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追記

毎現地購入

割引キャン ーン有！

SEVIS費含

ー ＄=120

追記
5週間以上で無料！

3ヶ月以上 ビ 必須

最安値プラン

追記
目安　月＄700

目安　月＄700

ュー ーク・LSI
学費・ビ ・滞在費用 4週間 24週間 48週間

一般英語
午後週10 ッ ン

授業料 $700 $7,920 $14,640

滞在手配費 $90 $90 $90

学校申込金 $150 $150 $150

学校教材費・設備費 ー ー ー

滞在費 下記いづれか 最初 4週間
滞在 場合ームステイ個室・朝食 $1,480 ー $1,480

学生寮個室・食事なし

小計US$ $2,420 $10,940 $16,720

小計 日本円 ¥290,400 ¥1,312,800 ¥2,006,400

ー $2,420 ー
学生ビ 申請費 ー $360 $360

海外通信送金費 ¥10,800 ¥10,800 ¥10,800
ビ 申請 ポート ¥0 ¥35,000 ¥35,000

渡航前 かかる費用 4週間 24週間 48週間
プ グラム手配費 ¥35,000 ¥0 ¥0

4週間 24週間 48週間

往復航空券 目安 ¥120,000 ¥120,000 ¥120,000
海外留学生保険料 ¥19,640 ¥108,010 ¥223,120

一般英語
週25 ッ ン

一般英語
週20 ッ ン

小計 US$ $700 $7,700 $16,100

全体的 留学費用概算 上記 ＋ ＋ 合計を目安としてください
注意事項 上記 あくま も概算 最 学校料金・キャンペーン情報 キャ ア チ ン ま お問い合わ く い

ェアアパート滞在費 ー $3,500 $7,700

現地生活・交通費 $700 $4,200 $8,400

小計 日本円 ¥185,440 ¥273,810 ¥388,920
渡航後 かかる費用

ま 相談！
電話･来社

無料カ ンセ ン

お見積作成依頼
お気軽 お申付け

く い

プ ンが決定し ら
留学開始

3ヶ月前を目安
当社 お申込く い

ら 留学プ ン 興味がある方 ・・・・
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学生の学習上達度

The First Day and Your Progress

LSIでの研修中を通して、LSIはすべての学生の学習上達度

と生活に問題がないかを注意深くチェック致します。全ての

学生ができるだけ早く上達し、持っている可能性を十分に伸

ばしているかを確かめます。LSIでは学生の満足度が高いこ

とを誇りにしています。

学生のレベル到達および上達の進歩状況は、以下のような様々な要因によって

異なります。

・コース期間 - コースが長いほど良い結果が得られます。

・レッスン数 - レッスン数が多いほど早く上達します。

・入学時のレベル

最終的にどのレベルまで上達するかは本人の努力次第です。午後の課外活動へ

の積極的な参加、世界中から来ている学生と友達になる、滞在している国の文

化になるべく多く触れる、できるだけ多くの機会を使って学んでいる言葉を使

ってみる等々、色々なことを行って、皆様が多くの成果を上げられるように願

っています。

上級（Advanced） 

ほとんどの構文を正しく使い、コミュニケー

ションを十分に取る事が出来る。

• IELTS 6.5+

• TOEFL iBT 110-120

•  TOEIC* L/R 945+,  

S/W 400+

• Cambridge FCE Grade A

• Cambridge CAE, CPE 

• C1 & C2

LSIのレベルと

研修期間のめやす

大学院進学可能レベル／研修している言語

で仕事ができるレベル

中上級（Upper Intermediate） 

幅広い構文をかなりの正確さで 

使いこなせる。

• IELTS 5-6.5

• TOEFL iBT 87-109

•  TOEIC* L/R 785 - 944, 

S/W 310 - 399

• B2

•  Cambridge FCE Grade 

B&C

• 8-12週間の研修

大学進学可能レベル／研修している言語で

インターンシップなどで仕事ができるレベル

中級（Intermediate） 

初中級より、さらに広い構文を使いこなし、

実際に役立つ語彙を持っている。間違いは目

立つが相手の言葉を正しく理解する。

• IELTS 4-5

• TOEFL iBT 57-86

•  TOEIC* L/R 550 - 784, 

S/W 240 - 309

• Cambridge PET

• B1

• 8-12週間の研修

専門学校入学または進学準備レッスンへ

の申込可能。

初中級（Pre-Intermediate） 

基本文や正しい語彙を使ってトピックを理解

し、会話に参加出来る。

• IELTS 3-4

• TOEFL iBT 9-56

•  TOEIC* L/R 225 - 549, 

S/W 160 - 239

• A2

• 8-12週間の研修

初級（Elementary） 

簡単な構文、語彙によって会話が出来る。

• IELTS 2-3

• TOEFL iBT 0-8

•  TOEIC* L/R 120 - 224, 

S/W 80 - 159

• A1

• 4-6週間の研修

入門（Beginner） 

単語、フレーズを少し知っている。

• IELTS 1

• 4-6週間の研修

*   TOEICテストにはL/R (Listening/Reading )および　S/W 

（Speaking/Writing）の二種類のスコアがあります。



6  Learning a language with LSI

LSI語学学習システム

LSIは言語教育に熱意を持って取り組んでおります。語学学習を効果的に行うた

めにはどのようにすればよいかを常に考え、最先端の語学教育と言語教授法につ

いていつも検討を重ねております。 

LSIの各学校の語学教育担当者は、日々研究を重ね、

語学教育プログラムの向上に努めております。LSI

の各学校で最新の研究結果に基づいたプログラムを

提供し、常に改良し続けております。LSIのどの学

校でも語学研修をするための最適な環境が整ってい

ます。LSIは8つの国に15の直営の学校を持ってお

ります。LSIのどの学校でご研修いただいても、学

生は、創立以来50年以上にわたって研究を積み重

ねてきた、教師たちの言語教育研究の恩恵を受ける

事ができると言えます。

語学学習に専念

LSIは、語学習得にはその言語が話されている国に

“Live the Language”（住んで学ぶ）ことが最

良の方法であり、研修される方がその言語と文化に

浸って“その言語で生活すること“が一番の近道で

あると考えております。語学習得を目的としている

方にとって、それが最も効果的で満足のいく結果を

得ることのできる道であると同時に、LSIの語学教

育の中心をなしている語学学習システムで成果を上

げることができる一番の方法だと信じております。 

語学レベル

LSIでは研修初日にレベル分けテストを行い、研修

される方に一番ふさわしいレベルで学習して頂きま

す。LSIのレベルはCommon European Frame-

work（ヨーロッパ言語共通参照枠組）、TOEFL 

iBT、TOEIC、IELTS、ケンブリッジ英語検定試験

に照らし合わせ、設定されています。また、定期的

にレベルチェックも行います。次のレベルに上がる

には、クラス授業への参加姿勢、テストの結果を

考慮して、5ページのレベル表の“レベル判断の目

安”に達している必要があります。

LSIは、学生により上達進度が異なることを考慮し、

1人1人の上達度に合わせたレベルでのレッスンを

提供します。担当の教師と定期的にご自身の現状、

レベルなどについて話し合える機会があり、目標ま

で何が必要か、どれくらいの時間が必要かなどを明

確に出来ます。テストと授業内での成績、担当の教

師による評価によって、教務主任が正確な上達度を

見極め、進級を決めます。定期的なテストと、授業

中での理解度などをしっかり教師が把握することに

より、適切なレベルでの受講が可能となります。

最新の教材

LSIは常に語学学習の最新の教材を用いて授業を行

います。授業は学生のレベルに合った、もっともふ

さわしい教材を使用する様に心がけており、視聴覚

教材を積極的に取り入れております。クラスやコー

スにより、最新のテクノロジーを用い、教室内で最

新鋭のオーディオ機器やビデオ、また、インターネ

ットを用いた授業を行うこともあります。

文化交流

LSIの学校内ですでに行われている、異文化交流

について、私共はとても誇りに思っております。

“Live the Language”（住んで学ぶ）を経験を

することにより、滞在している国についてより深く

理解することができるようになります。また、LSI

の各学校には世界中の国から学生が語学を学びに来

ておりますので、他国からの学生と交わることによ

り言葉の学習だけでなく、世界中から来ている学生

のそれぞれに異なった背景と文化を深く知る良い機

会ともなることでしょう。このように様々な事柄を

通して、大変貴重で豊かな経験を積むことができた

とのLSIの学生からのコメントが多く寄せられてお

ります。

質の高い教師陣

教師の質が高いということは学生の研修成果を決め

る重要な要素です。LSIの教師はその言語を母国語

としない学生に教えるための資格を持ち、教師とし

ての経験が豊かであるとともに、また、教える意欲

が高い教師が揃っています。

LSIはまた、教師の研鑽を評価しております。学生

からのフィードバックを受け止め、学生が期待通り

の成果を上げることができるように、教師たちも自

己の教育技術の向上を目指して常に努力を致してお

ります

レベルチェックをして
みませんか？ 
LSIのレベルチェックアプリ 

(iPhone、iPad用)がアップルの

HP（www.apple.com）から無料で

ダウンロードできます。

LSIでは、学校での授業と並行して、LSIでの時間を

最大限活かせるように、オンラインラーニングシス

テムを提供しております。個別に割り当てられたロ

グイン情報で、あなたのテストスコアや、個人レッ

スン向けチュートリアル、クラスレッスンをより一

層充実させるための豊富な教材などをご覧いただけ

ます。

テスト結果により、語学力を伸ばすために何が必要

かをしっかり分析する事もできます。

E-LSIは、クラスメイトや教師と話し合えるフォー

ラムを提供し、1人が挙げた議題にそって、協力す

る事が出来ます。

E-LSIのデモンストレーションビデオをご覧く

ださい。

www.lsi.edu/e-lsi

E-LSI (E-Learning from LSI) 
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ニューヨーク校

www.lsi.edu/ny

ニューヨークはまさにアメリカのビジネス、文化、伝統、歴史、全てをリードしてい

る都市です。商業から政治、バレエからスポーツまで、“Big Apple”と呼ばれる

ニューヨークにはすべてが揃っています。

ロケーション

グランドセントラル駅を設計した建築家によってル

ネッサンス様式に改装されたビル内にLSIニューヨ

ーク校はあります。ファイナンシャル・ディストリ

クト（金融地区）中心にあり、ウｫールストリート、

ニューヨーク証券取引所、ワンワールドトレードセ

ンターまで数ブロックです。

校舎

最新の設備を揃ったNY校にはコンピュータ、学生

ラウンジ、エグゼクティブミーティングルームがあ

り、無料Wifiをご利用頂けます。また、明るく風通

しの良い教室からは、ハドソン河とバッテリーパー

クを一望できます。　

ライフスタイル

24時間不眠不休の都市ニューヨーク ― 一流のレ

ストランで各国の料理を楽しんだり、美術館、博物

館巡りや自由の女神、国連本部、エンパイアステー

トビルなどの有名な建築物訪問等ができます。ニュ

ーヨーク校の課外活動は多彩で豊富です。

コース

コースの詳細については、以下の対象ページをご覧

ください。料金や開講日などは料金表に記載されて

おります。

お申込み可能レベル

 入門者レベル    中級（B1） 

 初級レベル（A1）  中上級（B2）    

 初中級（A2）  上級（C1/C2）

GENERAL COURSES p8

ジェネラル20 

インテンシブ25    

インテンシブ30    

アフタヌーン10（最大12週間）    

プラスコース 

個人レッスン 

WORLD OF WORK p10

ビジネス英語レッスン（午後の選択レッスン） p10 

特定目的のためのコース p10 

 英語教授法を学ぶレッスン 

ACADEMIC COURSES p12

インターナショナルスクールイヤー（ISY） p12  

英語試験対策レッスン p14

 ケンブリッジ英語検定試験準備コース：FCE/CAE 

 TOEFL iBT試験準備レッスン   

アカデミック英語レッスン p15 

GMAT＆SAT p15 

大学パスウェイサービス p17

EXPERIENCES p18

英語でアドベンチャー 

クラブ40プラス 

美術、建築、歴史と文化 

アーバンハイキング 

PREMIUM COURSES p20

個人レッスンコース 

ミニグループ* 

*初中級レベルの方も受講可能。詳細は学校にお問い合わせください。

JUNIOR COURSES p42

ジュニアコース p46 

ファミリープログラム p49  

ENGLISH IN THE USANew York
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“I like studying at LSI New York  

because I can make friends from all 

over the world and I get a lot of  

English practice. I think the teachers 

and methodology are very good.”

TAMMY CAMPOS DI CALAFIORI  

FILM ACTRESS, BRAZIL
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ボストン校

www.lsi.edu/boston

アメリカ建国の街ボストンはマサチューセッツ州の州都であり、大西洋へと続く海

岸のチャールズ川とボストン湾沿いに景観よく位置しています。アメリカ建国の歴

史を持つ地に近代的外観が溶け込み、正にアメリカの偉大な街の様相を呈してい

ます。

ロケーション

ハーバード大学を筆頭に、幾つかの有名大学があり、

全米でも有数の学術都市として知られている一方、

素晴らしい自然美を持つ街でもあります。ニューイ

ングランド地方の紅葉は息をのむ程美しく、一見に

価します。学校はチャイナタウンと金融街の間の街

中心にあります。

校舎

伝統的な建築であるレンガの壁を使っており、温か

い雰囲気の中、リラックスして学べます。ラウンジ

ではパソコンを利用しインターネットをしたり、新

聞を読むことができます。

ライフスタイル

博物館巡り、徒歩での歴史的スポット巡り、メジャ

ーリーグ観戦、スノーボードや、週末のケープ・コ

ッド、ニューヨーク、カナダのモントリオール等へ

の旅行も行います。

コース

コースの詳細については、以下の対象ページをご覧

ください。料金や開講日などは料金表に記載されて

おります。

お申込み可能レベル

 入門者レベル    中級（B1） 

 初級レベル（A1）  中上級（B2）    

 初中級（A2）  上級（C1/C2）

GENERAL COURSES p8

ジェネラル20 

インテンシブ25    

インテンシブ30    

アフタヌーン10（最大12週間）    

プラスコース 

個人レッスン 

WORLD OF WORK p10

ビジネス英語レッスン（午後の選択レッスン） p10 

特定目的のためのコース p10 

 英語教授法を学ぶレッスン 

ACADEMIC COURSES p12

インターナショナルスクールイヤー（ISY） p12  

英語試験対策レッスン p14

 ケンブリッジ英語検定試験準備コース：FCE/CAE 

 TOEFL iBT試験準備レッスン   

アカデミック英語レッスン p15 

GMAT＆SAT p15 

大学パスウェイサービス p17

EXPERIENCES p18

英語でアドベンチャー 

クラブ40プラス 

美術、建築、歴史と文化 

PREMIUM COURSES p20

個人レッスンコース 

9日間集中コース 

ミニグループ* 

*初中級レベルの方も受講可能。詳細は学校にお問い合わせください。

JUNIOR COURSES p42

ジュニアコース（グループのみ） p46 

ファミリープログラム p49  

ENGLISH IN THE USA Boston



8  General Courses

General Courses

LSIの一般コースでは、皆様のご要望に応じた様々なコース、レッスンをご提供いたします。コース期間が短期、長期、1日の

レッスン数も少なめコースや多い集中コースまでと多様性に富んでいます。  

ジェネラル20 

・週20レッスン（１日４レッスン）

・1レッスン50分*（週16.67時間）

・1クラス最大15名**

・入門～上級レベル

・コース期間： １～50週（研修国、ビザの種類によ

り受講可能な期間が異なります。）

・16才以上

・開講校：LSI全校

日常の様々な場面でのコミュニケーション技能を

身につけることが出来ます。授業では、文法、語

彙、発音、スピーキング、リスニング、リーディン

グ、ライティングを学びます。授業では、テキスト

を使ったレッスンのほか、ロールプレイングや、新

聞、雑誌、YouTubeなどのインターネットコンテ

ンツなど、多彩な教材を活用したレッスンも行い

ます。 

インテンシブコース

LSIのインテンシブコースには、週24、25、30

のコースがあります。

午前中（4レッスン）はジェネラル20と同じ内容

の授業を行います。午後（2レッスン）は学生の

ニーズと興味に応じて選択の幅が広がります。午

後の選択レッスンについては、各校のページでご

確認ください。

午後の選択レッスンの例：

インテンシブ24/インテンシブ25/インテンシブ30

英語、フランス語、ドイツ語のコミュニケーション

ビジネス英語

TEF

DELF

CCIP

Goethe-Zertifikat

TOEFL

TOEIC

IELTS

ケンブリッジ英語検定試験準備 (FCE, CAE, CPE, BEC)#

午後の選択レッスンの中には特定の日に

授業が行われる場合があります。

学校にお問い合わせ下さい。

インテンシブ24

・週24レッスン

  （3日間4レッスン+2日間6レッスン/週）

・1レッスン50分　(週20時間)

・1クラス最大15名

・入門～上級レベル

・コース期間：１～50週

・16才以上

・開講校： LSIイギリス全校、オークランド校、

ブリスベン校

午前中（4レッスン）はジェネラル20と同じ内容

の授業を行います。午後（2レッスン）はインテ

ンシブ30と同じ内容です。このコースは、ニュ

ージーランドとオーストラリアの学生ビザ取得希

望者に対応しています。

インテンシブ25

・週25レッスン

  （3日間4レッスン+2日間6.5レッスン/週）

・1レッスン50分　(週20.83時間)

・開講校：アメリカとカナダ全校

・16才以上

インテンシブ30

・週30レッスン（１日６レッスン）★

・1レッスン50分*（週25時間）

・1クラス最大15名**

・入門～上級レベル

・コース期間：１～50週

・16才以上

・開講校：LSI全校

*　  一部学校を除く。LSIチューリッヒは45分

**　LSIチューリッヒ校は最大12名

★　LSIアメリカ、カナダでのスケジュール：インテンシブ30は月曜日～ 

　   木曜日まで1日6.5レッスン、金曜日4レッスン。　

　   アフタヌーン10は、月曜日～木曜日まで2.5レッスン

** アメリカ校のスケジュール：　インテンシブ30 - 4日間6.5レッスン、1日4レッスン/週。

 #  ケンブリッジ英語検定試験準備レッスンは午前中ジェネラル20のレッスンの替わりに試験対策のレッスンが行われます。
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アフタヌーン10

・週10レッスン（１日2レッスン）★

・1レッスン50分*（週8.34時間）

・1クラス最大15名**

・中級～上級レベル

・コース期間：１～50週

・会話レッスン/ビジネス英語レッスン/

　検定試験準備レッスン

・開講校：LSI全校（提携校除く）

プラスコース

一般コース（グループレッスン）に追加して個人レ

ッスンをお申し込みいただくコースです。語学のレ

ベルアップや特定の分野の知識が得られます。プラ

ス5は1日1個人レッスンを追加、プラス10は1日2

個人レッスンを追加します。このコースはジェネラ

ル20、インテンシブ24、25、30の後に追加して

受講するコースです。

個人レッスン 

個人レッスンは語学を習得する最も早い方法です。

一般的語学であれ、特殊分野であれ、個人レッスン

は受講者のご要望を伺い組み立てるので、効率よく

語学力のレベルアップが図れます。特別な目的をお

持ちの方や、時間のない方に効果的なコースです。

（詳細はＰ20参照）
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特定目的のためのコース

ビジネス英語レッスン

英語はビジネスでの国際的な公用語です。

LSIでは、ビジネスコミュニケーション能力

を効果的に伸ばす為の、12モジュールで構成

されたビジネスシーンで役立つスキルを学ぶ、

ビジネス英語レッスンを提供しています。

12週間でモジュールが1周し、週毎に決まった異な

るテーマでビジネス英語を学びます。このシステム

で長期学習者はより幅広く、知識を得ることができ

ます。

・中級レベル以上の方対象

・期間：1週間～

・週10レッスン（午後）

・インテンシブ30及びインターナショナルスクール

イヤー（週30レッスン）の午後の選択レッスン

＊モジュール1の開始日：各校にお問い合わせください。

・午後のレッスン受講者は毎週月曜日から開始する

ことができます。

注）月曜日が祝祭日の場合は火曜日開始。

それぞれのモジュールで、ライティング、プレゼン

テーション、対話、ビジネスでの実際の場面を想定

してのロールプレイングなどを通じ、ビジネス用語、

Eメール、商談、面接、電話対応等の能力の向上を

目指します。

＊サンプルモジュール

1週目　International Trade

2週目　Developing Leadership Skills & Teambuilding

3週目　Effective Communication in Presentations

4週目　Decision Making, Motivation & Delegation,  

　　　Effective Communication in Meetings

5週目　Marketing & Advertising

6週目　E-Commerce, Viral Marketing & Social Media

7週目　Banking, Stockmarkets, Mergers & Acquisitions

8週目　Relationship Building & Networking

9週目　Recruitment Interviewing

10週目　Business Law, Ethics & Environmental Issues

11週目　Effective Communication in Selling & Negotiations

12週目　Management Styles in International Companies

パイロット英語コース

プライベートパイロット資格取得を目指している方

のための、基本的な理論を英語で学ぶコースです。

航空操縦訓練を希望の方には提携している航空訓練

学校をご紹介する事ができます。航空操縦訓練の費

用は別途かかります。

・ジェネラル20+個人レッスン (週5または10レッ

スン）

・コース期間： 4週間（ジェネラル20+個人レッス

ン、週10レッスン）または8週間

（ジェネラル20+個人レッスン、週

5レッスン）

・中級レベル以上

・ICAO（国際民間航空機関）承認コース

授業内容：航空法、操縦士免許/無線/電話操作に関

するライセンス、人間関係学、航行術、気象学、及

び操縦技術

開講日：毎週月曜日（祝祭日の場合、火曜日）

開講校：オークランド校

看護師英語コース

看護師資格取得を目指している方または英語圏看護

士実務経験を希望する方のためのコースです。英語

の授業に加え、医療関係機関でパートタイムの仕事

をする機会が得られる場合があります。

・週30レッスン

・期間：24週間、 36週間

・必要IELTSスコア  5.5以上

・一般英語／看護専門英語(午前授業)

・アカデミック英語（午後授業）

・週20時間の有給業務就業可能（週末及び夜間）

看護師英語授業モジュール内容：

医療用語、ヘルスケアシステム、健康と疾病、医療、

解剖に関する専門用語、患者の病状査定、食事、老

齢者ケア、代替治療、薬剤等。

開講日：毎月第一月曜日（祝祭日の場合は第一火曜日）

開講校：オークランド校  

英語教授法を学ぶレッスン

英語を母国語としない人に英語を教えるために必要

とされる、重要で豊富な基礎知識を習得するコース

です。

選択１- 個人でお申込みの場合

・ジェネラル20プラス週５または週10の個人レッ

スン

・中級～上級レベル

・個人のご希望に合わせたカリキュラムでレッスン

を行います。

選択2 - グループでお申込みの場合（学校により最

少開講人数が異なります。）

・インテンシブ30の午後の選択レッスン

・中級～上級レベル

・クラス最少開講人数：各学校にお問合せ下さい

・TKT(英語教師検定)試験準備レッスン3モジュー

ルを含む。（4週間以上受講の場合）

授業内容：CLIL、言語分析、レッスンプランニング、

教材の使用法、言語の４スキル（読み、書き、話し、

聴く）の教授、学級運営、教材の使用、生徒の間違

いへの対応

TKT (英語教師検定)モジュール：言語学習と教育の

基礎、レッスンプランニング、教材の使用法、学習

過程の把握。

受講者はportfolio（学習の記録）を保存すること。

開講日：開講する学校にお問い合わせ下さい。

開講校：アメリカの各校*、イギリス（ロンドン・ハム

ステッド、ケンブリッジ校）、ニュージーランド（オー

クランド校）

*TKTはニューヨークでは受験出来ません。

World of Work

World of Work
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半年以上の長期コース 

インターナショナル・スクール・イヤー（ISY - International School Year）

LSIインターナショナル・スクール・イヤー(ISY) － 語学のレベルアップを図り、世界中の人

と友達になり、エキサイティングな時間を過ごしてみませんか。長期間コースをお申込みによ

り、授業料も割安になります。経験豊かな教師とフレンドリーなスタッフが皆様のご希望にお

応えし、充実した留学生活を送れる様、お手伝い致します。

ISYインターナショナルスクールイヤープログラム

の特徴

・レッスン数：週20、24、25、30レッスン

・期間：24、30、36、48週間

・16才以上

・初級から中上級レベルまで

・レッスン時間：1レッスン50分(チューリッヒ校

は45分)

・1クラス最大人数：15名（チューリッヒ校は12名）

・午後のレッスンはレベルに応じて選択可能

・定期的なレベルチェック、大学進学希望者のため

の専門的カウンセリングとアドバイス

プログラム開始時に、受講者の目標を伺い、レベル

に応じた研修予定内容を検討します。定期的チェッ

クにより目標の達成度とプログラムの進捗度を確認

します。

LSIの各学校では教師が定期的なミーティングを行

って、受講者の目標の達成度とプログラムの進捗度

を確認します。午後の選択として、以下の中から選

べます：一般クラス（P8参照）、検定試験対策準

備レッスン(P13及び各学校のページの検定試験対

策準備レッスンの項を参照)、コミュニケーション・

会話力向上レッスン、アカデミック英語レッスン、

ビジネス英語レッスン。

インターナショナルスクールイヤープログラム週

30レッスンはLSI提携校を除く、すべてのLSIの学

校で開講されます。ただし、各学校により選べるレ

ッスンが異なる場合もありますので、その点をご留

意の上、ご自身の目的に沿ったプログラムをお選び

下さい。また、学校では、どのオプションが皆様に

一番合うかもサポート致します。

LSIの長期コース と受講者の目標

どのLSIの学校も24週間から48週間の長期コース

を提供しており、コースを受講された方が最大の成

果を上げられる事が期待できます。

コース受講の成果、レベルアップは、様々な要因に

より決まります。

・コース期間：ご研修期間が長いほど成果が上がる

と言えます。

・受講レッスン数：授業のレッスン数が多いほど良

い成果が期待できます。

・学生のレベル：研修開始時のレベルが高いほど、

次のレベルに上がるのに時間を要します。

受講者がどのように学習されるかによって、最終的

に十分な成果を上げられるかどうかが決まります。

午後の課外活動に積極的に参加すること、世界中か

ら来ている学生と友達になること、研修している国

の文化にできるだけ多く触れること、また、その言

語を使うよう、あらゆる機会を利用するように努め

ることなどによって、目的とする語学レベルに達成

できるかどうかが決まります。

滞在方法

色々な方法がありますが（P22及び各校紹介ページ

参照）、最初の1ヶ月は厳選されたホストファミリ

ーでの滞在をお勧めします。どのファミリーもフレ

ンドリーで滞在国での新しい生活環境に早く適応出

来るようお手伝いします。

実務経験

実務経験も条件が揃えば手配可能です。（P11諸条

件を参照）

大学進学準備サポート（大学パスウェイサービス）

インターナショナル・スクール・イヤー受講者で大

学/専門学校への進学をお考えの方はこのサービス

を受けられます。（P17参照）

サンプル：長期研修プラン（International School Year）

校舎：LSIバンクーバー校　　レッスン数：週30レッスン　期間：36週間

1～12週間 13～24週間 25～36週間

午前一般英語 FCE試験準備レッスン 午前一般英語

午後ビジネス英語レッスン FCE試験準備レッスン 午後TOEFL試験準備レッスン

アカデミックカウンセリング アカデミックカウンセリング アカデミックカウンセリング

校舎：LSIロンドン・セントラル校　レッスン数：週30レッスン　期間：36週間

1～12週間 13～24週間 25～36週間

一般英語 IELTS試験準備 CAE試験準備コース

アカデミックカウンセリング アカデミックカウンセリング アカデミックカウンセリング

Academic Courses

Academic Courses
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ケンブリッジ英語検定試験準備コース

・FCE/CAE/CPE/BECおよびTKT受験準備レッス

ン選択可能

・週20、24、30レッスン

・１レッスン：50分

・期間：4～12週間

・16才以上　

・初中級レベル以上

・開講校：各校のページ参照

・開講日と試験日：LSI料金表内に記載。

以下について重点的に勉強します。

・文法－実際的な活用と正確な用法

・ライティング、リーディングスキル

・リスニングスキル

・多岐にわたる語彙力向上

・コミュニケーション能力と理解力の向上

・ケンブリッジ英語検定試験スコアを上げるための

スキル

英語教授法を学ぶレッスンを開講している学校の中

には、ケンブリッジ英語検定TKT試験を行っている

学校もあります。（詳細はP10参照）

IELTS、TOEFL iBT&TOEIC試験準備レッスン

・週24、25、30レッスン

・1レッスン：50分

・インテンシブ24、インテンシブ25、インテンシ

ブ30、インターナショナルスクールイヤーの午

後の選択レッスン

・1～24週間

・16才以上

・中級レベル以上

・開始日と開講校：LSI料金表内に記載。

午前中のレッスンでは文法と正しい言語の使い方練

習に重点をおいた授業を行います。また、午後のレ

ッスンでは各試験の傾向と対策を学びます。

授業内容は以下の通りです：

・正確な文法構造の習得

・コミュニケーション力の向上

・構文を実際に使いこなす練習

・語彙力向上

・実際の試験を想定してのレッスン

・IELTS、TOEFL iBT、TOEICスコアを上げるた

めのスキル

語学検定試験対策

LSIの学生は、各検定試験で優秀な成績を修

めています。LSIは個々の受講生にとって、

どの検定試験対策準備レッスンが最適かを選

ぶお手伝いを致します。

このコース/レッスンは少人数制で効果的に学べる様

カリキュラムが組まれています。教師は試験に向け

て万全の対策をアドバイスをいたします。

LSIでの研修期間中に検定試験が受験できるように、

試験日を確認してお申込み下さい。受講希望の試験

対策コースの詳細は下の表及び、LSI各校紹介のペ

ージをご覧下さい。

Overview of Examinations

Examination Level Examination Dates Description

 

英語

C
A

M
B

R
ID

G
E 

E
N

G
LI

S
H

  
LA

N
G

U
A

G
E 

A
SS

ES
SM

EN
T

PET Preliminary English Test March, June, November, December Accepted and highly regarded around the world as proof of 

competence in English
FCE First Certificate in English Frequently throughout the year

CAE Certificate of Advanced English Frequently throughout the year

CPE Certificate of Proficiency in English March, June, December

BEC Business English Certificate March, May, June, November, December

TKT Teaching Knowledge Test Contact schools for dates Focuses on the core teaching knowledge needed to teach 

English

IELTS International English Language  

Testing System

Frequently throughout the year Requirement for enrolment at universities and colleges in the 

UK, Ireland, Australia and New Zealand

TOEFL Test of English as a Foreign Language Frequently throughout the year Requirement for admission to universities and colleges in the 

USA and Canada

TOEIC Test of English for International  

Communication

Frequently throughout the year Business English exam for international students and 

professionals

 

フランス語

DELF Diplôme d’Etudes en Langue Français 1er Degré May, October Recognised by the French Ministry of Education

TEF Test d’Evaluation de Français Frequently throughout the year Recognised by French speaking universities and companies

CCIP Diplôme de Français Professionnel (DFP) June, December Recognised by the French Ministry of Education

 

ドイツ語
ZD Goethe-Zertifikat B1 January, April, June-July, August-September, November Universally accepted as proof of intermediate proficiency  

in German

GZ Goethe-Zertifikat B2 January, April, June-July, August-September, November Set as an official entrance requirement by many universities 

and colleges

レベル:   初中級(A2)     中級(B1)    中上級 (B2)    上級(C1/C2)
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アカデミック英語レッスン

LSIのアカデミック英語レッスンでは、英語圏の大学やカレッジで必要とされる、スピーキン

グやライティングのスキルを学ぶ事ができます。レッスンの内容は学生の要望に沿って、柔軟

に対応致します。学校により、時間割や内容が異なる事もあります。

このアカデミック英語レッスンでは、アカデミック

スキルに重点を置いた一般英語と試験対策英語を同

時に学びます。文法はもちろんの事、アカデミック

リーディングやライティング、そして語彙力の向上

を目指します。また、このレッスンではオンライン

で学ぶE-LSIでの学習の場も提供しております。

・週30レッスン

・１レッスン：50分（週25時間）

・1クラス最大人数：15名

・中級レベル以上

・コース期間：4～48週間

・16才以上

受講条件：

アカデミック英語レッスンは、日本国内の高校、大

学を卒業された方で、英語圏の大学入学の為に英語

力を向上させたい方向けのレッスンです。このレッ

スンは、最低でも中級以上の英語力が求められます。

英語力が満たない方は、このレッスンの受講可能レ

ベルになるまで、一般英語コースを受講頂けます。

LSIで学ぶスキル

・大学での研究とプレゼンテーションスキル

・アカデミックな場に於ける効果的会話

・受験スキルとテクニック

・効果的なノートの取り方と整理

・�エッセイの書き方と批判的思考及び議論とプレゼ

ンテーションの発展法

・以下の選択が可能です。

　ー ケンブリッジ英語検定試験準備 FCE/CAE/

CPE/BEC

　ーIELTS、TOEFL iBT、TOEIC

　ービジネス英語

LSI語学学習システム

このレッスンは、LSI語学学習システムに基づいて

行われます。各レベルに合った、最新の教材を利用

し、質の高い教師陣によってレッスンは行われます。

受講生の目標が明確で、その学生に合ったものであ

るかを確認する為に、LSIカウンセラーとアカデミ

ックチームで協力し、それぞれの受講生にアドバイ

ス受講生は、アカデミック英語レッスンの他、ビジ

ネス英語レッスンや、IELTS、TOEFL＆TOEIC試

験準備レッスンを選択する事も出来ます。LSI語学

学習システムで研修することにより、キャリアアッ

プを望むことができ、人生の次のステップへ上がる

準備とすることが可能となるでしょう。

進捗状況確認：

定期的なテストと、総合的な英語力評価により、目

標到達までどの位かを確認します。

開講校：

イギリス、アメリカ、カナダ、オーストラリア、ニ

ュージーランドの各校にて開講しています。

開講日：

LSI料金表の各校ページをご覧ください。

Academic Courses

University of Warwick (UK)

University of Manchester (UK)

University of Nottingham (UK)

University of Chichester (UK)

London School of Economics (UK)

Imperial College London (UK)

Edinburgh University (UK)

Brighton University (UK)

Sussex University (UK) 

University College London (UK) 

Notre Dame de Nemour University (USA)

San Francisco State University (USA)

Golden Gate University (USA)

Metropolitan College of New York (USA)

California School of International Management (USA)

College of the Desert (USA)

Newbury College (USA)

Bunker Hill Community College (USA)

Cambridge College (USA)

Suffolk University (USA)

Seattle Central Community College (USA)

Niagara College (Canada)

Brock University (Canada)

Sheridan College (Canada)

Kwantlen University College (Canada)

Malaspina University College (Canada)

The Art Institute of Vancouver (Canada)

Central Queensland University (Australia)

Griffith University (Australia)

Queensland University of Technology (Australia)

University of Queensland (Australia)

Newcastle University (Australia)

Australian Catholic University (Australia)

University of Auckland (New Zealand)

  Auckland University of Technology (AUT)  
(New Zealand)

UNITEC (New Zealand)

Manukau Institute of Technology (New Zealand)

The University of Otago (New Zealand)

Otago Polytechnic (New Zealand)

GMAT＆SAT Preparation　
プログラム(アメリカ各校)

LSIのGMAT&SAT対策レッスンは、経験豊か

で資格を持った教師が皆様に伸ばす必要がある

箇所をより短い時間でスコアを伸ばすようお手

伝い致します。

オプション１：個人レッスン

ジェネラル20（英語レッスン）+5個人レッス

ンまたは10個人レッスン（最短３週間）

または、個人レッスンでの受講、1週間につき5、

10、20、30レッスン

オプション２:クローズドグループレッスン

・�インテンシブ30の午後の選択授業として

（最短３週間）

・�中級から上級レベル

・�最少催行人数：10名

・�レッスン終了後、テスト会場にて試験を受け

る事も可能です。（試験費用は別途かかりま

す。）

このプログラムには、学費、LSI GMAT/SAT

コース教材費、オンラインGMAT/SAT予備テ

スト、その他の資料やMBAアドミッションガイ

ド等を含みます。

www.lsi.edu/GMAT_SAT

LSI受講者の進学大学の例
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大学パスウェイサービス

LSIの大学進学準備サポートは英語圏の大学

入学の準備をしている方向けに作られており

ます。

語学研修やアカデミックレッスンに加えて、LSIの

カウンセラーが、大学やカレッジのプログラム選定

や、申込み手続きについてお手伝いします。LSIア

カデミックチームが、学生の皆様に合った明確な目

標設定と進捗状況を把握しサポートします。

サービスには以下が含まれます。

・�LSI研修前のレベルチェックテストとアカデミッ

クアドバイス

・�Conditional Letters of Admissionの発行サポ

ート（Conditional Admissionの項参照）

・それぞれの目標に合った勉強やアドバイス

・�お申込み方法や、大学訪問の手配、面接準備など

のサポート。また、目的の大学やカレッジへの入

学願書作成のサポート。

・ビザ延長についてのアドバイスとサポート★

★ イギリス各校では行いません。

このサービスを提供している学校：

イギリス、アメリカ、カナダ、オーストラリア、ニ

ュージーランドのLSI各校で提供しています。

インテンシブ30か、アカデミック英語レッスンを

12週間以上ご受講頂く必要があります。

LSIカウンセラー

LSIには、英語圏の大学やカレッジの入学申込みの

サポートが出来るカウンセラーがいます。このカウ

ンセラーがあなたに合ったプログラムなどを探すお

手伝いをします。

LSIカウンセラーは、アカデミックチームと協力し、

受講生が目指す大学の入学要件を満たす英語レベル

に到達するようにサポート致します。アカデミック

英語レッスン、他の試験対策レッスンのどちらを受

講されていても、受講生の目標に到達するようにサ

ポート致します。また、ご自身で選ばれた大学また

は、LSIのパートナー大学を選択された場合も、LSI

カウンセラーはお申込み手続きのお手伝いを致しま

す。

Conditional Letter of Admission (条件付き入学

許可書)

イギリス、アメリカ、カナダの多くの大学、カレ

ッジは海外からの学生にConditional Admission 

(条件付き入学許可書)を発行しております。この

Conditional Admissionは海外での学校卒業資格が

あり、英語スキルを向上させる必要のある学生にと

って、大学、専門学校での学位取得プログラムを開

始する前のコースとして理想的なものと言えます。

ニュージーランド、オーストラリアの大学、専門学

校とも提携しております。ご希望の場合は学校のア

ドミッションスタッフとの面会をアレンジする事も

可能です。

Conditional Admissionについて

もし受講者が、大学や専門学校の入学要項を満たし

ていながら、英語力が十分でなかった場合にはCon-

ditional Letter of Admission（条件付き入学許可

書）を発行してもらえる事があります。この許可書

は受講者が大学から入学を認められていることの証

明であり、英語力が一定の条件に届き次第、大学や

専門学校の授業に参加できるようになります。

LSIは受講者のConditional Letter of Admission

申請のお手伝いをする事が出来ます。LSIでの研修

開始後、LSIは、受講者の英語力が大学が必要条件

としているレベルに達する様にサポートいたします。

アメリカとカナダのいくつかのLSI提携大学がLSI

でのレベルを英語力の証明として認めていますので、

別途IELTSや、TOEFL iBTのような試験を受ける必

要はありません。

詳細は、LSI各学校のカウンセラーにお問い合わせ

下さい。

“Excellent teachers, 

friendly staff and a 
cordial atmosphere: 

these are the three 

important factors in 

choosing a language 

school. LSI is the best 

school with all of these 

advantages!”
CHIH-JEN LIU, STUDENT, TAIWAN

www.lsi.edu/university


