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1996年からTALK Education Groupは様々な教育プログラムを世界中からの100,000以上もの生徒達に提供し、教育
を通して人々の生活をより良くしてきました。TALKの生徒達は中学校、高校、中にはアメリカ国内でも一流の
大学、職業などを通して成功への道を歩んでいます。

TALKでは学業、ビジネス、そして日常英語を上達させる
ためのプログラムを提供しています。先端のテクノロジ
ーを取り入れながらも伝統的な教授法を用いるACCET認
定校となっています。TALKの全7校がアメリカでも有名
な大都市、ボストン、サンフランシスコ、マイアミ、そ
してアトランタに位置しています。

STEM（Science （科学）、Technolgy (IT)、Engineering（
エンジニア）、Mathematics (数学）、語学、芸術、テス
ト対策などを含めた全ての教科を教えています。各生徒
の需要、そして伸ばせる個所を判断し、経験のある講師
達が各個人向けにカスタマイズされたプログラムを提供
します。

5歳から15歳の子供達に英語のレッスンを提供していま
す。生徒達はコミュニケーションを中心とした教授法で
楽しくアクティブに英語へと馴染んでいけます。子供達
への教授法を熟知した講師陣がコースを教えます。

大学編入プログラムではアメリカの大学に編入を考えて
いる生徒達にカウンセリング、そして大学編入の手続き
のお手伝いを提供しています。各生徒の需要、目的に合
ったプログラム、専攻、そしてサービスが幅広く選べる
よう、多種に渡った4年制大学、短期大学が提携校として
登録されています。

世界中の企業、個人のお客様を対象に翻訳、通訳のサー
ビスを提供しています。大企業のGoogle、マイクロソフ
ト、DHL、そしてフェデックスなどがお客様として弊社
のサービスを利用しています。最高の質と正確さを提供
する為に、各業界で経験のある翻訳者が翻訳、通訳を行
います。

www.talk.edu/ielts

マイアミ、フォートローダデール、アトランタ、そして
サントドミンゴ、ドミニカ共和国はIELTSの公式テストセ
ンターとなっています。IELTSは世界の中でも一番大規模
で重要な英語のレベルを計るのに使われているテストの
うちの一つです。

TALK
IELTS 
TESTING
CENTERS
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レッスンの75%はコミュニケーション能力を高めることに
重点が置かれています。
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E X P A N D  Y O U R  H O R I Z O N S

私たちのミッションは国籍や文化の異なる人々の間に交流、
理解、協力そして尊重する心が生まれる世界を作り上げるこ
とです。私たちのメソッドは最も効果的な教授法と最新技術
を取り入れた語学教育に加え、文化交流および社会活動を融
合した総合的な学習環境を提供することです。

TALKで学習するメリット

全ての校舎にて最新の電子黒板を完備しています。
生徒は講師陣に対し98% の満足度を示しています。
講師陣の平均勤務年数は6年 です

当校の理念

加盟団体:

の受講生が友人や家族にTALK
を薦めています99%

TALK ではブラジル、ベネズエラ、コロンビア、トルコ、
ロシア、イタリア、フランス、サウジアラビア、台湾、
日本、韓国、中国、ベトナム、タイなどを含む97ヵ国か
らの生徒達が勉強しています。
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TALKが生徒から高く評価される理由

Magda Beltrán Roldán
コロンビア
TALK ボストン校
私をTALKファミリーの一
員として暖かく迎えてく
れたTALK ボストン校のス
タッフの皆さんに心から
感謝します！世界中から
文化背景の異なるクラ
スメイト達が集まるため
、多様な文化に触れるこ
とができました。」

Lucca Saviello
ブラジル
TALK アベンチュラ校
「友人にTALKを薦めら
れ入学を決めました。
とても良い学校だと言
っていました。クオリテ
ィの高いコースを手頃
な料金で受講できるか
らです。」
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講師陣は生徒のやる気を引き出すレッスン作りに力を
入れています 電子黒板を利用したレッスン

最も効果のある教授法、経験のある講師陣、そして最高のカリキュラム
と電子黒板（イントラアクティブテクノロジー）を駆使し、質の高い学習
内容をゴールとしています。

トップクラスの講師陣

当校では生徒の幸せ、そして満足度を第一に考えています。全スタッ
フが生徒達が適度な速度で英語が上達していること、学校、そして滞
在先で心地よく過ごせていること、生き生きとした満足できる学校外
の生活を楽しめていることを気にかけ、そして育成することを心がけ
ています。

温かい校風

当校の講師達は教育業界の中でもとても優れた講師達です。経験があ
り、ネイティブでない講師達もネイティブレベルの英語を話し、教えるこ
とにとても熱心です。当校の教授法の研修を受け、最新の教材とテクノ
ロジーを使用し、生徒達の興味とモチベーションを維持しながら各生
徒の学習体制に合わせて授業を行います。

素晴らしい講師陣

当校では文法の問題や文の復唱を繰り返すよりも英語での実践的
な活用を促しながらコミュニケーションを中心とした教授法を用い
ています。カリキュラムは生徒達が興味のあるような問題、トピック
などを活用し、生徒自身の積極的な参加、クラス内での話し合いやア
クティビティーを促進します。この教授法により英語に自信が付き、
学習意欲をより沸かせます。

教授法

カリキュラム＆電子黒板（イントラアクティブテクノロジー）
電子黒板（イントラアクティブテクノロジー）を使用したカリキュラム
を融合することによって生徒達の言語習得をよりスムーズにし、レ
ッスンをより身近なものとさせます。電子黒板を使用することにより
オンラインでの題材、リスニング、理解力の向上、そして英語をより
楽しく学ぶ為のゲームなどにアクセスすることができます。



質問：どうやって生徒達のモチベーションを上げて
いますか？
答え：クラス内で常に違ったアクティビィーをしたり
して生徒達を集中させるようにしています。個人の
経験談をシェアしたり、世界事情を話し合ったり、会
話の練習、英語でのゲームなどをします。
質問：TALKでの研修を最大限に生かすコツとは？
答え：英語を使ったり、宿題を終わらせるなどクラス
に参加することが大事です。それと他の留学生達と交
流をとることも英語を練習する上では素晴らしい方法
だと思います。
質問：生徒達に何かアドバイスはありますか？
答え：いつも生徒達には出来るだけ英語に触れる
ようにと言っています。第二言語を学ぶには時間も
忍耐も要ります。間違えることは言語を学ぶ上で大
事な事です。ですので英語を話せるときはどんどん
話すようにしましょう！
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”学習とは飲み干すことのできない泉のようなものだ”
Roberto Quintans, TALK マイアミ校 講師

Jacquelyn Hammerton
副学校長
TALK マイアミビーチ校
TALKでの勤務年数: ３年
出身地: テネシー州、アメリカ合衆国
好きな場所: カリフォルニア州、ガーデングロー
ブ。祖母が住んでおり、家の庭は自家製の果物
と花で溢れています。

質問：英語を教える上で好きなことは何ですか？
答え：教師生活の中で割と最初の方に気付き、今で
も好きな事があります。それは教えることによって学
ぶことです。知識を他の人に伝える時に感じる誇り
や、生徒達の成長を見たときに感じる満足感だけで
なく、毎回のクラスで自分が生徒から、又はその日
の教え方から学ぶことがあるということです。教え、
教えられるというのはやはり励みになります。
質問：TALKでの研修を最大限に生かすコツとは？
答え：クラス内だけでなく生活している都市自体の
多文化な環境に馴染み、それを最大限に活かすこ
とが大事だと思います。クラス内で学んだことに満
足せず、常に上を目指し、英語を日々使うことが大事
です。

Roberto Quintans
講師
TALK マイアミ校 
TALKでの勤務年数: 6年
出身地: ハバナ、キューバ
好きな場所: フロリダ州、ネープルズ。桟橋か
ら美しい夕焼けが眺められるからです。

TALKスタッフ＆講師陣



試験対策プログラム

一般英語
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英語をより早く上達させたい人にお勧
めです。インテンシブ英語では一般英
語とは以下の点が違います。

英語プログラム
生徒達が積極的に授業に参加出来る様、コミュニケーションを中心とした教
授法を用いています。
英語力に必要な4つのスキル、リスニング、リーディング、スピーキング、ライテ
ィングを強化します。
コースは毎週月曜日（月曜日が祝日の場合は火曜日）に開始できます。初日は
オリエンテーションとレベル分けテストが行われます。
初級から上級レベルまで、各レベルは10週間のサイクルで進みます。
１週間毎に代わる題材、週の終わりには小テストを行い、題材が毎週新しく
なるようにカリキュラムが組み立てられています。

英語に馴染み、全体的なスキルを気軽な値段で伸ばしたい方にお勧めで
す。

TOEFLの試験対策をし、高点数を
狙いたい方にお勧めです。
TOEFLコースでは以下の事を学
びます：

試験対策

休憩

模擬試験

休憩

模擬試験

  9:00  -  9:50

  9:50 - 10:10

10:10 - 11:50

11:50 - 12:10

12:10 - 13:00

TOEFL® iBT Complete

総合スキル
休憩
総合スキル
休憩
総合スキル
ランチ休憩
英会話レッスン
休憩
英会話レッスン

 月曜 火曜 水曜 木曜 金曜
 9:00 - 9:50 9:00 - 9:50 9:00 - 9:50 9:00 - 9:50 9:00 - 9:50

 9:50 - 10:10 9:50 - 10:10 9:50 - 10:10 9:50 - 10:10 9:50 - 10:10

 10:10 - 11:50 10:10 - 11:50 10:10 - 11:50 10:10 - 11:50 10:10 - 11:00

 11:50 - 12:10 11:50 - 12:10 11:50 - 12:10 11:50 - 12:10

 12:10 - 13:00 12:10 - 13:00 12:10 - 13:00 12:10 - 13:00

  13:00 - 13:30  13:00 - 13:30

  13:30 - 14:20  13:30 - 14:20

                                       14:20 - 14:40                                             14:20 - 14:40

                                       14:40 - 15:30                                             14:40 - 15:30

スケジュール

スケジュール

電子黒板を利用することによってクラスがより活動的に。
*初級から上級レベルまで、朝/夜のコース、そして週3,4,5日のスケジュ
ールから選択できます。
*上級レベル（レベル7以上）は更に上の学業を目指す方、仕事上で英語
を必要とする方向けのコースとなっています。

1日の授業時間
4コマの会話レッスンにてスピーキン
グ、リスニングの練習時間の増加

英語全体のスキルを伸ばす
テストでよく出てくる題材をカ
バー
試験の効率の良い受け方
模擬試験

GENERAL ENGLISH

フルタイム
18時間 

YES

GENERAL ENGLISH PT

パートタイム
16時間

NO

コース名

種類

時間数/週

要F1学生ビザ

フルタイム
22時間 

YES

コースの詳細

授業時間

要F1学生ビザ

月曜日から金曜日まで、18時間
金曜日のレッスンは11時に終了

月曜日から木曜日まで、16時間

レベル7以上

YES

フルタイム

パートタイム

必須要綱

要F1学生ビザ

*受講できるレベルとスケジュールは各校によって異なります。

*提供されているレベルとスケジュールは各校によって異なります。

* コースが提供されていないロケーション、
期間もあります。

インテンシブ英語
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英語レベルチャート

流暢さ

TALK のレベル

初
級

中
級

上
級

目標とするスキル TOEFL®iBT IELTS™ TOEIC® CEFR LEVELS

10 105 - 120 8.0 - 9.0 974 - 982 C2

上9 96 -104 7.5 - 8.0 926 - 974 high C1

中8 86 - 95 7.0 - 7.5 890 - 926 mid C1

下7 77 -85 6.5 - 7.0 848 - 890 low C1

上6 65 - 76 5.5 - 6.5 800 - 848 B2

中5 53 - 64 5.0 - 5.5 703 - 800 high B1 -
low B2

下4 41 - 52 4.0 - 5.0 570 - 703 B1

上3 31 - 40 3.0 - 3.5 387 - 570 high A2

中2 2.0 - 3.0 130 - 387 mid A1 -
mid A2

下1 1.0-2.0 10 - 130 A0 -
low A1

上記は目安で、各生徒の進度は異なります。英語試験の比較は推定です。
無料のオンライン英語テストを受けてみよう : https://www.talk.edu/english-online-test

提供されているレベルは各校によって異なります。

30

複雑な考え、描写や見解を流暢に表現でき
る。口語的な言い回し、動詞句や俗語を多
様に使うことができる。

ほとんど全ての内容を聞き、または読み、
理解できる。ネイティブレベルのスピード
にも対応でき、主題をわかりやすくまとめ
ることができる。

友人関係、学校や仕事先において効果的に
自らを表現でき、考えや意見を正確に伝え
ることができる。

歴史的な出来事など複雑な長文を理解し、
含意を読み取ることができる。文節を使い、
憶測や仮説に関して考えや見解を述べるこ
とができる。

文学、芸術、金融、健康や医学など幅広いト
ピックを理解できる。過去の経験を長文で
表現できる。

仮定法を使い想像、願望や疑いなどの状況
を説明できる。慣用句を使い自らの考えを
単純な文章で作成できる。

家族、仕事、学校、遊び、食べ物や人間関係
に関する内容の会話や文章を理解できる。

容姿や人格、場面や光景、過去の体験談や
休暇についての表現方法を習得する。上手
に計画を立てたり短い文章を書くことがで
きる。

シンプルで直接的な表現を使い、人物や場
所について説明できる。簡単な質疑応答が
できる。

挨拶や質問など英語の基礎を取得する。生
活する上で最低限必要な英語を使い文章
を作成できる。
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英語を勉強しながら世界中の留学生達と友達になろう。
パッケージに含まれるもの：

中高生向けのジュニアパッケージ

アメリカで英語を勉強しながら世界でも名の知れた大学を訪れ、大
学選びや入学手続きについて学ぼう。
パッケージに含まれるもの：

大学ツアーパッケージ

言語学習以外の経験を探している方に最適です。
英語コースに加え、ツアーやアクティビィーを選択できます。
夏、冬の期間に短期間で提供されています。
グループでの参加も可。詳しくはお問い合わせください。

授業料: 一般英語コース/パートタイム（5ページ目のコース詳細をご
覧ください）
空港送迎
宿泊: ホームステイ（13ページ目の宿泊をご覧ください）
アクティビィー: 楽しくエキサイティングな遠足、アクティビィー（以下
のフォートローダデール校の例をご覧ください）
期間: 最短2週間、最高3週間
年齢制限: 個人15歳以上、グループ-14歳以上
ロケーション＆期間: フォートローダデール校-1月＆7月
ボストン校＆サンフランシスコ校-7月

授業料: 一般英語コース/パートタイム（5ページ目のコース詳細をご
覧ください）
空港送迎
宿泊: ホームステイ（13ページ目の宿泊をご覧ください）
アクティビィー: ハーバード、マサチューセッツ工科大学、
イェール、スタンフォード、UCバークレーなどの大学訪問。大学の入
学カウンセラーとの対談。キャンパスツアーとアクティビィー（以下の
ボストン校の例をご覧ください）
期間: 最短2週間、最高3週間
年齢制限: 個人15歳以上、グループ-14歳以上
ロケーション＆期間: ボストン校＆サンフランシスコ校-7月

英語 9:00-13:00 英語 9:00-13:00 英語 9:00-13:00 ワークショップ英語 9:00-13:00

英語 9:00-13:00 英語 9:00-13:00 英語 9:00-13:00 英語 9:00-13:00

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日

スペシャル
パッケージ

ラスオラス＆
ビーチプレイス

フリーダムトレイル＆ク
インシーマーケット

マサチューセッツ
工科大学を訪問

ボストンファイン
アート美術館

シックスフラッグス
（オプショナル）

ボストンレッドソッ
クス野球観戦（オプ
ショナル）

ハーバード大学を訪問。情
報提供、質疑応答の時間大学ワークショップ

マイアミリンカーン通り
&サウスビーチ

カヤッキング&フォート
ローダデールビーチ

オーランドへ日帰
り旅行（オプショ

ナル）

ジャングルアイラ
ンド（オプショナ

ル）

消防署を訪れて
アメリカの消防士さん達に会っ

てみよう！
エバーグレーズ国立公園
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アメリカで旅行を楽しみながら英語を学びたい家族にお
勧めです。家族で午前中は英語のレッスンに参加し、午
後や週末はツアーに参加したり観光を楽しめます。
パッケージに含まれるもの：
授業料: 親＆13歳以上のお子様：一般英語コース/パー
トタイム（5ページ目のコース詳細をご覧ください）。そ
れに加え、毎週金曜日はお子様達のプレゼンテーショ
ンをご覧いただけます。
12歳以下のお子様：キッズ英語コース（以下のキッズ
英語コースの詳細をご覧ください）
宿泊: ホームステイ、レジデンス＆家族向けレジデン
ス。宿泊は別途となります（13ページ目の宿泊をご覧く
ださい）
アクティビィー: 午後のアクティビティーが１つ付いて
きます。現地の観光地の訪問、料理教室、陶芸教室な
どが含まれます。家族で学校が企画したアクティビィ
ーに参加することも可能です。費用は別途となります。
（15ページ目のアクティビィーをご覧ください）
期間: 最短2週間
年齢制限: フォートローダデール校-5歳以上
アトランタ校、ボストン校、マイアミビーチ校、サンフラ
ンシスコ校-8歳以上
ロケーション＆期間: 夏季（6月半ばから8月半ばまで）：
アトランタ校、ボストン校、フォートローダデール校、マ
イアミビーチ校、サンフランシスコ校
冬季（12月半ばから2月半ばまで）：ボストン校、フォー
トローダデール校、マイアミビーチ校

キッズ英語コース
キッズ英語コースはTALKの子会社、TALKキッズより
提供されています。
お子様が楽しく学べる様にコースが設計されていま
す。
週ごとに代わるアクティビィーを交えたカリキュラ
ム。
トピックは季節と天気、職業と趣味、家族構成、科学と
宇宙などが含まれます。
アクティビィーには遠足、宝探し、アイスクリーム作り、
ゲーム、お話の時間や歌などが含まれます。
保護者の方が参加できるプレゼンテーション、卒業
式が毎週金曜日に行われます。
教室には年齢に適した教材、おもちゃ、ゲームなどを
用意。

ファミリーパッケージ

ファミリーパッケージ
1日の例（月曜日から木曜日）

 8:55 - 09:00

 9:00 - 09:50

 9:50 - 10:10

10:10 - 11:00

11:00 - 11:50

11:50 - 12:10

12:10 - 13:00

13:00 - 13:10

学校まで送迎 

総合スキル

休憩

総合スキル

総合スキル

休憩

総合スキル

学校にてお迎え

学校まで送迎 

ワークブックを使っての勉強

休憩＆おやつの時間

英語の歌、ダンスを用いてのレッスン

ゲームの時間

休憩＆おやつの時間

工作、宿題についてのお話

学校までお迎え

保護者の方＆
13歳以上のお子様 12歳以下のお子様



世界のビジネスの世界はとても広く、複雑であり、同時
にエキサイティングなものでもあります。このプログラ
ムでは国際的な視野で現代のビジネスの世界への理
解力を高めます。社会で役立つ技術、知識を身に着け、
他の人と差をつけることが出来ます。
このプログラムではビジネスの理論的、基本的な原理
が各題材ごとにカバーされ、実際のビジネスで決断を
下す時に使われている様々な分析方法などを利用しな
がら学びます。
このコースでカバーされる題材は大学の1年生で学ぶ
ものと同レベルのもので、オンラインの教材などを使
用し、プログラムをより効果的なものとします。国からも
国際的にも認められたカリキュラムとなっています。
プログラムは6週間から8週間で以下のトピックを含み
ます：
マーケティング、管理、ミクロ経済、マクロ経済、ビジネ
ス法、IT

9

世界の経済、そしてビジネス業界の知識を深める。
世界中からの人脈を広げ、新しい技術、知識を身
に着ける。
各コースの完了証を取得できる（コースを規定の
成績以上で終えた場合）。
アメリカでのCLEPテストの準備、そしてアメリカ国
内、世界中の大学へ単位として移行可能。
帰国後、就職先への幅が広がる。

メリット

F1学生ビザ、そして18歳以上であること。
高等学校を卒業していること。
当校のレベル6以上の英語力があること。
1コース以上の登録が必要。
クラスでのアクティビィーに積極的に参加する意
欲があること。

参加要件

プロフェッショナル・ビジネスコース

ビジネス英語
ビジネスの理論の基本を学ぶ。
現代のビジネスの世界に関連性のあるトピックをカバー。
実際の出来事に基づいたケーススタディをし、分析をする。
電子黒板を使用することによってクラスをより生き生きとした
ものに。

週18レッスン
要F1学生ビザ
週4日

クラス

休憩

クラス

休憩

クラス

  9:00 -  9:50

  9:50 - 10:10

10:10 - 11:50

11:50 - 12:10

12:10 - 13:00

月曜日から¬木曜日

火曜日のみ

昼休み

クラス

休憩

クラス

  13:00 - 13:30

  13:30 - 14:20

14:20 - 14:40

14:40 - 15:30



ビジネス英語

就業体験プログラム
TALKのボストン校、マイアミ校、またはサンフランシスコ校で英語コースを受講しながら就業体験プログラムに参
加し、キャリアアップを目指しましょう。アメリカの企業文化について実践的に学びながら英文履歴書やカバーレタ

ーの作成方法も学び、帰国後の就職の可能性を広げます。最短12週間のお申込みが必要です。

分野: 経営管理 マーケティング 広告 金融 観光業 小売りとファッション 情報技術 工学技術

ビジネス英語のコースは社会で役立つ英語の上達に繋
がります。履歴書の書き方を学ぶだけでなく、世界での
ビジネスについての題材を用いての話し合い、単語力
の増加、インターネット上での職探し、そして面接の練習
なども含まれます。TALKでのレベル7以上の英語力が必
要となります。

総合スキル
休憩
総合スキル 
休憩
総合スキル 

 9:00 -   9:50
 9:50 - 10:10
10:10 - 11:50
11:50 - 12:10
12:10 - 13:00

 9:00 -   9:50
 9:50 - 10:10
10:10 - 11:50
11:50 - 12:10
12:10 - 13:00

総合スキル
休憩
総合スキル
休憩 月曜  - 木曜
総合スキル 月曜  - 木曜 

ビジネス英語
月曜 ‒ 木曜

ビジネス
英語プラス
月曜 ‒ 金曜*

時期や状況によりスケジュールが異なる場合があります。

* 金曜日のレッスンは11時に終了
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第 1-4 週 • 月曜 ‒ 金曜 週22レッスン

一般英語  
ビジネス英語   9:00 -   9:50  
TOEFL iBT 試験対策
休憩 9:50 - 10:10
一般英語  
ビジネス英語 10:10 - 11:50  
TOEFL iBT 試験対策
休憩 11:50 - 12:10
一般英語  
ビジネス英語 12:10 - 13:00  
TOEFL iBT 試験対策
お昼休み 13:00 - 13:30
TALKにて就業体
験に向けた準備講習 13:30 - 14:20
休憩 14:20 - 14:30
TALKにて就業体
験に向けた準備講習 14:30 - 15:30

* 金曜日のレッスンは11時に終了 * 金曜日のレッスンは11時に終了

月曜 火曜 水曜 木曜 金曜

*

第 5-12 週 (計8 週間) • 月曜 ‒ 金曜 週18時間

一般英語  
ビジネス英語   9:00 -   9:50  
TOEFL iBT 試験対策
休憩 9:50 - 10:10

一般英語  
ビジネス英語 10:10 - 11:50  
TOEFL iBT 試験対策
休憩 11:50 - 12:10

一般英語  
ビジネス英語 12:10 - 13:00  
TOEFL iBT 試験対策

お昼休み 13:00 - 13:30

企業における就業
体験
（週10－15時間）

火曜 水曜月曜 木曜 金曜

*

13:30 - 17:00



こんなことを探している方に最適です

11

アメリカで学士号、修士号、又は学位を伴わないプ
ログラムを探している方。
ESLのコースを完了し、2年制大学、又は4年制大学
に編入を考えている方。
大学の募集要項は満たしているが英語を更に上達
させたい方。
母国で学士号、又は修士号を取得済みだがアメリ
カで更に学業を続けたい方。
特定した業界、又は場所でプログラムを探している
方。

TALK教育グループはユニスタディUSAを通して留学
生達の短期大学、4年制大学への入学の機会を提供
しています。ユニスタディUSAでは各生徒達の学業、
将来の目的に合わせ、プログラムや学校選びのお手
伝いをします。大学編入コースでは個人カウンセリ
ングや編入過程での学習指導などのサービスが含
まれます。

大学編入コース
簡単な入学手続き、時間の節約。
入学要綱の免除。
条件付き入学、大学直結入学可能。
入学手続きの準備、申込。
個人カウンセリング。
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入学、寮での居住が保証される。
認定された教育機関へのアクセスが可能。
簡単な申込手続きと選考課程。
アメリカで社会的ネットワークを増やすことが出
来る。
Optional Practical Training (OPT )を通してアメリカ
で働く機会を得ることが出来る。

メリット

奨学金制度

高校3年生、高校を卒業したばかりの方、又は大学1
年か2年生の方。
学士号取得を目指している方。
ギャップイヤーを利用して留学したい方。
特に留学先の指定がない方。
英語のレベルの指定はありません。初級、中級の方
はESLのクラスを受講することもできます。

こんなことを探している方に最適です

ユニスタディUSA ではアカデミックとアスリート（テニ
スとサッカーを含む）奨学金をアメリカの大学への進
学を考えている留学生達に提供しています。アメリカ
の大学では生徒達の多様性を強化し、グローバルな教
育を促進する為に留学生の入学を歓迎しています。申
込書の出来具合により奨学金の内訳が決まり、受賞者
に対し授業料、生活費などを60%までカバーすることを
保証しています。

Harvard University - Cambridge



Vantaggio Suites- San Francisco

現地の家族と生活を共にするこ
とで文化に浸かりながら日常生
活の中で英語力を伸ばすことが

できます

アメリカ人の家族と生活し、英
語を毎日練習しよう

ホームステイ

ホテルやアパートメントタイプ
など様々な選択肢があり、いず
れもエンターテイメント地区
や公共交通機関に近く便利な

立地です

独立した生活をしつつ、世界
中から集まる留学生たちと
の交流を楽しもう

レジデンス

いずれもTALK 各スクールまで
の通学が便利な立地で、お部屋
は広く、快適な環境を提供して

います

多様な選択肢からニーズに合
った滞在先を選ぼう

家族用レジデンス

Tradewinds – Miami Beach

ESL Townhouse - Boston

ESL Townhouse – Boston

Staybridge Suites - Fort Lauderdale

Holiday Inn Express – Atlanta
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宿泊オプション
多種多様な滞在先
日々留学生と英語を練習したり、アメリカ人と交流の機会があ
ります
チェックインはコース開始前の土曜日、チェックアウトはコース
終了後の土曜日(ホームステイの場合チェックインは日曜日）
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滞在先一覧

*公共の交通機関を使用した場合
ご利用可能状況は変更される場合があります。

最新の情報は当校のウェブサイトwww.talk.edu をご覧いただくか、または直接お問い合わせください。

ボストン

ESL Townhouse:
Boston 有り 25分から30分キッチン付き

Holiday Inn:
Bunker Hill 有り 25分から30分無し

Holiday Inn 
Express: Buckhead 有り 25分から30分朝食付き

アトランタ

ジム/屋外プール

TownePlace Suites 
Marriott: Buckhead

有り 25分から30分

Residence
部屋：

ロケーションによる 30分から60分アベンチュラ

Extended Stay
America:

Plantation & Davie
スタジオ 有り 15分から25分

Staybridge Suites: 
Plantation

有り 15分から25分

Vantaggio Suites: 
Garland & Turk 有り 25分から30分サンフランシスコ

Extended Stay
America: Brickell スタジオ 有り 簡単な朝食/

キッチン付き 10分

Rodeway Inn 
& Suites: Miami

部屋：スタンダード 有り 屋外プール

屋外BBQエリア

朝食付き 25分から30分

マイアミ

Tradewinds
Apartment & Hotel キッチン付き 15から20分

有り

有り

屋外プールRodeway Inn 
& Suites: Miami 部屋：スタンダード 朝食付き 25分から30分

マイアミビーチ

Homestay全ロケーション

ロケーション 宿舎名 部屋タイプ/部屋割り 食事/キッチン TALK
までの通学時間*

有り

有り

有り

有り

有り

有り

有り

有り

有り

有り
（ランドリー
施設無し）

有り

有り
（ランドリー
施設無し）

他アメニティーバスルーム
アメニティー（Wi-Fi、
ケーブルテレビ、フロント
デスク、ランドリー施設）

部屋：一人部屋/シ
ェアルームは家族
で申し込んだ場合
のみ可能

室内プール/スポ
ーツデック/レスト
ラン/ジム/シャト

ル

屋外プール＆テラ
ス/空港送迎シャト

ル

屋外プール（プラ
ンテーションのみ）

アパート：スタジオ
/2ベッドルーム（一
人部屋とシェアルー

ム）

週14食付き（朝食
を含む）か朝食のみ フロントデスク無し30分から60分ロケーション

による

ロケーション
による ロケーションによる

部屋：スタンダード

スイート：スタジオ
か一人部屋

部屋：スタンダード
/スイート

スイート：スタジオ
/1ベッドルーム/2
ベッドルーム

スイート：1ベッド
ルーム/2ベッドル

ーム

部屋：シングル/ダ
ブル/トリプルルー

ム

朝食付き/ハーフキ
ッチン付き（ガーラ
ンドデラックスのみ）

コンチネンタルブレ
ックファスト/軽い夕
食（週3回）/キッチ

ン付き

屋外プール/テラ
ス/ジム/シャトル

簡単な朝食/キッ
チン付き

コンチネンタルブ
レックファスト/キ
ッチン付き

ジム/ジャグジー
/MARTAシャトル

ロケーション
による

フォート
ローダデール



15

英語を身に着けながら新しい場所の探索をしよう！

修了式
学習の成果と目標達成をお祝いしよう！
コース修了式はこれまでの学習の成果を振り返
り、次のステップを見据えるために生徒たちに
とって重要な機会であると私たちスタッフは考
えています。その大切なひとときを一緒にお祝
いしましょう。

� � � �  ボストン校、アクティビティ例
月曜日

フリーダム・
トレイルと国会議事堂

火曜日 水曜日 木曜日

金曜日 土曜日 日曜日

アート・レッスン

アクティビティ内容は変更の可能性があります。

Lucas Pereira
ブラジル
TALK フォートローダデール校

「毎週ボーリングや
ショッピングなどの
アクティビティが満
載で、たくさんの友
達を作る機会があり
ました。生徒間の交
流だけでなく、英語
を実践的に使うこと
ができて楽しかった
です。」

Satsuki (Minnie) Umemuro
日本
TALK サンフランシスコ校

「こちらに来て最も重
要だと思ったのは協力
心です。TALKに来たば
かりのときは乗車券の
買い方、洗濯機の使い
方やスーパーでの支払
い方法もわかりません
でした。TALKのスタッフ
やクラスメイトがいつ
も助けてくれました。行
きたかった場所にも連
れて行ってもら
いました。」

アクティビティ
コミュニケーションを促し、英語を練習できる。
他国からの留学生達と交流を深め、人生でかけがえのない
友情を育むことができる。
ボストン校、フォートローダーデール校、サンフランシスコ
校では定期的にアクティビティを行っています。
全てのスクールではハロウィーン、感謝祭などの季節ごとの
パーティーや卒業パーティーを開催しています。

ボストン湾でのク
ルーズ 

レッドソックスの試
合観戦

ニューイングランド
水族館

シックスフラッグス
遊園地

科学博物館



アトランタは美しい自然と歴史を誇るアメリカの主要都市のひとつで、商業、情報技術、政府機関や高等教育機関の中
心地でもあります。コカコーラ、CNN、デルタ航空などの著名企業がアトランタに拠点を置きます。TALKアトランタ校は
魅力的なミッドタウンに所在し金融街まで近く、公共交通機関やエンターテイメント地区、レストラン、買い物や美術館

まで容易にアクセスできます。

• 片道 $2.50
• 1日パス $9.00
• 1週間パス $23.75
• 1カ月パス $95.00

交通費
鉄道およびバス代金

・ 昼食平均 $8
・ 夕食平均 $20

食費

美術館や観光地の入場料 $10 - $45

観光

スポーツの種類やチームによりチケット料金は
$15 - $200

スポーツ観戦

*変更の可能性があります

生活費の目安* アトランタを代表するシルエットビルに所在
改装済のカスタム設計のスクール
全10教室
広々としたフレンドリーな雰囲気の受付エリア
電子黒板完備
無料 Wi-Fi
公共交通機関で通学可
有料公共駐車場
カフェや美術館まで徒歩圏内

ホームステイ
レジデンス

学校施設

宿泊オプション

MARTAシステムのArts Center駅から徒歩10分
スクール前にバス停あり
最寄りの空港：アトランタ国際空港（ATL）

交通機関

Piedmont
Park

Midtown

Berkeley Park

85 19

85

75

75

10th St NW 10th St NW

20

Memorial Park

Georgia 
Aquarium

West Midtown

Atlanta
Downtown

14th St NW

TALK 

N
or

th
 S

id
e 

D
r N

W

Atlantic Station

Restaurants

Movie Theaters

MARTA
Station
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• 片道 $2.25
• 1日パス $5.65
• 1週間パス $29.25
• 1カ月パス $112.50

交通費
バス代金

• 昼食平均 $8
• 夕食平均 $20

食費

美術館や観光地の入場料 $10 - $25

観光

スポーツの種類やチームによりチケット料金は
$15 - $200

スポーツ観戦

*変更の可能性があります

生活費の目安*

アベンチュラはマイアミとフォートローダデールの中間に位置する洗練され多文化に富んだ都市です。このエキサイティ
ングな都市にはレストランやブティックが所狭しと並びます。TALKアベンチュラ校は街の中心に位置し、カフェや公共交通
機関にも容易にアクセスできます。徒歩圏内にはビーチだけでなく、世界的に有名なアベンチュラ・モールや Bal Harbour 

Shopsなどもあります。

MAP

改装済のカスタム設計のスクール
全13教室
広々とした受付エリアと学生ラウンジ
屋外休憩エリア
電子黒板完備
無料 Wi-Fi
公共交通機関で通学可
広々とした無料駐車場
カフェ、レストランやショッピングエリアまで徒歩圏内

学校施設

ホームステイ
レジデンス

宿泊オプション

メトロバスのバス停まで徒歩5分
メトロバスを利用するとアベンチュラやマイアミの中心
街まで容易にアクセス可能
最寄りの空港：フォートローダデール・ハリウッド国際空
港（FLL）またはマイアミ国際空港（MIA）

交通機関
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• 地下鉄片道 $2.90
• バス片道 $2.00
• 地下鉄 / バスの1日パス $12.75
• 地下鉄 / バスの1週間パス $22.50
• 地下鉄1カ月パス $90.00
• バス1カ月パス $55.00

交通費
鉄道およびバス代金

• 昼食平均 $12
• 夕食平均 $25

食費

美術館や観光地の入場料 $20 - $30

観光

スポーツの種類やチームによりチケット料金は
$30 - $200

スポーツ観戦

*変更の可能性があります

生活費の目安* ボストン金融街の歴史あるベッドフォードビル内の立地
カスタム設計でロフトスタイルのスクール
全9教室
広々とした受付エリアと学生ラウンジ
電子黒板完備
無料 Wi-Fi
公共交通機関で通学可
有料公共駐車場
史跡、カフェ、レストランやショッピングエリアまで徒歩
圏内

学校施設

ホームステイ
レジデンス

地下鉄の最寄り駅から徒歩2分
最寄りのバス停まで徒歩圏内
最寄りの空港：ボストンローガン国際空港（BOS）

交通機関

宿泊オプション

米国建国の歴史を誇るボストンには世界的に著名な大学や史跡が街中に点在し、留学生にとって最も理想的な都市の
ひとつです。ボストン金融街の中心にあるTALKボストン校は大都市ならではのダイナミックな学習環境を提供します。最
寄の地下鉄の駅までは徒歩2分の便利な立地で、情緒あふれる昔ながらの街並みや緑に囲まれた公園、人気の観光地ま

でも大変容易にアクセス可能です。
TALK
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美しい運河が市内に張り巡ることから「アメリカのベニス」と呼ばれるフォートローダデールはアメリカで最も人気の観光
地のひとつです。TALKフォートローダデール校はノバサウスイースタン大学に隣接しており、人気のビーチやクルーズ船の
停泊する港までは約10マイルの場所にあります。TALKの生徒はエキサイティングな課外活動に参加したり現地の大学生と

交流を深めることができます。

• 片道 $2.00
• 1日パス $5.00
• 1週間パス $20.00
• 1カ月パス $70.00

交通費
バス代金

食費

美術館や観光地の入場料 $10 - $30

観光

スポーツの種類やチームによりチケット料金は
$30 - $200

スポーツ観戦

*変更の可能性があります

生活費の目安*

• 昼食平均$8
• 夕食平均 $20

ホームステイ
レジデンス
アパート

宿泊オプション

近代的でカスタム設計のスクール
全12教室
広々とした受付と屋外休憩エリア
電子黒板完備
無料 Wi-Fi
図書館やフードコートを含む ノバサウスイースタン大
学施設を利用可能
公共交通機関で通学可
広々とした無料駐車場
カフェ、レストランやショッピングエリアまで徒歩圏内

学校施設

交通機関
最寄りのバス停まで徒歩圏内
ノバサウスイースタン大学行きのシャトルが利用可
最寄りの空港：フォートローダデール・ハリウッド国際空
港（FLL）またはマイアミ国際空港（MIA）
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• 片道 $2.25
• 1日パス$5.65
• 1週間パス $29.25
• 1カ月パス $112.50

交通費
鉄道およびバス代金

• 昼食平均 $10
• 夕食平均 $20

食費

美術館や観光地の入場料 $10 - $30

観光

スポーツの種類やチームによりチケット料金は
$30 - $200

スポーツ観戦

*変更の可能性があります

生活費の目安* 近代的でカスタム設計のスクール
全9教室
屋外休憩エリア
電子黒板完備
無料 Wi-Fi
公共交通機関で通学可
有料公共駐車場
カフェ、レストランやショッピングエリアまで徒歩圏内

学校施設

メトロムーバーとメトロレールの最寄駅は当校に隣接
メトロレールを利用すると マイアミの中心街や空港な
ど周辺地区に容易にアクセス可能
メトロムーバーと無料トローリーは学校の前のファイ
ナンシャルディストリクト駅に停車
最寄りの空港：マイアミ国際空港（MIA）

交通機関

ホームステイ
レジデンス

宿泊オプション

高層ビルが立ち並ぶ風景が有名なマイアミは北南米間の国際貿易の重要な拠点でもあります。TALK マイアミ校
はマイアミの中でも活気溢れるブリッケル金融街に位置し、おしゃれなカフェやレストラン、ブティックまで徒歩圏
内と便利な立地です。観光地、広 と々した公園、ショッピング、美術館や劇場などは当校から近いので、放課後も楽

しく過ごすことができます。
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ホームステイ
レジデンス

宿泊オプション

メトロバス のバス停まで徒歩5分
無料トローリーが利用可能
学校の近辺では自転車レンタルも利用可能
最寄りの空港：マイアミ国際空港（MIA）

交通機関

新築でカスタム設計のスクール
全6教室
広々とした受付エリアと学生ラウンジ
電子黒板完備
無料 Wi-Fi
公共交通機関で通学可
有料公共駐車場
ビーチ、カフェ、レストランやショッピングエリアまで徒
歩圏内

学校施設

マイアミビーチは国内外からの観光客が太陽を求めて、また世界各地の料理や多様な文化を楽しむためにやってきます。
白い砂のビーチ、青く輝く海、カラフルなアート・デコ地区、高級五つ星ホテルがマイアミビーチを華やかに彩ります。サウ
スビーチの中心地にあるTALKマイアミビーチ校はゆったりとした素晴らしい学習環境を提供します。公共交通機関や人気

のビーチまで徒歩圏内という大変便利な立地です。
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• 片道 $2.25
• 1日パス $5.65
• 1週間パス $29.25
• 1カ月パス $112.50

交通費
バス代金

食費

美術館や観光地の入場料 $10 - $30

観光

スポーツの種類やチームによりチケット料金は
$30 - $200

スポーツ観戦

*変更の可能性があります

生活費の目安*

• 昼食平均 $10
• 夕食平均 $20
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• 電車片道 $3.75-$9.75*
• バス片道 $2.25
• 電車1日パス $7.50-$19.50*
• バスの1日パス $5.50
• 電車1カ月パス $84.80-$243.80*
• バス1カ月パス $65.60
*移動距離によって異なります

交通費
鉄道およびバス代金

• 昼食平均$8
• 夕食平均 $20

食費

美術館や観光地の入場料 $15 - $50

観光

スポーツの種類やチームによりチケット料金は
$10 - $200

スポーツ観戦

*変更の可能性があります

生活費の目安*

“The City by the Bay”の名称で知られるサンフランシスコは、カリフォルニア州北端に位置する美しく活気があるダイナミックな街で
す。坂が多いことで有名で、太平洋やサンフランシスコ湾を望む素晴らしい景色が広がります。多くのIT企業がここに本部を持つこ
とでも知られています。ゴールデンゲートブリッジやケーブルカー、カラフルなビクトリア調の家々などは観光名所として世界的に
有名です。TALKサンフランシスコ校は海沿いのフィッシャーマンズワーフに程近い立地で、レストランやブティック、観光名所やエ

ンターテイメント地区が徒歩圏内です。TALKの生徒はエキサイティングなシティライフを楽しめることでしょう。

学校施設
近代的でカスタム設計のスクール
全6教室
フレンドリーな雰囲気の受付エリア
電子黒板完備
無料Wi-Fi

広々とした屋外休憩エリアのあるAnchorage Squareに所在
有料公共駐車場
歴史的建造物、カフェ、レストランやショッピングエリアまで
徒歩圏内

ホームステイ
レジデンス

宿泊オプション

公共交通機関利用可。サンフランシスコのダウンタウン地
区とBARTまで行くFラインの路面電車が利用可。BARTシステ
ムはベイエリア内で利用可能。
最寄りの空港：サンフランシスコ国際空港(SFO)またはオーク
ランド国際空港(OAK)

交通機関
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新ロケーション！
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TALK English Schools Global Headquarters
500 E Broward Boulevard #1650 Fort Lauderdale, FL 33394, USA • Phone: (954) 565-8505 • Email: admissions@talk.edu

www.talk.edu

SAN FRANCISCO
2800 Leavenworth Street
Suite 205
San Francisco CA 94133
Tel: (415) 441-1899

MIAMI BEACH
1000 5th Street
Miami Beach, FL 33139
Tel: (786) 348-0618

FORT LAUDERDALE
3501 South University Drive
Fort Lauderdale-Davie, FL 33328
Tel: (954) 990-6164

MIAMI
1390 Brickell Ave
Miami, FL 33131
Tel: (305) 375-0126

AVENTURA

BOSTON
99 Bedford Street
Boston, MA 02111
Tel: (617) 426-3500

ATLANTA
1447 Peachtree St NE
Atlanta, GA 30309
Tel: (404) 249-9466

19032 NE 29 Avenue
Aventura, FL 33180
Tel: (305) 931-9515

新ロケーション！
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