
 

 

 

 

 

ハワイで英語を学ぶなら少人数制の英語学校
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Aloha!　 
CPCへようこそ！　Central Pacific College は、2004年に設立されたハワイのホノルルにある英語学校で
す。当校独自のオーガニックメソッドにより、できるだけ短期間で英語が話せるようになるよう経験豊富な
英語講師がレッスンを行っています。 

当校はアメリカ政府公認機関より優良英語学校の認定を受けており、長期留学のためのI-20が発行できる学
校です。国際教育の促進と専門能力開発の機会提供を目的とする非営利団体NAFSAの会員でもあります。 

また、CPCはハワイ大学カピオラニコミュニティカレッジとパートナーシップがあり、CPC受講生はTOEFL
スコア免除で入学することができます。 
 

CPCでは、言語能力だけでなく、生徒の異文化理解を深めるための英語教育を行っています。英語を自由に
操りながらグローバル化した世界で活躍するために、様々な人種が共存するここハワイは最適の学習環境と
言えます。 

厳選された英語講師によるハイクオリティな授業をぜひ体験してください。 



 

 

 

CPCはハワイのホノルルにあります。 
CPCはホノルル空港から車で15分程、 
アラモアナショッピングセンターのすぐ側（徒歩2分）にあります。 
ワイキキにも近く、 
アラモアビーチへは徒歩で行くことができます。 

CPCのキャンパスは、 
1221 Kapiolani Blvd. にあるビルの7階にあります。 

キャンパスの周辺には地元で人気のお店やカフェなどもあり、 
バス停もすぐ近くにあるため、生活しやすいとても便利な環境です。 

とても落ち着いた雰囲気のエリアにありますので、 
英語を学ぶのに最適な環境です。 
 

 

 

CPCはこのビルの7Fにあります

学生ラウンジ

　　　ワイキキビーチ　　　　　　　　　　ワイキキビーチ　　　　　　　　アラモアナショッピングセンター　　　　　ホノルルの夜景　　　　　　　　　　　サンセット　　　　



 
CPCは少人数制クラス。 

 
 

 

独自の英語教授法オーガニックメソッドを 
最大限に活用し、実践英語が話せるように 
なるためのレッスンを経験豊富な英語講師が 
熱心に行っています。 

オーガニックメソッドにより英語を話す自信が持てるよ
うになります。

英語は話して身につける。 
CPCが大切にしていること、 
それは、生徒が英語を話すということ。 

限られた時間内で最大限の英語アウトプットを 
実現します。 



CPCの英語講師は英語教育のスペシャリストです。 
 

               Yuka　　　                                    　Lisa                                              Ashley          
                英語講師                                          英語講師                                          英語講師 
      マネージングディレクター　             ディレクターオブスタディーズ             　　　メイン州出身 

                Melodi　　　                                    Mike                                           Margaret       
           　    英語講師                                         英語講師                                         英語講師 
        　     イラン出身　                           ノースカロライナ州出身　                   カリフォルニア州出身 
 

               Shanon　　　                                   Takako                 
      　　     英語講師 　　　　　　　　　            学校スタッフ 
　　　     ハワイ州出身      　　　　　　        日本人留学生サポート　  



なぜ多くの日本人英語学習者がいつまでも英語が上達しないと感じるのか？ 

講師の一方的な指導のために、「この文法、単語、言い方でなければならない、それ以外は間違い、間違うと恥ずかし
い。」というプレッシャーを感じ、習った英語を「自由に」話してみることに恐怖を感じるからです。「自信喪失」こ
の心理的恐怖は外国語学習に大きな支障をきたします。 

CPCの英語はオーガニッックメソッド 
オーガニック　= 「自然」に英語が学べる環境の提供 

他者（講師や他の生徒など）との社会的コミュニケーションを通して言語は身につきます。CPC独自のSDA（student 
development activities）プロジェクトでは、教科書で習ったことの「実践」を行います。緊張から解き放たれた自
然な状態で、教科書から得た知識（インプット）を「自由に」使ってみる（アウトプット）ことです。このプロジェク
トを数多くこなすことで英語話者としての「自信」を養い、その結果、堂々と「自分の英語」を自信を持って話すこと
ができるのです。 

英語を実際に使う 
学んだ英語知識を実際に使ってみる。多くの学習者はせっかく習った知識を：自分の中でくすぶらせる　→　使わない　
→　結局忘れてしまう、というサイクルに陥りがちです。しかし、CPCオーガニックメソッドは、しっかり習ったこと
を心理的プレッシャーや緊張のない状況で「自然に」身につけ、最大のゴールである「英語でのコミュニケーション
力」を徹底的に養います 

従来の英語学習法
先生がクラスの中心。

講義スタイル。（先生が一方的に話す）
テキストのみ使用

暗記による学習

話せない

結果

英語を話すのが怖い、恥ずかしい。
「いつまでも自分の英語はダメ」
という意識がぬぐえない。

さまざまな国籍の人と
「国際語」としての英語を話せない。

英語学習が自分の生き方、
人生に何のメリットももたらさない。

生徒がクラスの中心。
テキストに頼らない「やりながら学ぶ」

スタイル

プロジェクト型生徒参加による学習

自然に（オーガニック）話せる力が身につく

結果

自信を持って堂々と英語が話せる。

「グローバルコミュニケーター」として
あらゆる国籍の人と英語で意思疎通ができる。

自分の生き方、人生のあらゆる面において
メリットをもたらす。

オーガニックメソッド



CPCの英語コース 
CPCでは少人数制の英語クラスで英語レッスンを行っています。1クラスの受講生数は最高で12人。受講生がクラス内
でより多くの英語を話すことができるよう、講師と受講生の話す割合を2 : 8 にしています。CPCの英語レッスンはオー
ガニックメソッドを用いた英会話スタイルで進む受講生参加型のレッスンです。 

英語クラスはアットホームな雰囲気になっており、講師と受講生が英語で話しやす環境作りがされています。 
 

EPP コース　( English Proficiency Program ) 
レベル数：1 - 6レベル　受講時間数：週20時間（学生ビザ対象） 
実施日時：月曜日 - 金曜日 9:00 - 12:50 または 13:00 - 16:50 
スケジュール：9:00 - 10:50  Grammar、11:00 - 12:50  Integrated Skills 

Integrated Skills：スピーキング、リスニング、発音、リーディング、ライティングを融合させた総合英語クラスです。 

ECP コース　( English Conversation Program ) 
レベル数：1 - 6レベル　受講時間数：週16時間（観光ビザ対象） 
実施日時：月曜日 - 木曜日 9:00 - 12:50 または 13:00 - 16:50 
スケジュール：9:00 - 10:50  Grammar、11:00 - 12:50  Integrated Skills 

Integrated Skills：スピーキング、リスニング、発音、リーディング、ライティングを融合させた総合英語クラスです。 

月 火 水 木 金

9:00 - 10:50 
(13:00 - 14:50) Grammar Grammar Grammar Grammar Grammar

10分休憩

11:00 - 12:50 
(15:00 - 16:50)

Integrated 
Skills

Integrated 
Skills

Integrated 
Skills

Integrated 　
Skills

Integrated 
Skills

月 火 水 木 金

9:00 - 10:50 
(13:00 - 14:50) Grammar Grammar Grammar Grammar

クラスなし10分休憩

11:00 - 12:50 
(15:00 - 16:50)

Integrated 
Skills

Integrated 
Skills

Integrated 
Skills

Integrated 　
Skills



 

TOEIC / TOEFL コース 
短期間でスコアアップを目指す試験対策コースです。 
受講時間数：週20時間（週16時間の受講も可能です） 
実施日時：月曜日 - 金曜日 9:00 - 12:50 または 13:00 - 16:50 
スケジュール：9:00 - 10:50  リスニング、11:00 - 12:50  リーディング 

提携大学編入プログラム 
EPPコースの初中級レベルを修了後、ハワイ大学付属カピオラニコミュニティカレッジへTOEFL免除で入学できます。 
受講時間数：週20時間 
実施日時：月曜日 - 金曜日 9:00 - 12:50 または 13:00 - 16:50 
スケジュール：9:00 - 10:50  Grammar、11:00 - 12:50  Integrated Skills 

月 火 水 木 金

9:00 - 10:50 
(13:00 - 14:50) リスニング リスニング リスニング リスニング リスニング

10分休憩

11:00 - 12:50 
(15:00 - 16:50) リーディング リーディング リーディング リーディング リーディング

月 火 水 木 金

9:00 - 10:50 
(13:00 - 14:50) Grammar Grammar Grammar Grammar Grammar

10分休憩

11:00 - 12:50 
(15:00 - 16:50)

Integrated 
Skills

Integrated 
Skills

Integrated 
Skills

Integrated 　
Skills

Integrated 
Skills

  ハワイ大学付属カピオラニコミュニティカレッジ(KCC) 

特別編入制度 
 

KCC 入学に必要な TOEIC, TOEFL のスコア提出が免除されます。 
 

 
 

CPC 
• 初中級レベルを修了 

(A, B 両ターム) 

• プログラム終了テストのスコアが51点以上 

KCC 

• KCCに編入 （ESOL 94でスタート） 

• ESL100からスタートしたい場合はKCC コンパステストを
受験することができます。 



 

 

 
 

サバイバル英語レッスン 
アメリカでの生活に必要な英語表現やフレーズを実践形式
で練習します。（無料で受講できます） 
 
実施頻度：月2回 - 3回 
スケジュール：午後 60分 

ランゲージエクスチェンジ 
ハワイ大学の学生との交流を通じて、お互いの母国語を
教えあう異文化交流アクティビティです。 
（無料で受講できます） 

実施頻度：月2回 - 3回 
スケジュール：午後 

英語 + ヨガレッスン 
CPCの英語レッスン前もしくは終了後、近くにあるヨガ
スタジオでヨガレッスンを受けいていただくことができる
プログラムです。ヨガレッスン受け放題パスもありますの
で、ご希望のレッスン回数を受けていただくことができま
す。 

ヨガスタジオ：Yogaloha Hawaii 
住所：403 Kaiolu St., 2F A, Honolulu, HI 96815 
レッスン時間帯：月 - 日 9:00 - 19:00 
(土日はお昼頃で終了する場合もあります） 
レッスン時間：1レッスン約 75分 
レッスン料 例：1レッスン $18 
                      1週間レッスン受け放題パス $60 
　　　　　　　 4週間レッスン受け放題パス $150 
 　　　 



 

 
 

英語 + フラレッスン 
CPCの英語レッスン後、近くにあるフラスクールで、現役
フラダンサーからフラレッスンを受けいていただくことが
できるプログラムです。（英語レッスンが午前中の場合） 

フラスクール：PoePoe Hawaiian Culture Center 
住所：1750 Kalakaua Ave. #206 Honolulu, HI 96826 
レッスン日時：火、木、 14:00 - 15:00 
レッスン時間：1レッスン約 60分 
レッスン料：お問い合わせください（レベルにより異なります） 

プライベートレッスンもあります。 
スクールの都合でスケジュールや料金が変更になる場合があります。 

英語 + ウクレレレッスン 
CPCの英語レッスン後、近くにあるウクレレスクールで
ハワイのトップミュージシャンからウクレレレッスンを受
けていただくことができるプログラムです。（英語レッス
ンが午前中の場合） 

ウクレレスクール：PoePoe Hawaiian Culture Center 
住所：1750 Kalakaua Ave. #206 Honolulu, HI 96826 
レッスン日時：火 14:00 - 14:45、水 17:30 - 18:15 
レッスン時間：1レッスン約 45分 
レッスン料 例：1レッスン $30、6レッスン $150 

プライベートレッスンもあります。 
スクールの都合でスケジュールや料金が変更になる場合があります。 

英語 + サーフレッスン 
CPCの英語レッスン後、午後よりワイキキビーチから少し離
れた安全にサーフィンができるビーチで、サーフィン大会優勝
経験のあるプロサーファーからサーフィンレッスンを受けて
いただくことができます。（英語レッスンが午前中の場合） 

サーフスクール：Surfer Girl Academy  
住所：1926 Kaioo Drive Honolulu, HI 96815 
レッスン形態：グループ、プライベート 
対象年齢：12歳以上 
（12歳未満のキッズ専用のプライベートレッスンあり） 
レッスン時間：8:00, 11:00, 14:00, 16:00  
レッスン日程：要確認（土日も実施） 
レッスン時間：1レッスン約 120分 
レッスン料 例：グループレッスン $115/ 1レッスン 
                      プライベートレッスン $180 / 1レッスン 
                      キッズプライベートレッスン：$145 / 1レッスン 

費用にはHURLEYラッシュガード、リーフシューズ、 
リーシュコード、サーフボードのレンタル費用が含まれています。 



 
過去のアクティビティスケジュール例（月- 金 英語レッスン & アクティビティ） 

 

受講生の感想　受講生のアンケートから抜粋 
CPCを選んだ理由は？ 

・少人数制で勉強する環境に適していたこと。 
・ワイキキに近く通学に便利だったので。 
・長期留学が可能だったため。 
・あまり大人数でないところ。 
・毎年、子供のサマースクールでお世話になっていたので。 
・30代の方が多く、落ち着いて勉強できるというのを知って。 
・授業料が他の学校よりも安めだったこと。 

英語は上達しましたか？ 

・８週間だけだったけど確実に上達したと思います。 
・DSの「英語漬け」でDランクを越えられなかったのがハワイに来て 
　２ヶ月でAランクになってびっくりしました。 
・英会話を聴いていて何を話しているのか少し理解できるようになりました。 
・すごく上達しました（0% → 30%）。 
・思っていたより早く上達することができました。 
・実際に使える英語が学べました。 
・ハワイのローカルの方とスムーズにコミュニケーションがとれるようになりました。 

授業についての感想は？ 

・少人数なので授業に集中できました。 
・先生が工夫して授業をおこなってくれるのですべて英語の授業でも問題なかったです。 
・日常生活で必要な英語も教えてくれました。 
・初心者でもわかりやすくとっても楽しい授業でした。 
・わからないことについて何度も例文を作り理解できるまで説明してくれたので、 
　その日のうちに理解できました。 
・ディベートやディスカッションやゲームなどいろいろな授業があって楽しく学べた。 
・グラマーのクラスが特に大好きでした。 
・とても一所懸命に教えてくれてうれしかったです。 
・質問しやすい雰囲気の授業で勉強はとても楽しくためになりました。 
・毎日CPCへ行くのが楽しみでした。 
・スピーキング力が上達しました。 
・英語の長文の読むことがおっくうではなくなりました。 



ハワイへの留学、CPCとの出会いが私の将来を変えてくれました。

日本で会社通いに疲れ果てていた私は、大好きなサーフィ
ンができるという理由だけでハワイに留学を決めました。

私がCPCに入学したのは、授業料の安さと先生の質です。

日本人の先生もいて、グラマーをしっかり学べたのと、会
話や発音についてはネイティブの先生から学べたことでしっ
かりとした英語力が身につきました。

私は約1年半CPCに通いましたが、通い始めた頃の英語力

はほとんどゼロの状態で、挨拶もままならない程でした。
私は年齢的に遅め？（３１歳）の留学だったため、高校や

短期大学時代の英語も忘れていた状態でほんとに何もわかりませんでした。高校や短期大学時も英語に全く興味がなく、

何も覚えてない状態での入学だったため、当初不安でいっぱいでしたが、優しいクラスメイトや、先生のおかげで1年半

後にはコミュニテイカレッジに入学できるレベルまで上達しました。正直言うとハワイへの留学は当初趣味のサーフィ
ンのためでもありましたが、CPC入学後英語が楽しくなり、自分の進路を真剣に考え直し、アメリカでナースになる事

を決めました。そして、CPCでTOEICを受ける個人レッスンを取り、ハワイのコミュニテイカレッジに入学。ハワイの

コミュニテイカレッジである程度必要な単位と転校に必要な良い成績をがんばって取得し、その後ナースになるべく、
メインランドへ引っ越し、今はアメリカ本土の大学へ通ってます。

メインランドではほとんど英語漬けですが、CPCでの基礎のグラマーがとても役に立っています。というのも、コミュ

ニテイカレッジや大学では基礎のグラマーや英会話は教えてくれないからです。もちろん大学では論文や、ディスカッショ
ン、プレゼンテーションなど全て英語ですが、今の自分があるのもCPCのおかげだと思います。

この英語力のおかげでアメリカで友人や彼氏もできました。そして、最近アメリカ人の彼氏と結婚をし、今は妊娠中で
すが、子供を産んだあと大学の看護学校へあと1年と4ヶ月通い、無事にナースの資格をアメリカで取れた後はハワイ か 

カリフォルニアで日本人の旅行者や移住者をヘルプできるナースとして働きたいと思ってます。

ハワイへの留学、CPCとの出会いが私の将来を変えてくれました。本当に感謝しています。

　　　　　　 



 

 

 

 

アクティビティ 
オアフ島でできること全部 

CPCではキャンパス内で英語を学ぶだけでなく、 
課外アクティビティを通じてその地域の文化や実践英語を 
学べる環境を提供しています。 

ハワイ大学へ出向きタロ芋の作業を一緒に行ったり、 
カレッジベースボール観戦、ハロウィンのためのカボチャ収穫など 
楽しいイベントをご用意しております。 

また、ハワイならではのナイトクルージング、 
ビーチアクティビティや公園でのBBQ、 
ダイアモンドヘッドへのハイキング、ホノルル動物園、 
ドールプランテーション、ビショップミュージアムなど、 

ハワイだからできるアクティビティを実施しています。 



滞在方法 
CPCではハワイでの滞在方法として、ホームステイ、学生寮、コンドミニアムのアレンジを行っています。 

ホームステイ （1日2食付き） 
ハワイに在住のご家庭に滞在し、現地の生活習慣や地元の方々との異文化交流ができる 
滞在方法です。ホストファミリーの家族構成は様々で、小さい子供のいる家庭、 
夫婦のみの家庭、シングルマザーの家庭、シニア夫妻の家庭、独身女性のみの家庭など 
多様です。1週間からご滞在いただけます。 

お部屋：1人部屋 
ホストファミリー宅は、CPCから市バスで約15分から50分程のエリアにあります。 

 

 
 

 
 

コンドミニアム　 
イリカイマリーナ 
 (CPCから徒歩約20分） 

１名で滞在できるコンドミニアムをアレ
ンジしています。 

友人やご家族と一緒にご滞在いただくこ
ともできます。お部屋にはキッチン、冷
蔵庫、トイレ、シャワーなど、長期滞在
も可能な設備が完備されています。 



Q & A　よくあるご質問 
Q.  英語の初心者でも入学できますか？ 
A. はい、入学いただけます。CPCでは初級から上級までの６レベルにクラスが
分かれていますので、英語力にあったクラスを受講いただけます。英語力テ
ストの結果によりクラスレベルが決定します。 

Q.  入学日はいつですか？ 
A.  ESTAでハワイにお越しになる方：毎週月曜日に英語クラスをスタートしていただけます。（休校期間を除く） 
　　学生ビザでハワイにお越しになる方：毎月1回のセッション開始日にスタートしていただけます。 

Q.  学生ビザは必要ですか？ 
A.  当校での受講期間が90日未満の場合は学生ビザなし（ESTA）で英語コースを受講いただけます。 
　　受講期間が90日以上になる場合、または週18時間以上の英語コースを受講される場合、学生ビザが必要です。 

       ESTA（観光）: ハワイ滞在が90日未満で週16時間以内の英語コースを受講される方。（ECPコース 週16時間） 
       F-1（学生ビザ）：ハワイ滞在が90日以上もしくは週18時間以上の英語コースを受講される方。（EPPコース 週20時間） 

Q.  いつ頃までに入学申込すればいいですか？ 
A.  ご希望の学校開始日の約1ヶ月前までにお申込ください。学生ビザが必要な方は、学校開始日の約３ヶ月前に入学
申込をお願いいたします。（学生ビザが必要な方で、今までに最短で学校開始日の1ヶ月半前に申込をし予定通り渡
米できた方もいます） 

Q.  入学に必要な書類は何ですか？ 
A.  入学申込書、同意書、パスポートのコピー、これら3点の書類をご提出いただきます。学生ビザが必要な方には、当
校にてI-20を発行いたしますので、上記3点と追加書類として英文残高証明をご提出いただきます。英文残高証明は、
口座をお持ちの金融機関へご依頼いただけます。 

Q.  学校に日本人スタッフはいますか？ 
A.  はい、学校オフィスに日本人スタッフが常勤しております。現地生活のことや英語学習についてのご質問など日本
語でご相談いただけます。 

Q.  現地の大学へ進学できますか？ 
A.  はい、進学できます。当校はハワイ大学付属カピオラニコミュニティーカレッジ（KCC）のパートナー校であり、
当校の規定の英語コースレベルを修了された方は、TOEFLスコアが免除される形でKCCへご入学いただけます。 

Q.  滞在先は自分で手配してもいいですか？ 
A.  はい、手配いただけます。 

Q.  ホノルル空港へのお出迎えはありますか？ 
A.  はい、当校スタッフまたはホストファミリーがホノルル空港にてお出迎えいたします（有料）。ホノルル空港から
滞在先へタクシーでお越しいただくことも可能です。 

Q.  学校初日はどんな感じでしょうか？ 
A.  渡米前に、学校初日の来校時間と持ち物が記載されたプログラム確認書をお送りしています。書面に記載の日時に
学校へお越しいただき、学校オリエンテーションを受けていただけます。オリエンテーションでは、学校案内やルー
ル説明など、必要事項をご説明いたします。また、初日に英語力テストもあり、学生ビザをお持ちの方は約90分の
英語力テストを受けます。学生ビザをお持ちでない短期留学の方は、学校初日の8:30amから10分程のスピーキング
テストがございます。 



　 

 

ハワイで英語を学ぶならオーガニックメソッドの 




 
お問い合わせはこちらまで


