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ようこそ！
Join Bridge は、国際クラスの言語教育、人生を変える体験を当校生に提供し続

けて 30 年目を迎えています。当校は今日の世界で英語を話すことの重要性を理 

解し、英語を話す国で英語に集中することが当校生に最高の成果をもたらす

ことを確信しています。英語を米国で学習するというあなたの決断は重要で 

あり、Bridgeで学習することがベストな選択であると確信しています。

Bridgeを選んでいただいて有難うございます！
コリーン リーマン
デンバー州センターディ
レクター

マリサ アンヌンツィアータ
ニューヨーク州センターディレ
クター
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01米国の英語集中コース

Bridgeで学ぶ 
10 の理由

体験
Bridge は 30 年間の経験を有する、言語トレーニ 
ング、国際教育の世界的リーダーです。

最大都市のロケーション
当校の言語センターからは有名で活気ある米国都市
部にアクセスできます。

様々な国から 
の学生たち
当校の言語センターでは、毎年 50 カ
国を越える国々からの学生たちを歓
迎しています。

多様なプログ 
ラム 
ツーリスト、エグゼクティブ、オ 
ペア、単位を求める生徒に多彩な 
プログラムを提供しています。さら
に、あなた専用のプログラムをカス
タマイズします。

認定とメンバーシップ
当校が ACCET 認定を受け、インダストリー メンバーシップ、アフ
ィリエーションを得ていることは、当校が最高水準の教育の提供に
貢献していることを実証しています。

英語オンリーのアプローチ
生徒が英語体験に効果的に集中できるように、初日に当社の英語オ
ンリーのポリシーにサインしていただきます。

オープンドア ポリシー
初日に当校のフレンドリーなスタッフがあなた 
を迎えます、オープンドア ポリシーを貫いてい
るためスタッフにはいつでも容易に接すること
ができます。

生徒のアクティビティ 
ツアー、アトラクションへの訪問、会話クラブ、情報セッションな
どのアクティビティを毎週提供しています！

柔軟性
コースは月曜日にスタートします！当校の統合コースやプ
ライベートクラスでは、レッスンがあなたのニーズや関心
があることに合うようにその内容をカスタマイズできます。

一人ひとりに 
合わせたアプ 
ローチ 
少人数クラス、専任の生徒アドバ
イザー、快適な環境が一人ひとり
の生徒に有益なものになります。
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メソドロジー

英語を最適な方法で学ぶ
当校の生徒中心のティーチングメソドロジーは、あなたの目標達成に役立ちます！

 クラスで翻訳を行わないことは、あなたが早く学べることを意味します。

 教師のローテーションは、ネイティブ スピーカーの理解に役立ちます。

 コミュニケーション重視は自信と流暢さを築きます。

 教師が話す時間は全時間の30% 以下に抑えて、あなたが実践できる時
間を重視して割り当てます。

 評価を継続することであなたの進捗状況を容易に追跡します。

あなたの BRIDGE ENGLISH レベルの決定 

BRIDGE 一般英語 プロフェッショナル アカデミック

レベル
ケンブリッジ一般英語試験

ケンブリッジビ 
ジネス英語検定

国際コミュニケーション英語能力テスト

TOEIC

リスニング リーディング スピーキング ライティング

国際英語運 
用能力試験

IELTS

外国語として 
の英語試験

TOEFL

基
礎
段
階
の
言
語
使
用
者

自
立
し
た
言
語
使
用
者

優
秀
な
使
用
者 C1+

C1

B2

B1

A2

A1

レベル 5

レベル 4

レベル 3

レベル 2

レベル 1

レベル 0

6
能力 

(CPE)
9 C1+

C1

B2

B1

A2

A1

5.5 - 5.9
5.0 - 5.4

上級 
(CAE)

8
7.5
7

上級ビジネス
(BEC)

110-120180180455490

4.5 - 4.9
4.0 - 4.4

3.5 - 3.9

ファースト 
(FCE)

プレリミナリー
(PET)

学校用フ 
ァースト 

(FCE)

学校用プレ 
リミナリー 

(PET) 

ビジネス  
バンテージ

(BEC)

ビジネス プ 
レリミナリー

(BEC)

5
4.5
4

57-86120120275275

6.5
6

5.5
87-109150160385400

3.0 - 3.4
2.5 - 2.9

2.0 - 2.4
1.5 - 1.9
1.0 - 1.4
0.5 - 0.9
0.0 - 0.4

キー
(KET)

学校用
キー 

(KET)

30506060

7090115110

国際英語能力試験

iTEP
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生徒の体験

あなたへのケアは当校にまかせてください。当校は生徒に対して優れたサービ

スを提供することで留学体験を実りあるものにすることに全力を尽くします。

ビザ
 当校の生徒アドバイザーが、最初のお問い合わせから言語センターでの滞在に

至るまで、ビザに関するご質問に回答いたします。ツーリストに最適なパート

タイムプログラムの他、F1学生ビザの資格が得られるフルタイムプログラムを提

供します。

現地のハウジングコーディネータ
 言語センターごとにフルタイムの現地ハウジングコーディネータを擁している 

ため、最適なホストファミリーの手配、ホテルの予約、米国滞在に関するご質問

への回答などをサポートします。

修了証書
 プログラムの修了時には、Bridge 修了証書を授与します！本証書にはコースの

日付、卒業時の英語レベルが記載されます。

英語の学習に集中します。当校は他の部分をケアします。
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生徒の 
アクティビティ

デンバーでのアクティビティ

 デンバーでのウォーキングツアー

 会話クラブ

 スポーツイベント

 ピクニックとハッピーアワー

...その他！
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ニューヨークでのアクティビティ

 ニューヨーク市へのトリップ

 キャンパス スポーツイベント

 会話クラブ

 ピクニック

...その他！
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デンバー州コロラド 
でのBridgeEnglish
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 デンバーは美しく、英語を学ぶのには魅力あるロケーションであり、アウトドア アドベンチャーからショッピング、食事、文化イ

ベントに至るすべてを提供しています。

清潔で安全な都市デンバーは、活気ある日々のシーン、エキサイティングなナイトライフに溢れています。国際クラスの博物館、ツー

リスト アトラクション、200 を越える都市、マウンテンパークを擁するデンバーには常に観光客が訪れています。当市は便利で近代

的な空港の他、バス、ライトレール列車から成る効率的な公共輸送機関システムも誇りにしています。

デンバーの中心地にあり、コロラド州会議

事堂、デンバーアート博物館からわずか数

ブロックに位置する当社の言語センターは、多くの店

舗、レストラン、アトラクションから歩いて行ける距

離にあり便利です。都市センターステーションはわず

か 2 ブロックの所にあり、2 つの無料ダウンタウンサ

ービスを含む 25 便の公共トランジットラインを運行

しています。

あなたは全てが揃った11室のグループ/プライベートル

ームのクラスに参加します。スチューデント ラウンジ、

ブロードバンド接続できるコンピュータ、共有のキッチ

ンエリアにアクセスすることもできます。施設内には無

料の Wi-Fi、ウェルカムロビー、屋外座席エリアがあり

ます。ビル内にはカフェもあり、グルメコーヒーやリラ

ックスするスペースを提供しています。

デンバーでの BridgeEnglish
225 East 16th Avenue
Denver、CO 80203



08 www.BridgeEnglish.com

ニューヨーク 
でのBridgeEnglish 



Map data ©2016 Google 5 km 
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 当校の言語センターは、ニューヨーク市からわずか 30 マイルの所にあるニューヨーク パーチェスの美しいマンハッタンビル カレ

ッジキャンパスに位置しています。

Bridge の生徒は10エーカーに渡る郊外キャンパスの安全でフレンドリーな場所で学習に集中することができます。自由の女神、タイ

ムズ スクエア、ブロードウェイといったニューヨーク市の有名なアトラクションもフルに楽しむことができます。当社の言語センター

は両方の世界で最高水準のものを生徒に提供します。

Bridge の生徒はゲームゾーン、カフェテリア、ジム、

コーヒーショップ、その他を含むマンハッタンビルの

ファーストクラスの施設にフルにアクセスできます。 

別の生徒と一緒にスポーツ試合、コンサート、シーズ

ンごとのアクティビティといったキャンパスのイベン

トに参加できます。大学のキャンパスライフに参加し、 

世界的に有名なニューヨーク市からわずか数分間の距

離にいながら、少人数クラスで授業に集中することが

できます！ 

ニューヨークにある BridgeEnglish 
2900 Purchase Street
Purchase、New York 10577

ニューヨークのパーチェスは、マスターカ

ード、ペプシコーラといったグローバル

企業の本部の所在地です、またニューヨーク市には

600 社を越えるグローバル企業が本部を構えてい

ます。当校の大学生コミュニティには活気があり、 

キャンパスの内外にアクティビティが常に豊富にあ

ります。

20 分間。



一般英語

米国での生活を体験しながら、実用英語スキルを身に付け
ます。一般英語コースはすべて毎週月曜日にスタートします、
滞在期間を決めるのはあなたです！

生徒のプロフィール 

一般英語プログラムでは、あらゆるレベルの生徒を歓迎

します。生徒の年齢層は、17 歳から 50 歳以上までに至

り世界中から入学されます。観光ビザまたはビザ免除、 

あるいは当校のサポートがある学生ビザの資格があ 

る場合は、一般英語プログラムで学習できます。

コースとスケジュール

一般ツーリスト
• 週15 時間のグループ教育。

• 半日スケジュール、探索する時間
がたっぷりあります！

一般グループ
• 週 21時間のグループ教育。

• フルタイムスケジュールは語学
学習の全エリアをカバーしてい
ます。

一般コンボ
• グループ教育クラスおよびプライベ

ート教育クラスのメリットを統合し
ています。

• プライベートクラスは、あなた独自
のニーズおよび関心のあることに合
うようにカスタマイズされます。

時間 一般ツーリスト 一般グループ 一般コンボ

*グループ クラスは金曜日の早い時間に終了します。

グループ クラス

グループ クラス

グループ クラス*

プライベート クラス

午前 9 時
午前 10 時 30 分

午前 10 時 40 分
午後 12 時 10 分

午後 1 時
午後 2 時 30 分

午後 2 時 40 分
午後 5 時 50 分



「私はここの先生が好きです。 
先生たちはレッスンを実にアクテ
ィブに実施し、学習状況をケアし
ます。あなたは家族の一員であ 
るように感じるでしょう。」

アンドレア、スイス



ゆか、日本 

「私のようなビジネス生徒に 
特化しているビジネス英語プロ
グラムを提供するBridge が好き
です。私はビジネスで使う英語
に上達しており、英語のプレゼ
ンスキルを実践する機会が多 
く与えられました。」
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ビジネス 
英語
国際市場で成功するためには、基本的な英語スキルを身に付ける
必要があります。ビジネス英語プログラムの生徒として、ビジネ
ス上で使用する英会話に集中して、直ぐにコミュニケーションを
効率的に図れるよう学びます。

生徒のプロフィール

当校のビジネス英語生の年齢層は、20 代前半から 50 歳以上に至ります。 

彼らは全員が英語スキルを仕事上で向上させる必要があるビジネスプロフ

ェッショナルであり、バックグラウンドが多様で国籍も様々です。生徒の中 

には、多国籍企業の幹部社員の他、起業家や中小企業オーナーの方もおられ

ます。

コースとスケジュール

ビジネス フルイマージョンビジネス ツーリスト ビジネス グループ ビジネス コンボ

• 毎週15 時間のグループ教育。

• グループクラスあたり最大で 6 人
の生徒。

• 毎週 21時間のグループ教育。

• フルタイムのスケジュールは言
語学習の全エリアをカバーして
います。グループクラスあたり
最大で 6 人の生徒。

• グループ教育クラスおよびプライ
ベート教育クラスのメリットを統
合します。グループクラスあたり
最大で 6 人の生徒。

• プライベートクラスは、あなたの
独自のニーズおよび関心のあるこ
とにカスタマイズされます。

• 当校最長の集中コースは、週あた
り37 時間 30 分のプライベート教
育です。

• その集中コースには、教師と一緒
にランチを取って、ざっくばらん
な状況で英語を実践することが含
まれています。

特定目的の英語
Bridge では、プライベート教育を通して、産業別のニーズにカスタマイズさ

れた内容を提供できます。

...その他！

人事部用の英語

財務または銀行業務用の英語

石油/ガス産業用の英語

法律専門家用の英語

ジャーナリスト用の英語

発音とボイストレーニング

エグゼクティブ強化
言語学習に実際に成功するためには、教室外で実践する必要

があります。Bridgeエグゼクティブ強化プログラムでは、 

関連ボキャブラリーや新たに取得した言語スキルを実際の状

況で実践する機会が確保されています。

国際的なプロフェッショナルとのネットワー 
キングイベント

現在のイベントに関するレクチャー

会社訪問

文化イベント

時間 ビジネス ツーリスト ビジネス グループ ビジネス コンボ

グループクラス

グループクラス

グループクラス*

プライベート クラス

午前 9 時
午前 10 時 30 分

午前 10 時 40 分
午後 12 時 10 分

午後 12 時 10 分
午後 1 時

午後 1 時
午後 2 時 30 分

完全集中

昼休み

プライベートクラス

プライベートクラス

エグゼクティブ  
ランチとレッスン

プライベート クラス
午後 2時 50 分 -  
午後 4 時50 分

*グループ クラスは金曜日の早い時間に終了します。

午後 2 時 40 分
午後 5 時 50 分



アカデミック英語プログラムは特に、生徒が米国大学への入学に備え、好成績を出すのに役立つよう考案され

ています。テーマに沿ったカリキュラムでは、実際の資料を使用し、ディベート、エッセイ、プレゼンテーシ

ョンといったアクティビティが実施されます。生徒は当校のパートナー機関への条件付入学を申込み、当校の

プログラムの卒業と同時に TOEFL 免除を受けることもできます。

アカデミック 
英語

生徒のプロファイル

当社のアカデミック英語プログラムは、集中プログラムを求める生徒に最適です。大学院学位や学士号の準備、短期

間のESLプログラムのいずれであっても、当校の教育メソドロジーおよび生徒中心のアプローチは、あなたが語学目

標を達成し、米国での時間を楽しく過ごすことを手助けします。

アカデミック グループ コース
• 毎週 24-28 グループのクラス時間 • 毎年 6 通りの開始日

条件付入学と TOEFL 免除

米国大学での学習を目指す生徒は、条件付入学を獲得で

きるよう当校のアドバイザーと共に取り組むことができ

ます。あなたの英語がたとえ完璧でなくても、大学に

受験の申込みをして入学することが可能です。あなたが 

関心、ニーズ、予算を最も満たす学位を見つけることが

できるように、当校の大学パートナーや彼らのプログラ

ムを調べることを手助けします。当社のアカデミック英

語プログラムの卒業と同時に、米国中の当社パートナー

大学への TOEFL 免除を授与します。

キャンパス内サマーコース

米国大学で英語を学びながら夏を過ごします
Bridge のアカデミック英語プログラムで英語を向上さ

せながら夏を過ごすことができます。キャンパス内で生 

活し、大学の施設にフルにアクセスします。このオプシ

ョンは、マンハッタンビル大学だけではなく、米国内に

ある他の 5 つの大学でも利用可能です！

当校の包括的で高度なアカデミック英語プログラムでは、米国大学の授業で好成績を出
すのに必要な英語スキルを習得します。

午前 8 時 15 分   ·    午前 10 時 30 分

午前 10 時 30 分   ·    午後 12 時

*クラスは金曜日の早い時間に終了します。

午後 12 時 45 分   ·    午後 2 時 15 分

アカデミックのスピーキングとリスニング

アカデミックのライティング

アカデミックのリーディング*

時間 クラス



®

ジーン、中国

「Bridgeは生徒へのサポートが 
素晴らしい学校です。友達を作
り、学習するのに最適な雰囲気が
あります。明日にも大学に行き、
新たなチャレンジに挑むことにと
てもワクワクしています。自分に
自信を持てるようになりました、
ありがとうございます。」
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ティーンキャンプ -  
夏と冬
言葉を話し、文化を学び、人生で最高の時間を過
ごしましょう！

生徒 
13-17 ようこそ

冬/夏のセッション

都市中心部にあるキャ 
ンパスのロケーション

全食事と小旅行込み

ホストファミリーへの
宿泊込み

アクティブティをフルに
楽しめるスケジュール

楽しくてインタラクテ 
ィブな英語コース



17米国の英語集中コース

オペアのための生活しながら 
英語を学べるコースです！

生徒のプロフィール

トピック

J-1ビザの教育要件を満たすことが必要なオペア

*スケジュールはロケーションおよび期間により変更されることがあります。最新の実施スケジュ
ールについては www.bridgeenglish.com/Live-Learn-English を参照してください。

スケジュール*
月曜日と水曜日：午前 10 時 ‒ 午後1時
火曜日と木曜日：午前 10 時 ‒ 午後1時

水曜日: 午後 7 時 ‒ 午後10 時
土曜日: 午前 9 時 ‒ 午後 3 時

米国の文化と歴史

ビジネス英語

試験準備

イディオムとスラング

ESLの特別トピック

Bridge の生活しながら英語を学ぶプログラムは、米国の言語、文化を深く探求したい

人、特に米人ファミリーと生活するオペアに最適です。オペアで成功するための重要な

部分は、効果的にコミュニケーションを図り、ホストファミリーやコミュニティメンバ

ーと適切に交流することを学ぶことです。生活しながら英語を学ぶことは、英語スキル

を完璧にすることだけではなく、米国の生活や文化、さらには米国に対する他者の認識

を深く理解するのに役立ちます。
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Bridge は、あなたが標準試験の準備を行えるようグループ/プライベート教育を通

じてサポートします。当校の教師は受験戦略を立て、言語学習のあらゆる側面の他、 

模擬試験に関してサポートします。プライベート試験の準備クラスでは、経験豊富な

教師があなたが最も必要とするエリアの向上をサポートします。

デンバーにあるBridgeEnglishは、公式の IELTS 試験センターです。IELTS は、

コロラド州の地域全域で学ぶ生徒に毎月数回実施されます。Bridge の生徒は、 

IELTSパワー準備コースを受講して試験点数を向上させることもできます。

詳細については、www.BridgeEnglish.com/IELTS にアクセスしてください。

試験準備

試験

当校と共に標準英語試験の準備を行い、受験します。 IELTS 試験センター
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宿泊
宿泊については、ホストファミリー、大学、または専用ホテルか
らお選びください。

ホストファミリーとの生活を通じた文化体験、または専用ホテルでのプラ

イバシーのいずれをお求めの場合でも、米国が第二の故郷に感じるような

宿泊を提供します！

ホストファミリーとの滞在

文化を体験しよう！
 英語を話す家族

 プライベートルーム

 朝晩食事付きのオプション、食事なしのオプション

 語学センターから最長 45 分間の距離に位置するロケーション

ホテル

両方の世界を最大限に活用。
 学校付近

 シングルルームからキチネット付きのスイートに至る多様なルー 

ムタイプが利用可能

 Bridge がすべてを手配

 クラス後にリラックスできるアメニティー

学生寮

ニューヨークの BridgeEnglish は、大学寮にあるキャン
パス内宿泊施設を提供します。

 シングルルームまたは共有ルーム

 大学生と一緒に生活する！

 キャンパス施設にフルアクセス

 キャンパス内での食事を楽しむミールプラン

プライベート アパートメント

あなたが借りるアパートを見つけるのをお手伝いします。
 長期滞在生に最適

 家具付きオプション、家具なしオプションが利用可能
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費用

一般英語

コース 時間数/週

15グループ一般ツーリスト

デンバー
(週あたりの費用)

ニューヨーク
(週あたりの費用)

一般グループ

一般コンボ

21グループ

21グループ + 15プライベート

290 米ドル

340 米ドル

1,465 米ドル

330 米ドル

420 米ドル

1,845 米ドル

ビジネス英語

コース 時間数/週

15グループビジネス ツーリスト

デンバー
(週あたりの費用)

ニューヨーク
(週あたりの費用)

ビジネス グループ

ビジネス コンボ 6

21グループ

21グループ + 6プライベート

495 米ドル

695 米ドル

1,145 米ドル

ビジネス コンボ 9

ビジネス コンボ 15

ビジネス フルイマー
ジョン

21グループ + 9プライベート

21グループ + 15プライベート

37.5プライベート

1,370 米ドル

1,820 米ドル

2,825 米ドル

利用不可

3,456 米ドル

アカデミック英語

コース 期間

6 週間アカデミック グループ

デンバー ニューヨーク

8 週間

利用不可

3,080 米ドル

3,024 米ドル

3,456 米ドル

生活しながら学ぶ
コース 総時間数

36*生活しながら英語を学ぶ

デンバー ニューヨーク

250 米ドル 250 米ドル

*36時間は通常、3クレジット、またはオペアのエージェンシーが決定したものに相当します。

宿泊

タイプ

40 米ドルホストファミリー

デンバー
(1 泊あたり)

ニューヨーク
(一泊あたり)

80 米ドル - 150 米ドル

50 米ドル

150 米ドル以上ホテル

その他のサービス

健康保険

79 米ドル

49 米ドル/週
150 米ドル/月

95 米ドルプライベート クラス

35 米ドル (片道) 50 米ドル(片道)空港への送迎

料金

項目

155 米ドル登録料金

デンバー ニューヨーク

100 米ドル

97 米ドル速達便

料金の一覧表については、http://www.bridgeenglish.com/Prices にアクセスしてください。

サービス デンバー ニューヨーク
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申込方法

お申込は簡単に始められます！当校の登
録プロセスは、世界中のどこからでも完
全オンラインで完了できます。

当校のプログラムアドバイザーが次のように
あなたをいつでもアシストします。

 最適なコースの選択をお手伝いする

 無料の見積もりを提供する

 プログラムをカスタマイズしてあなた専用にする

 ビザおよびトラベルに関するご質問に回答する

 宿泊を手配する

ロケーションの選択

初回金のお支払

開始日とコース期間の選択

www.bridgeenglish.com/Preliminary-Application



Copyright © 2016 Bridge Education Group, Inc. All rights reserved.Bridge という名称およびロゴは、米国にある Bridge Education Group 社の登録商標です。その他の商標はすべて、 
それぞれのオーナーに所属します。本パンフレット、またはその一部については、Bridge Education Group 社が明示的に許可していない限り、複製することはできません。

BridgePathways 本部
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BridgeEnglish in Denver
225 East 16th Avenue、Suite 120
Denver、CO 80203、USA

BridgeEnglish in New York
2900 Purchase Street
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米国で英語 
を学ぼう！

一般英語

ビジネス英語

アカデミック英語

ティーン キャンプ

オペア向けの生活しなが 
ら英語を学ぶ

始める準備は 
できましたか？ 
当校まで今すぐご
連絡ください！

トールフリー: 1 844 396 5336
国際: +1 303 785 8891

WhatsApp: 1 720 382 8184

www.BridgeEnglish.com

ProgramAdvisor@bridge.edu

WeChat: Bridge-アドバイザー


