
カスタマイズ留学 語学+α
トビタテ テイクオフ プログラム

留学するなら「イーツースマイル」
http://e2smile.jp/

E2 SMILE株式会社 〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-23-1-218 TEL:03-4560-8181 mail:info@e2smile.jp E2トラベル 東京都知事登録 旅行業第2-4788号



⚫ プログラム申込費用

⚫ 語学学校授業料

⚫ ＋α 建築見学（2日間）

⚫ 空港送迎&オリエンテーション

⚫ 現地サポート（24時間サポート）

⚫ 滞在料金

⚫ 滞在先での朝食、夕食

⚫ 私的費用（キャンプ内での買い物）

⚫ 渡米往復航空券代

⚫ 日本国内の移動交通費

⚫ 海外旅行保険代

⚫ オプション費用

【費用に含まれないもの】【費用に含まれるもの】

※１ 食事はドームで朝・昼・晩 （有料のカフェテリアもあります。）
※２ 寮での生活ではキャンプ用専用のカードにお金をチャージして使用します。
※３ アメリカには、マイナーの法律といって、18歳以下の未成年者を守る大変厳しい法律があります。

アメリカでは未成年者は、法律で定められた保証人がいないと、留学はできませんし、医者にもかかれません。
もちろん、寮の滞在もできません。このため、全ての高校留学生に対し、イーツースマイルが保証人になることに
よって、高校生や未成年者の現地で安心に過ごせるようにサポートさせていただきます。
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〇カスタマイズトビタテ留学 14DAY Program $4,600
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〇 AOI College of Language 

アーバイン市は、世界有数のモデル都市として知られており、高層ビル建築の規制や概観の統一感、道路の
整備など、どれをとってもモデル都市にふさわしい風景が広がっています。AOI学校の周辺は、医療機関な
どのオフィスが立ち並びますが、建物は1から2階建てのものが多く、閑静な住宅街の光景が保たれています。
少し先には、大きな人工池とその周りに立ち並ぶ高級住宅街があり、アメリカ人にとっても人気のある居住
エリアで、安全面からも留学生にとって最適の環境と言えます。

英語のクラスは、初日に受けるクラス分けテストの結果によって、午前（月～金）9am-12:50pm、又は午
後（月～金） 1:30pm-5:30pmのどちらかのクラスに入ります。ボランティア活動を重視し、英語の勉強
は短時間のみ行いたいと言う場合は、American Cultureという会話中心のクラス（月～金）3:30pm-
5:30pmがあり、授業時間帯を選べるのが魅力です。

AOI College of Language 語学学校
(949)856-1700

http://www.aoicollege.com/

シーズンイベントやアクティビティを実施しています。

＜例＞
・イルカウォッチング：船に乗り海へ。クジラやイルカを見ることができます。
・公園でBBQ：近隣の公園でバーベキューイベント。
・ビーチ散策：ハンティントンビーチやニューポートビーチを散策します。
・ディズニーランド観光：ディズニーランドで終日遊びます。
・ナッツベリーファーム観光：ジェットコースターなどのアトラクションがあるテーマパークです。
・ロサンゼルス市内観光：ロサンゼルスダウンタウンなどの観光名所を観光します。
・ハリウッド観光：映画で有名なハリウッドの街を観光します。
・ショッピング：サウスコーストプラザやスペクトラムセンターなど大型ショッピング施設でショッピング体験。
・映画鑑賞：映画シアターで最新のハリウッド映画が見られます。
・スポーツイベント: ビーチでビーチバレーや公園でサッカーなどスポーツを楽しみます。
・消防署や警察署見学：アーバイン市の消防署や警察署を見学します。

様々な国の留学生と一緒に楽しもう！

English Lunch Lesson ネイティブのアメリカ人とお昼を食べながら日常会話レッスン



〇 ＋α パームスプリングスで世界的有名な建築見学

第二次大戦後、当時の第一線で活躍した建築家の手による建物が数多くあるパームスプリングス。20世紀半ばの
アメリカのモダニズムを代表するカルチャーメッカです。州道のハイウェイ111号線から街に到着すると、かつて
のトラムウェイ・ガソリンステーションのユニークな建物がすぐに目に付きます。これは、20世紀半ばの名建築
家、アルバート・フレイが1965年に設計したもので、現在は、パームスプリングスビジターセンターとして使用
されています。この前衛スタイルこそが、この地域の修景を特徴付けています。パームスプリングスの市庁舎でさ
え、すべてが鋭角の大胆なカットアウトと円を組み合わせた前世紀半ばのミッドセンチュリーモダンのデザインで
す。

Kaufmann House
・住所：470 W. Vista Chino Rd., Palm Springs, 
CA 92262
・建築年: 1946-1947々
・設計：リチャード・ノイトラ（Richard Neutra）

– リチャード・ノイトラ（Richard Neutra）
– ジョン・ロートナー（John Lautner）
– アルバート・フレイ（Albert Frey）
– フランク・ロイド・ライト（Frank Lloyd Wright）
– ルドルフ・M・シンドラー（Rudolf. M. Schindler）

Elvis’ Honeymoon Hideaway
・1350 Lade ra Circle, Palm Springs, CA 92262
・建築年: 1961年
・設計：ウィリアム・クライセル（William Krisel）

Bank of America 銀行なのにモダン仕様

ドームハウスと普通の建物がくっつい
ていて、とてもユニーク



〇 ＋α ロサンジェルスで世界的有名な建築見学

19世紀後半、さらに20世紀初頭から20世紀半ばのミッドセンチュリーと呼ばれる時代に、カリフォルニアの
建築文化は大きく開花しました。ロサンゼルスにも当時最先端だった、ユニークかつ美しい建築が多数存在し
ています。
ケース・スタディ・ハウスと呼ばれる、1945年から1966年にわたり、雑誌『Arts & Architecture』の企画で
行われたプログラムには、リチャード・ノイトラやチャールズ＆レイ・イームズ（イームズ夫妻）など当時を
代表する建築家が参画し、モダンでありながら経済的、効率的なデザインを模索しました。中には一般公開し
ている建物もあり、内部を見学することもできます。

アメリカ合衆国国家歴史登録材の一つ。Richard J. Neutra（リチャード・ノイトラ）が息子、Dion 
Neutra（ディオン・ノイトラ）と共に設計。Reserch House Ⅰ、Reserch House Ⅱ、The Garden 
Houseの3棟から成り、いずれの建物もほとんどの外壁がガラス張り。とても開放的で空間の広がりを
感じられます。

▶ 建築家：Richard J. Neutra, Dion Neutra
▶ 完成年：1964年
▶ 住所：2300 Silver Lake Blvd., Los Angeles
▶ 見学方法：土曜日のみ見学可能。

Frank Lloyd Wright（フランク・ロイ
ド・ライト）により設計された建築物。
"Knit-block"と呼ばれる、コンクリート
ブロックを編み物のように縦横の鉄筋に
よって組み上げた壁や柱は、まるでマヤ
文明の遺跡のように神秘的です。

▶ 建築家：Frank Lloyd Wright
▶ 完成年：1924年
▶ 住所：2607 Glendower Ave., Los 
Angeles
▶ 見学方法：一般公開はしていないの
で、敷地外からのみ見学可能。
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資料請求

トビタテ
書類作成

合格
本申込

お支払い

渡米準備
オリエン
テーショ

ン

ホームページのお問合せフォーム若しくは資料請求よりご希望のトビタテ留
学の資料を請求してください。トビタテ留学の場合は合格までの面談や計画
へのアドバイス等の相談料など一切かかりません。万一、不合格の場合も費
用の請求しておりません。※ただし、独自の留学計画の作成や専門施設など
の交渉など発生する場合は事前に申込&費用が発生する場合があります。その
場合は申込前に費用の説明をさせていただきます。

トビタテ書類審査に必要な書類を作成します。
トビタテ（文部科学省）には在籍の学校を通して申請しますので、学校提出
期限を確認してください。
留学計画書の6,7ページにカスタマイズ留学プログラムの『14DAYS 
SCHEDULE（2ページ）』から『語学学校概要（3ページ）、＋αの』の各
ページを縮小して2ページにわたって貼ってください。
計画書のアドバス&添削はE2SMILEスタッフでサポートしていますので、
2019年1月10日までメールでご提出ください。※アドバイスや添削サポート
は合格を保証するものではありません。

合格通知を受取後は速やかに申込をしてください。
申込はE2SMILE所定の申込書に必要事項をご記入いただ、（未成年者の申込
になりますので親御さんの記入欄あり）留学規約に承認したことを記した申
込用紙をFAXもしくはスキャンデータをメールでご提出ください。
申込書とご一緒に以下の書類のご提出をお願いします。
・パスポートコピー

FAX:03-6300-0887 OR mail：info@e2smile.jp

お支払いは請求書発行時のみずほ銀行のTTSレート+1円の日本円でのお支払
いになります。
トビタテ奨学金に請求書と領収書の提出が必要になりますので、お振込み完
了時に発行させていただきます。
費用に関しては一括支払いのみを受付しています。トビタテの奨学金が留学
後に支給される場合もありますので、その場合は一時的に自己負担してもら
う場合がありますが、予めご了承ください。

現地到着時間などの規定があるプログラムのため、基本的に航空券は系列の
旅行会社でご用意させていただきます。もしご自身での手配を希望する場合
は現地到着時間などのルールに沿ってご手配ください。
ESTA登録、留学保険の加入は必須です。
ESTAはご自身で登録するようにサポートしています。
保険加入はいくつかの保険会社をご案内しています。



留学するなら「イーツースマイル」
http://e2smile.jp/

03-4560ｰ8181
E2 SMILE株式会社 〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-23-1-218

E2 トラベル 登録番号：東京都知事登録 旅行業第2-4788号

If you can dream it, you can do it.

http://e2smile.jp/

