、初めてでも安心の留学体験

1 1 年の 80％が快晴のサンディエゴは、
パーフェクトな気候の街と称されます。
年間を通して様々なアウトドアアクティ
ビティができ、洋服が少なくて良いこと
も留学生にとってはメリットです。

 パーフェクトな気候 2 生活水準が高い地域のため治安が良く、
未成年や女性の方でも安心して過ごせ
ます。南カリフォルニアのゆったりと
した土地柄もあり、サンディエゴの人々
は陽気でフレンドリーです。

 抜群の治安と陽気な人々

4 トロリーやバスの交通網が発達している
ため車がなくても移動に困りません。コ
ンパクトにまとまった街なので移動がし
やすく、トロリーもバスも乗り放題のフ
リーパスを購入すれば更に便利です。

車がなくても大丈夫 5 サンディエゴにはカレッジや大学が集中
しており、世界レベルの教育が受けられ
ます。名門カリフォルニア大学サンディ
エゴ校やサンディエゴ州立大学には全米
や全世界から優秀な学生が集まります。

 教育水準が高い都市

3 都会、大自然、ビーチリゾートが全て身
近にあり、短期間でも様々な体験ができ
ます。スポーツ、文化、アート、音楽な
どのイベントも数多く開催され、たくさ
んの刺激を受けることができます。

 バランスの良い都会
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サンディエゴ人気観光スポット
シーワールド 
CEL からトロリーと
バスで 30 分 or 車で 10 分
ショーやアトラクションが人気の海の
テーマパーク。

オールドタウン
CEL からトロリー 10 分
カリフォルニア発祥の歴史を感じ、
メキシコの雰囲気も味わえる。

ガスランプクォーター 
CEL から徒歩 3 分
200 軒以上のレストランやブティック
が集まる若者に人気のエリア。

コロナドビーチ
CEL から車で 15 分
有名な桟橋はルート 66 の終着地点。
アメリカのベストビーチに選ばれたこ
ともある人気のビーチ。

トロリーとバスで
移動もラクラク！
サンディエゴ主要エリアをつなぐトロリーとバ
スを使えば、通学や観光にも全く不便はありま
せん。長期留学でも車を使わずに生活できるの
で、余計な費用もかからず安心して暮らせます。

トロリー＆バス共通
1 か月間乗り放題チケット：$72

（※2019 年 1 月現在）

サンディエゴ・ダウンタウン

San Diego
Down Town

Airport

Coronado

Mission bay

San Diego Zoo

SeaＷorld

DOWNTOWN
10mins

10mins

15mins

ダウンタウンから
主な観光地までの所要時間

Old Town

30mins 10mins



CEL サンディエゴ校は 3 つのキャンパスで一番規模が大き
く都心にある学校でありながら、CEL の良さである少人数
クラスやアットホームな雰囲気を保っています。初めての
留学でもスタッフや講師が温かく迎えますので安心してく
ださい。私自身も留学生として海外で過ごした経験があり、
皆さんの不安なお気持ちもよく理解できます。サンディエ
ゴはとても美しくフレンドリーな町です。ぜひご自身で、
この素晴らしい町と学校を体験しに来てください！

※2019年度年間平均

Juliana Sparacino, 
Admissions&Housing Director at CEL San Diego

CELサンディエゴ校
2018 年 2 月にリニューアルオープンしたばかりの新しいキャンパスは、ダウンタウンの中心部にあるビルの４階にあります。
全てのクラスで平均 8 人の少人数制を徹底し、アットホームな環境でリラックスして学習できる環境です。
ヨーロッパをはじめ南米やアジアなど世界中からの留学生が集まるインターナショナルな語学学校です。フレンドリーな講師と
スタッフがサンディエゴでお待ちしています！

アクティビティカレンダー
クラスや掲示板、Facebook でアクティビティ内容を確認し、希
望者は各自申込みをします。アクティビティはパシフィックビー
チ校の生徒と合同で開催されます。サンディエゴのアクティビ
ティだけではなく、ロサンゼルスやラスベガスへの旅行も企画
しています。

日本人サポートオフィス
サンディエゴには SKYUS という CEL 提携の日本語で対応ができる窓口があります。カレッジ進学や
職業体験プログラムの手配サポートをはじめ、どうしても日本語で対応をしてほしいという場合はご
相談ください。
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スタジオ（2 名まで）、1 ベッドルーム（2 名まで）、
2 ベッドルーム（4 名まで）から選択・男女別
※4 週間以上滞在のお申込みに限る
自炊（食洗機付きキッチン完備）
テレビ、無料 Wifi、リビングルーム、
個室バスルーム、洗濯施設、サウナ施設、無料駐車場
徒歩 30 分、公共交通機関で約 20 分

18 歳以上（家族で滞在の場合を除く）

部屋タイプ

 

食事 

設備
 

学校までの距離

年齢 

 

シングルルーム、
ツインルームから選択・男女別

自炊（食洗機付きキッチン完備）

テレビ、無料 Wifi、冷蔵庫、バスルーム ( それぞれのアパートに
ベッドルーム 2 部屋、バスルーム 2 つ )、リビングルーム、バルコニー、
エアコン、洗濯機、スイミングプール、BBQ エリア、フィットネスセンター
徒歩 25 分
18 歳以上

部屋タイプ
 

食事 

設備

 
学校までの距離
年齢 
 

シングルルーム、
ツインルームから選択・男女別

自炊（食洗機付きキッチン完備）

テレビ、無料 Wi-Fi、冷蔵庫、バスルーム（それぞれのアパートにベッドルーム 2 部屋、
バスルーム 2 つ）、リビングルーム、バルコニー、スイミングプール、BBQ エリア、
フィットネスセンター、テニスコート、ビーチバレーコート、駐車場（$50/ 回）
公共交通機関利用で約 40 分
18 歳以上

部屋タイプ
 

食事 

設備

 
学校までの距離
年齢 
 

APARTMENT PREMIUMSHARED APARTMENT PREMIUM
DOWNTOWN

Week4

Week3

Week2

WeekendFridayThursdayWednesdayTuesdayMonday

シーワールド

サンフランシスコ旅行

ロサンゼルス旅行

ラスベガス旅行

バーチ水族館

サーフィン

トーレパインズ
州立公園

スポーツディ
＠ビーチ

カヤック

アウトレット
ショッピング

ハーバークルーズ

サンディエゴ
動物園

メジャーリーグ
観戦

ミッドウェイ
博物館

ムービーナイト

ビーチBBQ

シーポート
ヴィレッジ

オールドタウン
ツアー

ビーチバレー
ボール新入生対象

オリエンテーション
＆シティツアー

バルボアパークWeek1

部屋タイプ
 

食事 

設備 

学校までの距離
 

年齢 

 

シングルルーム、
またはダブルルーム

朝食のみ、または朝夕食付き

ほとんどの家庭で Wi-Fi 使用可能

公共交通機関利用で
平均 30 ～ 45 分（最大でも 60 分）

16 歳以上

部屋タイプ
 

食事 

設備
 

学校までの距離

年齢 

 

2 人部屋、4 人部屋、ドミトリー (8 人部屋 )
※4 週間以上滞在のお申込みに限る

朝食 7 日、夕食 6 日付

共同キッチン、無料 Wi-Fi、
共同バスルーム

公共交通機関利用で約 15 ～ 20 分

18 歳以上

HOMESTAY HOSTEL CEL SHARED APARTMENT
SUPERIOR PACIFIC BEACH

　　　　日本　
　　　　スイス
　　　　韓国
　　　　ブラジル
　　　　ドイツ

　　20％
17％
16％
14％

9％

主な国籍
ランキング

ウォーター
フロント
パーク

リトルイタリー

シーボート
ヴィレッジ

ぺトコパーク

バルボアパーク

サンディエゴ
動物園

ガスランプ
クォーター

海洋博物館
イ

ン
デ

ィ
ア

・
ス

ト
リ

ー
ト

1ｓ
ｔ

ア
ベ

ニ
ュ

ー
フ

ロ
ン

ト
・

ス
ト

リ
ー

ト
1ｓ

ｔ
ア

ベ
ニ

ュ
ー

サンディエゴ
航空宇宙博物館

サンディエゴ
シティ大学

キャンパス周辺マップ

教 室

学校外観 スチューデントラウンジ 学校周辺

受 付

滞在先オプション • チェックイン、チェックアウトは原則土曜日となります。 
• ホームステイ以外はチェックインの際に滞在のデポジット ( 預り金 ) をお支払いいただきます

部屋タイプ

 

食事 

設備
 

学校までの距離

年齢 

 

シングルルーム、ダブルルーム、ツイン
ルームから選択、寝室以外の共有スペースは男女共用
※ツインは 4 週間以上滞在のお申込みに限る
自炊（共同キッチン）
テレビ、無料 Wifi、冷蔵庫、
個室バスルーム、共有洗濯機
徒歩 12 分

18 歳以上

RESIDENCE STANDARD

学校紹介
ビデオはこちら！



Old Town

Los Angeles

PACIFIC BEACH

40mins

2h40mins

Airport

Fashion Valley
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パシフィックビーチ人気観光スポット
クリスタルピア 
CEL から徒歩 3 分
海に伸びる桟橋にコテージが並ぶフォ
トジェニックな場所。パシフィック
ビーチに訪れる誰もが魅了される、約
250m の桟橋の先端から眺める夕日は
格別です。

シーワールド
CEL からバスで 20 分
ショーやアトラクションが人気の海の
テーマパーク。

ミッションベイ
CEL からバスで 20 分
様々なマリンアクティビティが楽しめ
るミッションベイ。湾に面したビーチ
でバーベキューやスポーツもでき、レ
トロな遊園地「ベルモントパーク」も
人気です。

ガーネット・アベニュー
CEL から徒歩 0 分
カジュアルな街のメインストリートに
はレストラン、カフェ、スイーツ店、
古着屋、ショップなどが多く立ち並ん
でいます。CEL のキャンパスもガーネッ
ト・アベニュー沿いの便利な場所にあ
ります。

15

パシフィックビーチ留学をおすすめする 5 つの理由
 5 Reasons to Choose Pacific Beach as a Study Abroad Destination

本物のカリフォルニアが味わえるパシフィックビーチ
優雅で活気あふれる街で、ローカルライフに浸る留学生活

1 広々とした白い砂浜や、ヤシの木が立ち
並ぶ遊歩道でゆったりと過ごす日もあれ
ば、バスで 30 分の距離にあるサンディ
エゴダウンタウンでショッピングやナイ
トライフを楽しむこともできます。

ビーチリゾートも都会も
両方楽しめる 2 郊外の街なので観光客が少なく都会の喧

騒もないので、落ち着いてゆったりと過
ごすことができます。留学生でも観光客
扱いされることがなく、ローカル住民も
温かく受け入れてくれます。

観光客が少なく
落ち着ける

4 ファーマーズマーケットでオーガニック
食材を調達したり、サーファー御用達の
カフェでのランチ、古着屋でお得なカリ
フォルニアファッションを見つけたりな
ど、住民になった感覚で過ごせます。

カリフォルニアの
リアルライフを体験 5 サーフィン好きには最高の留学先！

CEL はサーフィンができる海から徒歩
3 分のため、登校前に海に行きサーフ
ボードを持って学校に来る生徒もたく
さんいます。

サーフィンするなら
パシフィックビーチ

3 まだまだ日本人には知られておらず、
ヨーロッパからの留学生が大半を占めて
います。日本人が少ない環境に留学した
いけど程よい都会がいい、という人には
特におすすめです。

日本人に知られていない
穴場エリア

サンディエゴ・パシフィックビーチ

San Diego
Paci�c Beach

パシフィックビーチから
主な観光地までの所要時間

20mins

San Diego Zoo

SeaＷorld

Down Town
30mins



ガーネット・

アベニュー

クリスタル・ピア

レストラン

アイスクリーム店

シーフード海鮮料理店

地中海料理店

メキシコ料理店

ラホーヤ

ミッションベイ

ファーマーズ
マーケット

フ
ァ

ニ
ュ

エ
ル

・
ス

ト
リ

ー
ト

パシフィックビーチはビーチタウンの心地良さと大都市の
両方が楽しめる、最高のロケーションです。CEL パシフィッ
クビーチ校では、世界各国からの留学生がアットホームで
フレンドリーな雰囲気で英語を学んでいます。キャンパス
からビーチへは徒歩 5 分。ゆったりとした雰囲気の中、英
語に浸りながら、自分のペースで留学生活を送ることがで
きる環境です。本物のカリフォルニアライフを体験したい
方、海が大好きな方、ぜひ一緒に留学生活を楽しみましょう。

※2019年度年間平均

Paolo Ramos, 
Student Services at CEL Pacific Beach

部屋タイプ
 

食事 

設備 

学校までの距離
 

年齢 

シングルルーム、
またはツインルーム

朝夕食付き

ほとんどの家庭で Wi-Fi 使用可能、洗濯機使用可能

公共交通機関利用で平均 30 ～ 45 分
（最大でも 60 分）

16 歳以上

HOMESTAY CEL SHARED APARTMENT
SUPERIOR PACIFIC BEACH

CELパシフィックビーチ校
カリフォルニアライフを満喫する最適な場所として 2015 年にオープンした、サンディエゴのセカンドキャンパスです。
通称「PB」と呼ばれるビーチタウンで、旅行では味わえないローカル体験をしましょう。
CEL パシフィックビーチ校は、ビーチからメイン大通り「ガーネット・アベニュー」を歩いて 5 分の場所にあります。 
サーフィン、ショッピング、カフェ、レストランにも徒歩圏内でアクセスでき、サンディエゴダウンタウンへはバスで 30 分で行くことができます。

アクティビティカレンダー
クラスや掲示板、Facebook でアクティビティ内容を確認し、希
望者は各自申込みをします。アクティビティはパシフィックビー
チ校の生徒と合同で開催されます。サンディエゴのアクティビ
ティだけではなく、ロサンゼルスやラスベガスへの旅行も企画
しています。
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Week4

Week3

Week2

WeekendFridayThursdayWednesdayTuesdayMonday

シーワールド

サンフランシスコ旅行

ロサンゼルス旅行

ラスベガス旅行

バーチ水族館

サーフィン

トーレパインズ
州立公園

スポーツディ
＠ビーチ

カヤック

アウトレット
ショッピング

ハーバークルーズ

サンディエゴ
動物園

メジャーリーグ
観戦

ミッドウェイ
博物館

ムービーナイト

ビーチBBQ

シーポート
ヴィレッジ

オールドタウン
ツアー

ビーチバレー
ボール新入生対象

オリエンテーション
＆シティツアー

バルボアパークWeek1

　　　　スイス
　　　　フランス
　　　　ブラジル
　　　　ドイツ
　　　　日本

　　36％
13％
12％
12％

7％

主な国籍
ランキング

キャンパス周辺マップ

教 室

学校外観 学校周辺学校内

修了式

滞在先オプション • チェックイン、チェックアウトは原則土曜日となります。 
• ホームステイ以外はチェックインの際に滞在のデポジット ( 預り金 ) をお支払いいただきます

部屋タイプ 

食事 

設備

 

学校までの距離

年齢 

シングルルーム、ツインルームから選択・男女別

自炊（食洗機付きキッチン完備）

テレビ、無料 Wi-Fi、冷蔵庫、バスルーム（それぞれのアパートにベッドルーム 2 部屋、
バスルーム 2 つ）、リビングルーム、バルコニー、スイミングプール、BBQ エリア、
フィットネスセンター、テニスコート、ビーチバレーコート、駐車場（$50/ 回）
公共交通機関利用で約 40 分

18 歳以上

教 室

トリプルルームから選択・
男女別

自炊（食洗機付きキッチン完備）

テレビ、無料 Wi-Fi、バスルーム（それぞれのアパートに
ベッドルーム 2 部屋、バスルーム 2 つ）、リビングルーム、
洗濯施設（有料）、BBQ エリア
公共交通機関利用で約 20 分
18 歳以上

部屋タイプ
 

食事 

設備

 
学校までの距離
年齢 
 

シングルルーム、ツインルームから選択・
男女別

自炊（食洗機付きキッチン完備）

テレビ、無料 Wi-Fi、リビングルーム、スイミングプール、
BBQ エリア、バスルーム（それぞれのアパートに
ベッドルーム 2 部屋、バスルーム 2 つ）、洗濯施設（有料）
公共交通機関利用で約 20 分
18 歳以上

部屋タイプ
 

食事 

設備

 
学校までの距離
年齢 
 

SHARED APARTMENT
STANDARD PLUS

SHARED APARTMENT STANDARD

部屋タイプ
 

食事 

設備
 

学校までの距離

年齢 

 

2 人部屋、4 人部屋、
ドミトリー (8 人部屋 )

朝食 7 日、夕食 6 日付

共同キッチン、無料 Wi-Fi、
共同バスルーム

公共交通機関利用で約 50 ～ 55 分

18 歳以上

HOSTEL

学校紹介
ビデオはこちら！



CEL では一人ひとりが自信を持って授業に参加し、しっかりと発言ができるよう、平均 8 人 ( 最
大 12 人 ) の少人数クラスを徹底しています。授業は先生からの一方通行ではなく、先生と生
徒同士のマルチ方向で授業を進め、グループワークやディスカッション、プレゼンテーショ
ンなどの “Interaction” ( 相互の関わり合い ) を通して、「伝える力」「聞く力」「質問する力」
を養います。その中で、読む・書く・聞く・話すの四技能 + ボキャブラリーと文法を習得し、
バランスの取れた総合的な英語力の底上げをします。

到着～授業開始までの流れ

到 着
ロサンゼルス空港またはサンディエゴ空港でお出
迎え。

滞在先チェックイン
ホームステイ滞在の場合は、ホストファミリー
から滞在についての説明を受けます。レジデン
ス滞在の場合は事前にお知らせしたチェックイ
ン方法でお部屋にお入りください。
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土
曜
日

学校初日
プレイスメントテスト
リスニング、リーディング、ライティングのレベ
ルチェックテストを受けていただきます。

オリエンテーション
学校でのルールやスケジュールの説明、アプリの
使い方、滞在先での注意事項、ビザについて、ス
チューデントサービスの担当者がご説明します。

月
曜
日

アクティビティ紹介
アクティビティ担当スタッフが、開催予定のアク
ティビティの紹介や、参加方法についてご説明し
ます。

学校内＆周辺ツアー
学校内の設備紹介と、学校周辺のウォーキング
ツアーを行います。

フリータイム
旅の疲れを取るよう無理のない程度に、周辺散
策をしたり、日用品や食料を買い出ししたり、
カリフォルニア生活の下準備を行います。

授業開始
プレイスメントテストの結果により分けられた
クラスに入り、授業スタートです！平均8人の少
人数クラスなので、恥ずかしがらず、どんどん
積極的に英語で発言しましょう！

週末の過ごし方
学校で企画するラスベガスやサンフランシスコ
への小旅行に参加したり、学校や宿泊先ででき
た友達と観光やショッピングを楽しみます。

火
曜
日
～
金
曜
日

日
曜
日

土
曜
日

日
曜
日

CEL在校生専用アプリ
生徒専用アプリを利用し、重要なお知らせを確認することができます。

・時間割、先生の確認
・オリエンテーションスケジュール
・滞在先住所、電話番号、チェックイン方法
・成績
・出欠情報
・各種書類データ（I-20、成績表、申込内容確認書など）
・学生ハンドブック

CEL アプリで
できること

一人ひとりがしっかり話せるCELの少人数レッスン

入学初日のプレイスメントテスト ( レベルチェックテスト ) の結果によって、Basic A ~ Advanced B まで 6 レベルに分けられます。

細分化されたクラス分け

レベルアップテストは先生の推薦もしくは各自の判断で受けることがで
き、自分のペースで進めていくことができます。Grammar、Writing、
Listening、Speaking(1 対 1) の 4 種類のテスト全てにおいて規定の合格
ラインをクリアすると次のレベルに進みます。ひとつのレベルを修了す
るまでの期間の目安は 10~12 週間に設定されています。

レベルアップテスト
コース修了時には、学生一人ひとりに「プログレスレポート」と修了証書
が授与されます。プログレスレポートには入学時と修了時のテストスコア
の比較、成績、講師の評価、今後の学習ポイントが記載されています。
※プログレスレポートは 8 週間以上受講された場合に発行され、1 週間
~7 週間の場合は修了証書のみが授与されます。修了証書の発行には出席
率 80% 以上が必要です。

プログレス・レポート

スーパー・インテンシブ（30レッスン）
月～金曜日
12:30 – 13:15
13:15 – 14:00
(14:00 – 14:15 休憩時間)
14:15 – 15:00
15:00 – 15:45
(15:45 – 16:00 休憩時間)
16:00 – 16:45
16:45 – 17:30

※繁忙期のみ下記スケジュールでも開講します。

インテンシブ（20レッスン）
月～金曜日
14:15 – 15:00
15:00 – 15:45
(15:45 – 16:00 休憩時間)
16:00 – 16:45
16:45 – 17:30

インテンシブ・プラス（24レッスン）
月～金曜日
14:15 – 15:00
15:00 – 15:45
(15:45 – 16:00 休憩時間)
16:00 – 16:45
16:45 – 17:30
＋
週2日Plus2レッスン
12:30 – 13:15
13:15 – 14:00

FriThuWedTueMon

13:15 – 14:00 レッスン6

12:30 – 13:15

12:00 – 12:30

11:15 – 12:00

10:30 – 11:15

10:15 – 10:30

9:30 – 10:15

レッスン3

レッスン2

レッスン5

レッスン4

ブレイクタイム

ブレイクタイム

レッスン18:45 – 9:30

*1レッスン＝45分
*毎週月曜日入学
*授業内容は一例です。
  受講レベルやコースによって異なります。

：週2日

インテンシブ（週20レッスン）

インテンシブ・プラス（週24レッスン）

スーパー・インテンシブ（週30レッスン）

+

+

ウィークリースケジュール
（※こちらはあくまでも一例です）

Basic B
(Level 2)

Basic A
(Level 1)クラス名

英語力の目安

CELのコース

ElementaryBeginner Lower Intermediate
TOEFL 42 - 71
IELTS 4.0 - 5.0

Upper Intermediate
TOEFL 72 - 94
IELTS 5.5 - 6.5

Advanced
TOEFL 95 - 109
IELTS 6.5 - 8.0

Proficiency
TOEFL 110 - 120
IELTS 8.0 - 9.0

・一般英語コース
・プライベートレッスン

・一般英語コース
・プライベートレッスン

・一般英語コース
・プライベートレッスン

・一般英語コース
・ケンブリッジ英検(FCE)
・プライベートレッスン

・一般英語コース
・TOEFL試験対策
・ケンブリッジ英検(CAE)
・プライベートレッスン

・一般英語コース
・TOEFL試験対策
・プライベートレッスン

簡単な単語が理解でき、
日常使う表現がわかる。
自己紹介をし、簡単な質
問に答えられる。

日常的な状況での表現を
文で理解できる。身近な
内容についての情報共有
ができる。

学校、職場、レジャーな
どについて詳しい説明が
できる。身近なトピック
スについて複数の文章で
表現できる。

専門的な用語を含む幅広
いトピックスで複雑な表
現が理解できる。自分の
意見を明確に説明するこ
とができる。

長く複雑な文章が理解で
き、学術的またはビジネ
ス的な場面でも柔軟かつ
効果的に言語を使って表
現できる。

聞くこと読むことについ
てはほぼ全てが理解でき
る。様々な情報をまとめ
て意見を述べることがで
きる。

Intermediate A
(Level 3)

Intermediate B
(Level 4)

Advanced A
(Level 5)

Advanced B
(Level 6)



プログラム詳細資料、
紹介動画はこちら

CEL では 12 人以下（平均 8 人）の少人数クラスで、個々のレベルや目標に合わせた授業を行っ
ています。ひとつのレベルにいる間はずっと同じ講師が担当するため、ひとりひとりの性格や
希望もよく把握でき、クラス全体の雰囲気やモチベーションを良い状態に保つことができてい
ます。一般英語コースでは、読む・書く・聞く・話すの４技能に加え、文法、発音、ボキャブラリー、
発表など、言語運用スキルを全般的に伸ばすよう構成されています。

CEL 英語コースを 24 週間以上の受講で、アカデミックイヤープログラムを申し込む
ことができます。アカデミックイヤープログラムのサービス内容は以下の通りです。

✔アカデミックアドバイザーによるカウンセリング
✔スタッフによる学習進捗管理
✔専用アプリで成績を確認
✔弱点克服のための追加教材
✔コース修了時に成績表を進呈

一般英語コース General English

アカデミックイヤープログラム Academic Year Program
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12人以下の少人数クラスで、個々のレベルや目標に合わせた授業

有名なサーフスポットも多い
南カリフォルニアでサーフィン留学！

個々の目的に合わせた1対1の個別レッスン！

留学しながら地域コミュニティで社会貢献！

レッスンスケジュール例

リスニング、発音　※スーパーインテンシブは週3回選択科目13:15 – 14:00

スピーキング12:30 – 13:15

ランチタイム12:00 – 12:30

グラマー
テキストを使って文法のエクササイズ

11:15 – 12:00

グラマー、ボキャブラリー＆ライティング
テキストやテーマに沿った新しい単語を学び、その単語を使って文章を書く

10:30 – 11:15

休憩時間10:15 – 10:30

スピーキング＆リスニング
二人組またはグループでスピーキングトレーニング

9:30 – 10:15

ウォームアップエクササイズ
前日の宿題確認、復習及び発表、ミニテスト

8:45 – 9:30

1クラスの人数

平均8人
（最大12人）

平均8人
（最大12人）

平均8人
（最大12人）

受講期間

1週間
～

長期

入学日

毎週月曜日

毎週月曜日

毎週月曜日

学生ビザ

要

要

不要

レッスン数

週30
レッスン

週24
レッスン

週20
レッスン

コース

スーパー・インテンシブ

インテンシブ・プラス

インテンシブ

時間割

週5日　8:45 –14:00
（※繁忙期は、12:30–17:30の時間も開講)

週2日8:45 –14:00・週3日8:45 –12:00
（※繁忙期は、週2日12:30–17:30
   週3日14:15 –17:30の時間も開講)

週5日　8:45 –12:00
（※繁忙期は、14:15–17:30の時間も開講)

Student’s Voice
クラスの人数が少ないので、
学生一人一人が発言できる時間が
取れて、自然と英会話力が
アップします。

スーパー・インテンシブコースを受講する方は週3回、午後に選択科目を選ぶことができます。
選択科目例：プレゼンテーションスキル、ビジネスマーケティング語彙、職務経歴書の書き方、英語試験対策、ライティングワークショップ、
　　　　　　リーディング集中講座、イディオム など
※受講できる選択科目は渡航時期や英語レベルによって異なりますので、事前に選ぶことはできません。

※繁忙期は午前・午後クラス（2シフト制）に分けて授業が行われます。
※1レッスン45分授業です。
※月曜日が祝日の場合は翌火曜日が入学日となります。

また、カレッジパスウェイサポートと組み合わせることにより、CELのスタッフ・
講師が一丸となってアメリカ大学進学をサポートいたします。 
※お申込み時にアカデミックイヤープログラムをお選びください。

留学しながら地域コミュニティで社会貢献！英語力不問で 16 歳以上から参加可能
です。お好きな英語コースに週3日のボランティア活動を追加することができます。
詳細はプログラム別資料をご確認ください。

英語＆ボランティアプログラム English & Volunteering

短期間の留学でもしっかりと学びたい、ビジネスや会話などの特化した分野を伸
ばしたい、 という方には、プライベートレッスンもご用意できます。 プライベート
レッスンのみ、または一般英語コースとの組み合わせ ( 午前中はグループレッスン、 
午後はプライベートレッスンなど ) も可能です。 ご希望に合わせたプランをご提案
できますので、お気軽にお問い合わせください。

プライベートレッスン

※CELサンディエゴ校、パシフィックビーチ校のみで手配可能

プログラム詳細資料、
紹介動画はこちら

ジュニアキャンプ

CEL でサーフィンレッスンを手配します。
サーフィン初心者から中級レベルの方にお勧めです。

✔週2日午後に90分のサーフィンレッスン
✔ウエットスーツ、サーフボードレンタル付き

太陽の街サンディエゴで、世界各国の留学生と
英語＆アクティビティを楽しもう！
CEL サンディエゴ校では、毎年 1 ‐ 2 月と 6 ‐ 8 月の期間で 12 歳～ 18 歳の中学高校生
を対象としたジュニアキャンプを開催しています。世界中から集まった同年代と交流
しながら、英語力アップとアクティビティを満喫しましょう！詳細はプログラム別資
料をご確認ください。
※CELサンディエゴ校のみで実施

英語＆サーフィンプログラム

Private Lesson

Junior Camp

English & Surfing



※カレッジ進学サポート費が別途必要です。

CELではカリフォルニア州の二年制カレッジや四年制大学と提携関係を結び、
TOEFL試験を受けなくてもCELの一般英語コースにおけるレベル4以上をクリア
することで、進学が可能となります。
●カレッジ進学サポート対象コース：一般英語コース

CELではカリフォルニア州サンディエゴ市に本社を持ち、教育サービス
を提供する会社 SKYUS（スカイアス）と連携して大学進学のサポート
を行っています。SKYUSには米国での留学生受け入れの経験豊富な日
本人スタッフが常駐し、皆様の大学進学をサポートしています。
※カレッジ進学サポート費が別途必要です。

カレッジ進学サポート　College Pathway Support
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CEL入学時から大学進学まで一貫サポート

・　現地日本人スタッフによる進学カウンセリング
・　カレッジ入学手続きサポート
・　滞在中の緊急時日本語対応
・　留学生活アドバイス
・　編入時の移動、滞在先手配サポート

CELカレッジ進学サポートの特徴
１．TOEFL受験が不要
一般英語コースのレベル4修了で提携のカレッジに
TOEFLスコア免除で進学できます。

２．大学進学後に役立つスキルを習得
一般英語コースでは、プレゼンテーション、ディスカッション、
ライティング、長文リーディングを繰り返し練習します。

３．大学進学に絶好のロケーション
南カリフォルニアはカレッジや大学が数多くあり、
カレッジから四年制大学へ編入もスムーズです。

4．日本人サポート付きで安心！（サンディエゴ校・パシフィックビーチ校限定）

進学スケジュール例

カレッジ進学

指定レベル修了

カレッジ進学

指定レベル修了

渡米4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

現地提携サポートオフィスSKYUS

提携カレッジ例

サンディエゴ北部の恵まれた環境にあり編入にも強い人気のカレッジ。
暮らしやすさの割に低コストで生活できる。
■学生数：約30,000人
■最寄都市：サンディエゴ、サンマルコス
■主な専攻：ビジネス、映画学、グラフィックデザイン、
　インテリアデザイン、建築学、ダンス、演劇、心理学、人類学など
■入学基準：CEL一般英語コースレベル4修了

パロマカレッジ
Palomar College

郊外の落ち着いた環境にあり、幅広い専攻が魅力。4年制大学への
編入率も高く、日本人スタッフも常駐しており安心して留学ができる。
■学生数：約18,000人
■最寄都市：サンディエゴ
■主な専攻：ビジネス、コミュニケーション、コンピューター、ダンス、
　ホスピタリティ、ホテルマネジメント、旅行、国際関係など
■入学基準：CEL一般英語コース レベル4修了

グロスモントカレッジ
Grossmont College

ケンブリッジ英検対策コース  Cambridge Exam Preparation
合格率90％を誇る人気コース！合格証書は一生涯有効な資格です。
ケンブリッジ英検は、日本ではまだまだ知名度は高くありませんが、実は世界約130ヶ国以上で実施されており、450万人以上が受験する
世界で最も有名な英語試験です。世界中で20,000を超える企業・学校・政府等の団体が“英語力を証明する試験”として評価しています。
このケンブリッジ英検を取得することによって海外での大学・大学院入学、就職・昇格を有利に導くでしょう。
CAE：教育機関への英語力の証明、また仕事で英語を使い物事を処理するのに充分な上級レベル （TOEIC900点/英検1級レベル）
FCE：受験者が最も多く、教育機関やビジネスなどで英語能力の証明として通用する中級レベル （TOEIC800点/英検準1級レベル）

CAEとFCEはビジネス的な英語が中心となります。スピーキングやライティングなど、実際に使える英語能力が 求められるため、
資格取得だけではなく、高レベルな英語力のトレーニングとしてもおすすめの試験です。

TOEFL試験対策コース TOEFL Exam Preparation
TOEFL試験に精通した経験豊富な講師が、学生の弱点を把握し、良い結果が出せるよう厳しく指導しています。
このコースでは、TOEFLの試験対策に特化した授業を行っています。
試験に精通した講師が、受験する上での戦略を提供したり、模擬テストを行い高得点を取得するためのスキルを身につけます。
このコースでは特に、アメリカの大学へ進学したいという目標を持った留学生が多く学んでいます。

英語＋エクスペリエンスプログラム  English Plus Experience 
職場体験ができるプログラムで、学んだ英語を企業で実践！
対象年齢：18歳以上 
受講期間：4週間～ 
ビザ：ESTAまたは学生ビザ 
英語力：Advanced A（Level 5）

午前中はCELで英語レッスンを受け、午後はカリフォルニアの企業で職場体験をします。
インタビューテクニック、レジュメライティングなどのワークショップも受講できます。 
お申込み時にSkypeインタビューとプレイスメントテストを実施します。
英 語力が基準に満たない場合は、職場体験の前に英語レッスンを追加していただきます。

コース

Super TOEFL

1クラスの
平均人数

受講期間

Advanced A
（レベル5）～

1週間
～

長期

学生
ビザ

要

要

キャンパス

ロサンゼルス

サンディエゴ

パシフィック
ビーチ

受講基準入学日

毎週
月曜日

毎週6人
（最大12人）

6人
（最大12人）

月曜日

レッスン数

一般英語
24レッスン

＋
TOEFL

6レッスン

一般英語
20レッスン

＋
TOEFL

6レッスン

TOEFL Plus

時間割

一般英語コース週5日8:45 –12:00／
TOEFLコース週3日12:30 –14:00
※繁忙期は時間割が変更されることがあります。

一般英語コース週2日8:45 –14:00・
週3日8:45 –12:00／
TOEFLコース週3日12:30 –14:00
※繁忙期は時間割が変更されることがあります。

キャンパス受講期間時間割レッスン数コース

Super Cambridge FCE/CAE
8:45 –14:00
（※繁忙期は
　12:30-17:30
　の時間も開講）

パシフィック
ビーチ

週30
レッスン

1クラスの
平均人数

8:45 –12:00
（※繁忙期は
　14:15-17:30
　の時間も開講）

学生ビザ

要

不要

受講基準

CAE： 
Advanced A

（レベル5）～

FCE： 
Intermediate B
（レベル4）～

CAE試験日

3月14日
6月10日
8月28日
12月2日

FCE試験日

3月13日
6月9日

8月27日
12月1日

1月6日～3月13日 
（10週間）

3月16日～6月5日 
（12週間）

6月15日～8月28日 
（11週間）

9月8日～11月27日
（12週間）

週20
レッスンCambridge FCE/CAE 6人

（最大12人）

6人
（最大12人）

日本人留学生の体験談

先生やスタッフはとても親切でフレンドリーです。いつもしっかりと生徒のサポートをしてくれました。
クラスは10人以下なので、先生やクラスメイトととても親しくなれます。この環境のおかげで、英語力
を伸ばすことができました。アクティビティも豊富で、ビーチアクティビティやハイキング、スポーツ、
旅行などがありました。最初に友達がいなくても、アクティビティで友達がすぐにできるので、心配はい
りませんでした。ここでは質の高い授業を受けながら、世界中の友達と素晴らしい時間を過ごすことがで
きます！

Maki F.(28歳) ／ CELサンタモニカ校でSuper Intensive受講

私のクラスは8人で、他にスイス人、ドイツ人、フランス人のクラスメイトがいました。スピーチの授業
が特に印象に残っています。スピーチが終わった後、先生が一人一人にコメントをして、文法などの間違
いを細かく指摘してくれました。短時間で人に伝わるようなスピーチを書き上げることや、人前で間違え
ても恐れずに発表することを学びました。高校3年生の時に3週間短期留学して、高校卒業後にまたCELサ
ンディエゴ校に戻って大学進学準備をし、無事にカレッジに進学することができました！

Ren T.(18歳) ／ CELサンディエゴダウンタウン校で一般英語コース＋カレッジ進学プログラム受講

様々な個性を持っているCELの先生たちがとても好きです。
興味深い授業をする能力があり、それぞれの生徒に合わせたケアをしてくれました。ほぼ毎日太陽が出て
いたので、サーフィンも思う存分楽しむことができました。学校のスタッフもいつもフレンドリーで、何
かあればすぐサポートしてくれました。

Sunao M.(22歳) ／ CELパシフィックビーチ校でTOEFL対策コース受講


