語学で
人生を
変える。
2022年度プログラム＆センター
カナダ/アメリカ

JAPANESE

EDITION

ELS 情報
140ヵ国に2700ヵ所の
カウンセリングオフィス

27+

27以上のELSセンターで
インテンシブ英語
プログラムを提供
143ヵ国から120万人以上
の学生が受講

60+

60年以上にわたり英語
教育を提供
650校以上のカレッジ
や大学と提携

ELS で

学ぶ理由

ELSは、60年以上にわたり英語力の目標達成を目指す学生たちに選
ばれてきました。人気の都市や大学キャンパスに拠点を構えるELS
のセンターでの完全没入型プログラムは、生涯にわたる成功を実現
できる文化体験を提供します。
ELSでは、将来のグローバル市民を育成することに全力を尽くして
います。言語と文化を組み合わせることで、受講生は日常生活で直
接使えるコミュニケーションのスキルを習得することができます。
高い授業の質は、専属のプロフェッショナルな教師たちにより裏打
ちされています。ELSの経験豊かな教師の多くは、TESOL（Teachers
of English to Speakers of Other Languages）や修士号、
またはTEFL
証明書を取得しており、15年以上にわたってELSで教鞭をとってきた
経験を有しています。
ELSでは数百校の大学と提携し、受講生が生涯にわたる成功を実現
できる教育機会を提供しています。このような提携により、受講生
には最高の施設と大学生活を直接経験できる機会を提供できます。
ELSで学べば、際限なく可能性が広がります。ELSの使命はこれらの
可能性を現実のものとし、すべての学生に夢を実現する力を提供
することです。

12のレベル
からなる授業

すべてのELSセンターでは、各自の英語力に見合ったレベルを
判断するためのプレイスメントテストを実施しています。初級レ
ベルでは、英語学習の土台となる基礎を学びます。より上級の
レベルに進むに従って、
より複雑な授業が提供されるようにな
ります。4週間ごとに、要件を満たす受講生は次のレベルへ進
級します。上級のレベルに進むと、
より難易度の高い授業と高
等教育の選択肢から新たな機会が生まれます。

あらゆるレベルの学生のために

マスター
レベル 112
レベル 111
レベル 110

上級
レベル 109
レベル 108
レベル 107

中級
レベル 106
レベル 105
レベル 104

初級
レベル 103
レベル 102
レベル 101

ELS.EDU

マスターレベルを修了した学生は、以下ができるようになります：
英語を容易に話し、理解できる

仕事や大学の要件に適うリーディングとライティングができる

英語で業務に就くことができる

CEFR：ELSレベル112修了時にB2+/C1
修了時の選択肢：学士・修士プログラムを開始

上級レベルを修了した学生は、以下ができるようになります：

ほとんどの社会的状況で効果的にコミュニケーションができる

さまざまなイディオム（慣用句）を使用し、理解できる
ほぼすべての会話に加わることができる

CEFR: ELSレベル109修了時にB2
修了時の選択肢：2年制カレッジに進学

中級レベルを修了した学生は、以下ができるようになります：
事実や意見を伝えられる

普通の会話のスピードであれば、ほとんどの質問や発言を理解できる
ネイティブスピーカーと会話が続けられる

CEFR: ELSレベル106修了時にB1

初級レベルを修了した学生は、以下ができるようになります：

日常的な状況で基本的なレベルのコミュニケーションができる

英語をゆっくりとはっきり話せば理解できる
簡単な質問や指示に応対できる

CEFR: ELSレベル103修了時にA2+

ELSのメソッド
ELSの教授法は各種教育機関に支持される最先端の学習法で、高度な訓練を受けた教員と親切な学生サポートスタッフにより提供されます。
•

参加することで学ぶ：クラスで友だちを作
る、フィールドトリップに出かける、地元エリ
アを探索する、社交イベントに参加するな
ど、実世界での練習を含むインタラクティブ
な授業です。

•

フィードバックから学び 進歩する：学 習
過程における進捗状況を知るため、教員
と話し合う機会が数多く設けられていま
す。

•

結果が見えてくるともっと学べる：レポート
カードで進歩をたどり、成功を喜ぶことが
できます。4万人を超えるELSの学生が、大
学入学に成功しています。次はあなたの番
です。

スキル強化クラス

カリキュラムと教材

スキル強化クラス
（SEC）は、ELS Language Centersの学生の能力向上に
おいて重要な役割を果たします。これらのクラスは、学生が他のクラスで
学んだリスニング、
スピーキング、
リーディングとライティング能力をさら
に伸ばす機会を提供します。SECでは、学生がさまざまな場面やコミュニ
ケーションアクティビティでの練習を通じて言語能力を磨く機会が得られ
ます。SECの例として、
語彙力強化、
日常生活でのスピーキング、
発音、
イデ
ィオムなどが挙げられます。

ELSではNational Geographic Learningと提携し、
「文法とスピーキン
グ練習」および「リーディングとライティング」
クラス専用の教材を制作
しました。新しい教材では、National Geographicの名高い魅力的な
コンテンツと、有意義かつ生産的な活動で英語を効果的に使うことに
焦点を当てた包括的学習活動を、他に類を見ない視覚的プレゼンテー
ションで提供します。教材に含まれる強力なデジタルコンテンツは、教
室の内外での学習体験に役立ちます。

カ ナ ダ / アメリカ
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インテンシブ
英語プログラム

進学やキャリアでの成功にそなえる
インテンシブ英語* は、ELSで最も包括的なプロ
グラムで、言語学習における最高レベルの習熟
度を提供します。カリキュラムは、言語のすべて
の要素であるリスニング、
スピーキング、
リーディ
ング、
ライティング、発音、文法、語彙に焦点を当
て、成功を達成できるよう設計されています。
インテンシブ英語プログラムは、次のスキル
に注目する毎日4～6課の授業による没入型
学習カリキュラムです：

学校や職場でのコミュニケーションスキル：パ
ブリックスピーキングやノートテーキング、研究
調査、
プレゼンテーションなど、
進学やキャリアで
の成功に必要なコミュニケーションスキルを身
につけることができます。
実世界での活用：すべてのELSプログラムの目標
は、
実世界の状況で活用できる現実的な言語学
習を提供することです。そのため、
現実的なシナ
リオで会話的な英語を使う練習を実施します。

インテンシブ英語コース情報
レベル

12レベル： 101～112（初級からマスター)

1週間の授業数

30レッスン（各レッスン50分間）

各レベルの週の数

4週間（1コースあたり1レベル）

年間の開講日の回数

26回

クラスごとの受講生数（平均）

15人

年齢制限

各センターおよび宿泊施設により異なる

プログラム実施センター

すべてのアメリカとカナダのセンター

*カナダでは「アカデミック英語」および「一般英語」と呼称

コミュニケーションの向上：ELSで学ぶことで得ら
れる文化体験は、教室をはるかに超えた場所で
も展開します。各レッスンでは、
Contact America!
アクティビティを通じて、受講生は学んだことを
クラス外で活用し、
ネイティブの英語スピーカー
と交流する機会を得られます。

インテンシブ英語プログラム：
週30レッスン**
午前8:30～午前9:20

文法/スピーキング練習

午前9:30～午前10:20

文法/スピーキング練習

午前10:30～午前11:20

スキル強化クラス

午前11:30～正午12:00

ランゲージ・テクノロジー・センター

午後12:20～午後1:30

昼食

午後1:30～午後2:30

リーディング/ライティング

午後2:40～午後3:45

リーディング/ライティング

** スケジュールは一例です。授業時間と開始時刻はセンターによって異なります。すべ
てのセンターでは午前8:00～午後5:00までが業務時間となっており、スタッフがお
手伝いできます。

ELS.EDU

セミインテンシブ
英語プログラム
文化と言語を体験する
セミインテンシブ英語プログラムでは、英語学
習と本物の文化体験が同時に楽しめます。ELS
の強力な英語カリキュラムにより英語習得が可
能となるだけでなく、街の中のあらゆる魅力的
な場所や文化を経験するのに必要な時間が取
れるスケジュール設定となっています。
午前中の授業では、
リスニング、
語彙、
文法、
発音
など、
言語とコミュニケーション学習のすべての
要素に注目します。授業内容は、社交的な設定

や学生たちとのやり取りで自信を持って授業内
容を使うことができるよう、
会話練習と実世界で
の活用法を提供するように構成されています。
セミインテンシブ英語プログラムなら、午後か
ら夕方にかけて街や近隣地域に出かけ、自由
時間を楽しむことができます。自由時間を活
用して、実世界の状況で会話をし、街の文化を
直接経験することができるでしょう。

セミインテンシブ英語コース情報
レベル

12レベル： 101～112（初級からマスター)

1週間の授業数

20レッスン（各レッスン50分間）

各レベルの週の数

4週間（1コースあたり1レベル）

年間の開講日の回数

26回

クラスごとの受講生数（平均）

15人

年齢制限

各センターおよび宿泊施設により異なる

プログラム実施センター

すべてのアメリカとカナダのセンター（ELS
Tampaを除く)

セミインテンシブ英語プログラムが持つこの
2面的な特長は、非常にユニークな体験を実
現してくれます。教室で過ごす時間が短めで
あるため、毎日実際の状況で練習することが
できます。教室の中では、英語が話されるどん
な状況でも安心できるよう、包括的な言語の授
業が提供されます。

セミインテンシブ英語プログラム：
週20レッスン*
午前8:30～午前9:20

スキル強化クラス

午前9:30～午前10:20

ランゲージ・テクノロジー・センター

午前10:30～午前11:20

文法/スピーキング練習

午前11:30～正午12:00

文法/スピーキング練習

午後12:20～午後1:30

昼食

* スケジュールは一例です。授業時間と開始時刻はセンターによって異なります。すべ
てのセンターでは午前8:00～午後5:00までが業務時間となっており、スタッフがお
手伝いできます。

カ ナ ダ / アメリカ
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ION+ インテンシブ

オンライン英語プログラム
世界のどこからでも英語を学べる
世界のどこからでもオンラインでELSインテンシ
ブ英語プログラムを受講できます。受賞歴のあ
るELSカリキュラムに学習プラットフォームから
簡単にアクセスでき、あなた個人の英語学習と
進学の目標に合わせた学習体験が実現できま
す。毎週18時間のリアルタイムのオンラインレッ
スンが提供される4週間のコースには、
どんな
デバイスからでもアクセスできます。全クラス
ともELSカリキュラムの内容にすべて合わせて
構成されているため、Certificate of Completion

（修了証明書）の獲得を目指すことができます。
この証明書は、
アメリカとカナダの650校以上の
大学でIELTSやTOEFLに代わる英語力証明として
認められています。
インテンシブ オンラインプラス（ION+）プロ
グラムでは、毎週18時間分のライブ指導を受
講するのに加え、Guided e-Learning（GEL）、
MyELT、MyEnglishLabという学習プラットフォ
ームで個人学習を進めます。

18時間の遠隔指導の内容：
• 文法とスピーキング練習（SSP）8時間
• リーディングとライティング（RW）6時間
• 小人数グループ指導セッション 2回
• 金曜日開催のグループアクティビティ2時間

ION+ インテンシブ オンライン英語コース情報
レベル

12レベル： 101～112（初級からマスター）

ION+ インテンシブ オンライン：
週16時間

1週間の授業数

18レッスン（各レッスン50分間）

週8時間

各レベルの週の数

4週間（1コースあたり1レベル）

SSPグループ授業
（受講生数最大15人）

年間の開講日の回数

13回

週1時間

クラスごとの受講生数（平均）

15人

SSP小人数グループ
（受講生数最大8人）

プログラム実施センター

米国外の受講生対象

RWグループ授業
（受講生数最大15人）

週6時間

RW小人数グループ授業
（受講生数最大8人）

週1時間

アメリカン・エクスプローラ/会話
（受講生数最大15人）

週2時間

バーチャルオフィスアワー

オプション

ライブ授業最低時間数

週18時間

ELS.EDU
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信じられないでしょうが、
アメリカに来るまでは一度も英語を話した
ことはありませんでした。ELSで1年間英語を学んだ後、University
of Missouri - St. Louisの修士課程に進みました。ELSの先生方のお
かげで、今では7ページにおよぶ論文が書けるようになり、セメス
ターでは成績Aを2つ取りました。ELS St. Louisセンターで人生が
大きく変わりました。
— Han、中国
ELS St. Louis – University of Missouri – St.Louis

カレッジ＆
大学入学サービス
有名大学に進学する
英語留学に出発する前から、希望の大学に条
件付入学することができます。ELSでは、世界
の650校以上の大学と提携することで、条件付
入学が可能となっています。
また、ELSの大学パ
スウェイ・プログラムで学びつつ、大学の単位を
獲得することもできます。親切で面倒見のいい
ELSスタッフが、適切な大学選びから願書提出、
入学に必要な英語力の達成に至るまで、進学プ
ロセスを全体的にサポートします。
条件付入学： そのしくみ
「条件付入学」
とは、必要なELSインテンシブ英
語習熟度レベルを修了することを条件として、
大
学に入学を許可してもらうことを意味します。ELS
の提携大学は、正式な入学許可に必要な条件
が記載された条件付入学許可証を発行します。

ELSのCertificate of Completion
（修了証明書）
を
取得し、
その他の要件を満たすことで、
直接大学
に進学することができます。大学の入学手続きと
ELSのコース登録が済んで安心した状態で留学
できるため、
学生本人もご家族も安心できます。
大学入学サポート:
大学入学のプロセスは、特に留学生にとって
複雑なものです。ELSの大学入学サポート担
当者が、次の面でお手伝いします：
• あなたの目標に見合った最適な高等教育機関探し
のサポート。UniversitySearch.comで、ELS提携校
を検索。
• 条件付入学の許可を得るためのサポート

• 出願に必要なすべての書類への対処や手続き

学士・修士プログラムを開始

ELS 109または112を修了

ELSインテンシブ英語プログラム

大学から条件付入学資格授与 + ELS I-20

• 大学とのやり取り

• 条件付入学や入学許可の書類などに関する、すべて
の重要な情報についての学生への通知

ELS出願

大学へ
条件付入学の
出願

TOEFLもIELTSもなし

ELS.EDU

大学パスウェイ・
プログラム

英語力を伸ばしながら大学の単位を獲得する
ELSの大学パスウェイ・プログラムや国際1年生
プログラムにより、
英語力を伸ばしながら、
学士・
修士課程のための単位獲得を開始できます。
アメリカ人学生と一緒に生活し、学習すること
で、
アメリカの大学での新生活に慣れるための
さらなるサポートを得ることができるでしょう。
そのしくみ:
1. 必要な英語力と入学条件を達成する。
2. 希望するプログラムを選ぶ。.

3. 初日から学士・修士課程の単位を取得開始する。

4. パスウェイ・プログラムを終了することで、大学単位
プログラムへの進学が保証される。

学士パスウェイ/国際1年生プログラム

修士パスウェイ・プログラム

修了

修了

学士号プログラム4年目

修士号プログラム

学士号プログラム3年目

修士パスウェイ・プログラム

学士号プログラム2年目

学士号取得

学士号プログラム
1年目
（フレッシュマン）

学士パスウェイ
の年

高校卒業（またはそれに相当）

カ ナ ダ / アメリカ
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私はELSプログラムに大変満足しています。素晴らしいプログラム
です。経済や世界情勢といった実際のトピックについての会話は、
とても役に立ちました。ELSのスタッフ全員の素晴らしい即応性と
献身ぶりに感謝したいと思います。短い英語コースだったにもか
かわらず努力を惜しまなかったセンターディレクターと担当の先
生には、特に感謝しています。ELSエグゼクティブ英語プログラム
について変えたいと思うことは一つもありません。
— Marcos Andre Bruzzi
ポルト・アレグレ、ブラジル

ビジネス&
エグゼクティブ
英語プログラム
キャリア目標を実現する
コミュニケーションは、
どんな職業にも欠かせな
い要素です。新卒の方も、転職をお考えの方も、
ビジネス&エグゼクティブ英語プログラムで成功
にそなえることができます。コースのカリキュラ
ムは英語による基礎的なコミュニケーションの
柱となるリスニング、
スピーキング、
ライティング、
リーディングを網羅し、
いかなる職場環境にあっ
ても、
自信と余裕を身につけることができます。

エグゼクティブ英語プログラム: エグゼクティ
ブ英語プログラムは、ビジネス人向けに特別
に設 計されています。プログラムでは、一般
的な学習を行うグループレッスンを提供しつ
つ、一対一の個人レッスンも含む構成となっ
ており、お勤め先の業界やご自身の能力開発
に応じた話題と英語ニーズを選ぶことができ
ます。

2022年は一部プログラムが提供されない場合があります。ウェブサイト els.edu から、最新のプログラム情報と提供状況をご確認ください。

ELS.EDU
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バケーション
英語プログラム

社交力を身につけ、英語を学び、新しい街を探索しましょう
英語学習は、教室で座っているだけで達成でき
るわけではありません。人と人との間の日常的
なコミュニケーションを理解するために、文化
を探索し、経験することも必要です。

アメリカン・エクスプローラ： このプログラムで
は、自分のペースで学習することができます。
このコースは、実際にバケーションを経験でき
るように設計されており、自分のための自由時
間がたっぷり用意されています。さらに、地元
の人々と交流し話し合うことのできるアクティ
ビティーも提供されます。

アメリカン・エクスプローラ・コース情報

現代成人のための英語と文化プログラム：
カナダのELS Vancouverで提供されるこのプログ
ラムは、
30歳以上の受講生に向けて、
フレキシブ
ルな英語学習体験を提供します。アクティビ
ティーと新たな文化体験に没入しつつ、
日常会
話のスキルを上達しましょう。

レベル

12レベル： 101～112（初級からマスター）

現代成人のための英語と文化
プログラム コース情報

1週間の授業数

15クラス（各授業50分間）、月曜日～金曜日、午後は自由時間

1週間の授業数

週20回のレッスン

各レベルの週の数

4週間（1コースあたり1レベル）

期間

1～8週間

年間の開講日の回数

26回

年齢制限

30歳以上

クラスごとの受講生数（平均）

15人

プログラム実施センター

ELS Vancouver、カナダ

年齢制限

各センターおよび宿泊施設により異なる

プログラム実施センター

すべてのアメリカのセンター（ELS Tampaを除く)

ELS.EDU

一部のELSセンターでは、受講生たちがオプシ
ョンの課外活動に参加し、英語スキルを伸ば
すことができます。これらのアクティビティー
は、より直接的に文化交流ができるように設
計されており、監督の下、受講生たちは実世
界の状況を経験することができます。

経験を積む

学生アクティビティーで
教室を飛び出しましょう

ボランティア活動
一部のELSセンターで提供されるボランティア活動
の機会により、
学習期間中に滞在する地域社会につ
いて、
より良く知ることができます。ボランティアプ
ログラムには、高齢者センターや動物保護施設へ
の訪問などの毎月実施されるプロジェクトのほか、
感謝祭の時期のホームレスの人への食事提供や
クリスマスのおもちゃ寄贈活動への参加などの季
節イベントがあります。監督下で一つの目標に向
かって活動することで、他の人と英語で会話する自
信をさらに身につけることができます。

フィールドトリップ
教室を出てフィールドトリップに出かけることので
きる様々な機会があります。街に出かけたり、ELS
センターを出て冒険してみたり、いろんなものを見
たり、活動に参加したりして、自主的に文化や土地
を探索することができるでしょう。

キャンパスライフ
キャンパス内に所在するセンターで学ぶ受講生の
皆さんは、ホスト校の施設とサービスをフルに活
用することができます。例えば、大学図書館、学生食
堂やカフェ、
コンピューター室、キャンパスのレクリ
エーションセンター、
フィットネス＆ウェルネス教室、
プール、
クライミングウォールなどが利用できます。

カ ナ ダ / アメリカ
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宿泊施設
ELSの滞在オプション

ELSのプログラムは単なる言語学習に留まらず、様々な経験ができることが特長です。その経験の大
きな部分を占めるのは、
アメリカでの生活です。
そこで、ELSでは、受講生が楽しく安心して生活でき
るよう、様々な種類の宿泊施設を提供しています。
ELSが目指す最も重要な事柄は、
どの宿泊施設でも安全で落ち着いて暮らせるということです。受講
生が英語プログラムに集中し、教室内外で新しい文化を発見することができるよう、ELSでは宿泊施
設の選択に最新の注意を払っています。
ELSでは、受講生それぞれに異なった希望があることを理解しており、あらゆるニーズに合わせ、
多種多様な宿泊施設の選択肢を提供するよう努めています。
ELSの宿泊施設について詳しくは、els.edu をご覧ください。

ホームステイ
ELSのホームステイなら、ELSの受講生は英語を話す
ホストファミリーと一緒に生活することとなります。
厳選されたホストファミリーが、英語習得の途上にあ
る海外からの留学生を親切にサポートしてくれます。
文化や習慣に直接触れることで、
より素早く英語の習
得を目指すことができます。
そこで、
多くの留学生たち
がホームステイを選び、ホストファミリーとの生涯続
く特別な関係を築いています。

ELS.EDU

キャンパス外
宿舎
キャンパス内
宿舎

ELSの受講生は、キャンパス外の宿泊施設で他の大
学生と一緒に暮らすこともでき、地域社会の生活を
毎日経験できます。キャンパス外で暮らすと、
大学の
環境外でアメリカの文化に触れるユニークな経験を
することができます。

アパートメントや学生寮などの宿舎を利用すると、
大学体験を十分に得ることができます。キャンパ
ス内で生活し、いつでも活動の中心に身を置くこ
とができます。キャンパス内で生活すると、ELSの
受講生は他の大学生たちと互いに会い、交流し、
話し合うことができ、
さらにキャンパスに所在する
様々な施設を利用することもできます。

アパート
自立した学生のための別の選択肢として、
ELSセンター付近のアパート
を借りることができます。アパートの賃料や状態は場所により異なりま
す。一部のELSセンターでは、地元のアパート業者と提携しています。

カ ナ ダ / アメリカ
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最大のネットワーク

無限の選択肢があなたを待っています。
Vancouver
BRITISH COLUMBIA

ALBERTA

SASKATCHEWAN

MANITOBA

WASHINGTON
MONTANA

カナ

NORTH DAKOTA

MINNESOT
OREGON
IDAHO

WYOMING

NEVADA
San Rafael

アメリカ

St. Paul

SOUTH DAKOTA

NEBRASKA

UTAH

Silicon Valley

COLORADO
KANSAS

CALIFORNIA
Thousand Oaks

OKLAHOMA

La Verne
ARIZONA

Oklahoma City

NEW MEXICO

TEXAS

地図記号
キャンパス内センター
提携大学
シティーセンター

ELS.EDU

Houston

IO

ナダ

ONTARIO
QUEBEC

NEW BRUNSWICK

MAINE

VERMONT

TA
NEW HAMPSHIRE
MASSACHUSETTS

WISCONSIN

l

NEW YORK
Milwaukee

Grand Rapids

DeKalb

OWA

Cleveland

Chicago

PENNSYLVANIA
Philadelphia –
West Chester

OHIO
ILLINOIS
INDIANA

New York − Manhattan
Philadelphia
NEW JERSEY
DELAWARE

Cincinnati

MARYLAND

WEST
VIRGINIA

VIRGINIA

St. Louis
MISSOURI

RHODE ISLAND
CONNECTICUT

MICHIGAN

KENTUCKY
NORTH CAROLINA
Nashville
TENNESSEE
SOUTH
CAROLINA

ARKANSAS
MISSISSIPPI

LOUISIANA

ALABAMA

GEORGIA

FLORIDA

St. Petersburg

Melbourne
Tampa

Miami

一部のELSセンターでは、2022年に新規受講生の受け入れができない場合があります。 els.edu にアクセスし、センターの最新状況をご覧ください。
カ ナ ダ / アメリカ
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ELSセンター

ホスト校および提携校

コース

ELS一覧表

インテンシ
ブ英語プロ
グラム
（ア
カデミック
英語）

セミインテ
ンシブ英語
プログラム

大学パス
ウェイ/
国際1年生
プログラム

アメリカ
Chicago, Illinois

Dominican University

•

•

Cincinnati, Ohio

University of Cincinnati

•

•

Cleveland, Ohio

Case Western Reserve University

•

•

DeKalb, Illinois

Northern Illinois University

•

•

Grand Rapids, Michigan

Grand Valley State University

•

•

Houston, Texas

University of St. Thomas - Houston*

•

•

La Verne, California

University of La Verne

•

•

Melbourne, Florida

Florida Institute of Technology

•

•

Miami, Florida

Barry University

•

•

Milwaukee, Wisconsin

Marquette University

•

•

Nashville, Tennessee

Middle Tennessee State University

•

•

New York - Manhattan, New York

シティーセンター

•

•

Oklahoma City, Oklahoma

Oklahoma City University

•

•

Philadelphia, Pennsylvania

Saint Joseph’s University

•

•

Philadelphia - West Chester, PA

West Chester University

•

•

San Rafael, California

Dominican University of California

•

•

Silicon Valley (Cupertino), California

Foothill College および De Anza College*

•

•

St. Louis, Missouri

University of Missouri - St. Louis

•

•

St. Paul, Minnesota

University of St. Thomas - Minnesota

•

•

St. Petersburg, Florida

Eckerd College

•

•

Tampa, Florida

The University of Tampa

•

Thousand Oaks, California

California Lutheran University

•

•

シティーセンター

•

•

カナダ
Vancouver, British Columbia
*提携大学

一部のELSセンターでは、2022年に新規受講生の受け入れができない場合があります。 els.edu にアクセスし、センターの最新状況をご覧ください。

ELS.EDU

•

•

•

•

ビジネス
英語
プログラム

•

エグゼク
ティブ英語
プログラム

ユース
プログラム

ホーム
ステイ

キャンパス
内宿舎

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

IELTSテス
ト実施セン
ター/試験
対策プログ
ラム
•

•

•

スーパーイ
ンテンシブ
英語/
プラスプロ
グラム

滞在先

アメリカン・
エクスプ
ローラ

•

•

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

試験対策
プログラム

•

•
•

•

キャンパス
外宿舎/
アパート

•

•

•

カ ナ ダ / アメリカ
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受講生からの声

Laurianne
コートジボワール
ELS Grand Rapids

私がELSを選んだのは、教育
水準が最高だからです。私や
他の多くの人たちの大学進学
を助けてくれました。

ELS.EDU

Shaw
中国
ELS Philadelphia
West Chester

スタッフや教員がとても親切
で接しやすいので、歓迎され
ていると感じます。キャンパス
では安心して過ごせます。

Tatiana
ロシア
ELS Manhattan

ニューヨークで英語を学べる
なんて、夢みたいです。大都市
での暮らしはとても興味深い
ものでした。

カ ナ ダ / アメリカ

申込方法

英語習得へ向けて一歩を
踏み出しませんか？
ELSでは、受講生たちに自分自身の経験を築き上げていただきたいと願っ
ています。そこで、それぞれの受講生が、自分の希望や目標に最適なプログ
ラムを構築できるようになっています。
あなた自身のELS経験を創るには、まずels.eduにアクセスしてください。
また、親切で面倒見がいいELSの入学アドバイザーにお問い合わせくださ
れば、あなたのジャーニーを計画するお手伝いをいたします。

学生サポートセンター
7 Roszel Road

Princeton, New Jersey 08540 U.S.A.
電話： + 1.866.748.9780

電子メール： info@els.edu

2019年受賞
Winner 2019
Chain School
チェーン校

米国におけるELS Language Centersは、米国教育庁長官が認めている継続教育および訓練
のための基準認定評議会 (ACCET) による認定を受けています。ELS Canadaは、Languages
Canadaによる認定を受けています。ELSの各校は、次のプログラムを提供する許可を得ていま
す：インテンシブ英語、セミインテンシブ英語、アメリカン・エクスプローラ、ビジネス英語、特
別プログラム。当校は連邦法により、非移民外国人学生を登録することが認められています。

ELSは、Study Travel Networkの2019 ST Star
Awardを受賞しています。

ELS.EDU
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