留学期間：1年～卒業まで
留学期間： 年～卒業まで
中学・高校留学専門のAISE日本事務局は、全米各地にいるArea Representative（地区担当員）を揃えているアメリカ
高校交換留学プログラムの受入機関などと協力し、それぞれの管轄地域およびその近郊の私立高校の中でも留学費用
を低予算で留学可能としたプログラムを提供することが出来るようになりました。
多くの留学団体が扱う私立高校留学プログラムとは異なり、「低予算留学プログラム」の学校は滞在先を紹介せず、
全米に配置されている、地区担当員の「地の利」を最大限に活用して滞在先を選ぶため滞在費用を低く抑えることが
でき、全体の留学費用が低予算となっています。プログラム費用には留学先校の授業料と滞在費および現地受入機関
のサポート費用が含まれています。

ESLのプログラムがある学校
ESLのプログラムがある学校 （10校）
※ESLとは：英語を母国語としない人たちのための英語集中講座です。

Archbishop Williams High School

マサチューセッツ州

マサチューセッツ州都・Bostonから車で南に約20分の閑静な住宅街Braintreeに
ある学校です。大学進学に注力したカリキュラムを取り入れています。
クラブやアクティビティの種類も豊富です。

プログラム費用： $23,180- (ESL費用含む)
生徒数： 534

共学

ホームステイ

Jacksonville Christian Academy

アーカンソー州

テキサス州・Dallasから飛行機で1時間ほどのJacksonvilleにある学校です。広大な
自然を身近に感じられるこの学校では、キリスト教の教えを尊重し、生徒の自己
修養やバランスの取れた生活習慣づけに力を入れています。

プログラム費用： $12,292- (ESL費用含む)
生徒数： 163

共学

ホームステイ

Stephen T. Badin High School

オハイオ州

オハイオ州・Cincinatiから北に車で40分のHamiltonにある学校です。
カリキュラムの種類が豊富で生徒にiPadを支給しており、充実した教育環境を
提供しています。先生とカウンセラーのサポートも整っています。

プログラム費用： $19,850- (ESL費用含む)
生徒数： 551

共学

ホームステイ

Patten Academy of Christian Education

カリフォルニア州
カリフォルニア州

San Franciscoから車で東に25分のOaklandにある学校です。閑静な住宅街にあり
絶好のロケーションです。この学校の大学進学率は高く、アメリカ国内の主要な
大学へ進学する生徒を多く排出しています。

プログラム費用： $21,033- (ESL費用含む)
生徒数： 117

ホームステイ

共学

ESLのプログラムがある学校
ESLのプログラムがある学校 （10校
10校）

Cardinal O‘Hara High School

ニューヨーク州

ナイアガラの滝から南東に車で30分程度の自然に囲まれたエリアにある学校です。
生徒一人一人の能力を引き出す教育を目標としており、学業面だけでなく、クラブ
活動などにも注力しています。

プログラム費用： $27,500- (ESL費用含む)
生徒数： 360

共学

ホームステイ

Liberty Christian Academy

バージニア州

ワシントンDCから南西約300kmのバージニア州・Lynchburgにあるキリスト教の
学校です。生徒のレベルに合わせたESLプログラムを提供しています。
スポーツが盛んでその他のアクティビティも充実しており、種類が豊富です。

プログラム費用： $25,265- (ESL費用含む)
生徒数： 850

共学

ホームステイ

Hesperia Christian School

カリフォルニア州

ロサンゼルスから東に約130kmのHesperiaにある学校です。学業面だけでなく、
社会奉仕活動も重要視した教育を行っており、社会奉仕活動の時間も設けられ
ています。

プログラム費用： $21,775- (ESL費用含む)
生徒数： 333

共学

ホームステイ

San Joaquin High School

カリフォルニア州

ロサンゼルスから飛行機で約1時間のFresnoにある学校です。
大学進学に特化したカリキュラムがあり、生徒一人一人のニーズに合わせた教育
を提供しています。

プログラム費用： $29,775- (ESL費用含む)
生徒数： 560

共学

ホームステイ

Mid Vermont Christian School

オハイオ州

Bostonから北西に車で２時間のHartfordにある学校です。緑豊かな自然の中に
ある小規模の学校ですが綺麗な校舎で設備も整っており、大学進学に向けた勉強
のサポートも万全です。

プログラム費用： $25,017- (ESL費用含む)
生徒数： 94

共学

ホームステイ

Lutheran High School

コロラド州
コロラド州

コロラド州・Denverから南へ車で約30分のParkerにある学校です。近代的で設備の
整った校舎があり、留学生へのサポートも充実しています。スポーツや芸術にも
力を入れています。

プログラム費用： $25,975- (ESL費用含む)
生徒数： 365

ホームステイ

共学

ESLのプログラムがない学校
ESLのプログラムがない学校 （6校）

American Christian Academy

アラバマ州
アラバマ州

Atlantaから西に約300kmのアラバマ州・Tuscaloosaにある学校です。
学校の職員が生徒全員の名前や性格を把握し、それぞれの個性を伸ばす教育に取り
組んでいます。アメフトやバスケットボールなどスポーツに力を入れています。

プログラム費用： $15,103-

共学

生徒数： 360

ホームステイ

Central Christian School

オレゴン州

オレゴン州・Redmondにある学校です。Redmond空港の近隣にあるためアクセスが
良く、広大な自然にも恵まれています。小規模な学校ですがその分生徒へのケア
が厚く、大学進学に向けたカリキュラムなども提供しています。

プログラム費用： $20,210-

共学

生徒数： 75

ホームステイ

Beckman Catholic High School

アイオワ州

Chicagoから西に約330kmのアイオワ州・Dryersvilleにあるカトリックの学校です。
広大な敷地を有しており、アメフトや野球フィールドなどの設備が整っています。
学業面でもカトリックスクールのランキングでは国内20位に入っています。

プログラム費用： $16,312-

共学

生徒数： 350

ホームステイ

Middletown Christian Schools

オハイオ州
オハイオ州

オハイオ州・Cincinatiから北東に車で40分のFranklinにある学校です。近隣に大型
ショッピングセンターが複数あるため、大変便利な立地にあります。
綺麗な校舎で設備も整っており、バランスの取れた教育を提供しています。

プログラム費用： $16,991-

共学

生徒数： 200

ホームステイ

Trinity Lutheran High School

オレゴン州
オレゴン州

オレゴン州・Portlandから南東250kmのBendにある学校です。プロテスタント教会の
教えに基づき、学業だけでなく生徒のしつけやマナーを重んじた教育を行ってい
ます。色々なクラブがありますが、文科系のクラブの種類が特に豊富です。

プログラム費用： $15,850-

共学

生徒数： 75

ホームステイ

Holy Name Central Catholic High School

マサチューセッツ州

Bostonから西に車で約1時間のWorcesterにある学校です。学業面はもちろんのこと、
スポーツや芸術に力を入れており、生徒の社交性育成にも力を入れています。
スキーやロッククライミングのクラブもあり、クラブの種類が豊富です。

プログラム費用： $19,755-

共学

生徒数： 570

ホームステイ

寮滞在の学校 （2校）

St. Croix Lutheran School

ミネソタ州

ミネソタ州・Minneapolisから東に車で20分のSt. Paulにある学校です。
２つのレベルのESLコースがあり、留学生のアドバイザーのサポートもあり安心
です。2015年に新しい寮が完成し、設備面でも充実しています。

プログラム費用： $32,400- (ESL費用含む
費用含む)
費用含む
生徒数： 470

共学

ESLあり

Western Mennonite School

オレゴン州

オレゴン州・Portlandから南西に車で1時間のSalemにある学校です。
世界各地から留学生が集まっており、留学生のサポートがしっかりしています。
大学進学率も高く、大学進学のための準備がしっかりできる学校です。

プログラム費用： $31,000生徒数： 205

共学
ESLなし

*プログラム費用は変更になることもございます。
プログラム費用は変更になることもございます。
*他にもプログラム費用が
他にもプログラム費用が$20,000～
～$35,500前後の学校が多数ございます。
前後の学校が多数ございます。
他にもプログラム費用が

＜手続きの流れ＞

１

1. AISE日本事務局に申込書をファックスか郵送でお送りください。
※申込書受領後、英文成績作成用紙を送付します。
2. 英語能力審査（ELTiSまたはSLEP）を受験していただきます。
※ 英文成績証明書をご提出ください。

１

3 . 希望校を数校選択いただきます。

１

4. 英語能力審査結果と英文成績証明書から受入の可否確認いたします。
※本プログラムの受入を確約するものではありません。

１
6. プログラム申込み金（10万円）をご納入いただきます。
１
7. 留学に際しての保護者同伴オリエンテーション
１
8. 渡航手配（AISE日本事務局で航空券も手配いたします）
１
9. 出発日確定後、渡航費用、海外旅行保険料をご納入いただきます。
１
10. 出発
１
5. 現地からの受入可否連絡。

＜プログラム費用に含まれるもの＞
・授業料、滞在費、現地受入機関サポート費用

＜受入基準＞
・英語能力審査（ELTiSやSLEPなど）基準を満たした方。
※ただし、希望する学校によってはTOEFL等の点数が必須となる場合がございます。
※各学校によって英語能力および成績などの受入基準が異なります。

＜プログラム費用以外に必要となるもの＞
・往復航空運賃、ビザ申請料（$180）、SEVIS料（$200）、ビザ申請書類代行作成料（¥30,000）、現地教材費、海外旅行傷害保険料、
制服代（着用が義務付けられている場合）、通学費用、AISE日本事務局のサポート費用（1年目¥500,000、2年目以降¥200,000）、
その他の個人的費用、お小遣い、予防接種費用、学校行事参加費用 など

中学・高校留学の専門団体

＜その他＞

AISE日本事務局

・AISE日本事務局のサポート内容は正規中学高校留学に準ずる。
・留学のスケジュール：「正規中学高校留学」募集要項P-32を参照。

中学・高校留学の専門団体

AISE日本事務局

■ 米国・国際教育旅行基準協会（CSIET）会員
■ 一般社団法人海外留学協議会 （JAOS）正会員
どうぞお気軽にお問合せください。
電話（フリーダイヤル）： 0120-771-681
Eメール： info@aise.gr.jp
営業時間： 月～土 10:00～18:30 （木・日・祝を除く）
http://www.aise.gr.jp/

全研本社株式会社
〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-4-11 全研プラザ9F
（JR新宿駅 西口から徒歩4分）

から徒歩4分）
から徒歩 分）

