
イギリス・ロンドン　2023年

Kaplan International

カプラン インターナショナル

独自のメソッドを用いて効率よく英語力向上を目指す！
学校の質に定評あり！

ロンドン/バース/ボーンマス/ケンブリッジ/エジンバラ/リバプール
マンチェスター/オックスフォード/トーキー
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追記

レベル毎/現地購入

割引キャンペーン有！

￡＝￥150

追記
5週間以上で無料！

6ヶ月以上はビザ必須

最安値プラン

追記
目安　月￡600

目安　月￡600

￡＝￥150

学校申込金 £130 £130 £130
学校教材費・設備費 ー ー ー

Kaplan イギリス・ロンドン
学費・ビザ・滞在費用 4週間 24週間 44週間

General

ビザ不要　一般英
語

週15時間

Intensive

ビザ必要 一般英語
週26.25時間

Semi-Intensive

ビザ必要　一般英
語

週20.25時間

44週間の場合4週間の
みホームステイ

ホームステイ・個室・２食付き £940 ー £940

学生アパート・個室・食事なし

授業料 £1,380 £7,080 £12,980
滞在手配費 £35 £35 £35

ー £6,000 ー

学生ビザ申請費 ー ー £200

滞在費（下記いづれか）

渡航前にかかる費用 4週間 24週間 44週間
プログラム手配費 ¥35,000 ¥0 ¥0

小計ポンド £2,485 £13,245 £14,285

①小計　日本円　 ¥372,750 ¥1,986,750 ¥2,142,750

往復航空券（目安） ¥120,000 ¥120,000 ¥120,000
海外留学生保険料 ¥10,180 ¥80,440 ¥152,180

海外通信送金費 ¥6,600 ¥6,600 ¥6,600
ビザ申請サポート ¥0 ¥0 ¥50,000

シェアアパート滞在費 ー ー £6,000
現地生活・交通費 £600 £3,600 £6,600

②　小計　日本円 ¥171,780 ¥207,040 ¥328,780
③渡航後にかかる費用 4週間 24週間 44週間

③　小計　￡ポンド £600 £3,600 £12,600
全体的な留学費用概算は、上記①＋②＋③の合計を目安としてください

【ご注意事項】上記はあくまでも概算です。最新の学校料金・キャンペーン情報はキャリアエクスチェンジまでお問い合わせください。

まずはご相談！
電話･来社での

無料カウンセリング

お見積作成依頼は
お気軽にお申付け

ください。

プランが決定したら
留学開始の

3ヶ月前を目安に
当社へお申込ください

こちらの留学プランに興味がある方は・・・・

株式会社キャリアエクスチェンジ　www.career-ex.com
〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-12-1 新有楽町ビル11F PORTAL POINT YURAKUCHO BW-06
 電話:03-6278-8750　FAX:03-6264-8758　E-mail：info@career-ex.com



All Year-Round Schools

LSIチューリッヒ校

LSIは世界の 各教育機関認定校です。
LSIは、語学教育業界で最高水準を維持することを目指しており、 積極的に教育認定機関に参加しています。また、各校は教育研究や支援を提供する組織のメンバーです。LSIは以下の組織の加盟認定を受けています。

「すべての生徒が学習目標を達成できるよう、授業内容は知識の豊富な教師たちによって綿密に設計されている。さらに、さまざまな種類の魅力的なアクティビティが適切なペースで提供され、学生も積極的に参加している。」
CURRENT LSI EDUCATION  ISI INSPECTION REPORT（教育認定機関によるコメント） 

ロンドン・セントラル校、イギリス  p40-41

一般コース p10

特定目的のためのコース p12

アカデミック＆パスウェイ p14

プレミアムコース p30

語学＋実務経験 p32

EXPERIENCES p34

ジュニアコース p54

ブライトン校、イギリス p42
ケンブリッジ校、イギリス p43
ロンドン・イーリング校、イギリス p67
ニューヨーク校、アメリカ p44
ボストン校、アメリカ p45
サンディエゴ校、アメリカ p46
サンフランシスコ/バークレー校、アメリカ p47
トロント校、カナダ p48
バンクーバー校、カナダ p49
オークランド校、ニュージーランド p50
ブリスベン校、オーストラリア p51
パリ校、フランス p52
チューリッヒ校、スイスp53

ジェネラル 20／ジェネラル 20プラスコース
インテンシブ 24／インテンシブ 24プラスコース
インテンシブ 25／インテンシブ 25プラスコース
インテンシブ 30／インテンシブ 30プラスコース
アフタヌーン 10
個人レッスン
イブニングコース

ビジネス英語レッスン
法律英語
メディカル英語
英語教授法を学ぶレッスン
航空英語

パスウェイ
アカデミック英語
IELTS
TOEFL iBT
TOEIC
A-Level
GMAT & SAT
B2 First
C1 Advanced
C2 Proficiency
B2 Business Vantage
D.E.L.F. (フランス語)
T.E.F. (フランス語)
C.C.I.P (フランス語)
Goethe-Zertifikat B1-B2 (ドイツ語)

個人レッスン
9日間集中コース
ミニグループコース
ミニグループプラスコース

実務経験（無給）
無給インターンシップ
ワーキングホリデー
Demi au Pair (デミペア)/Au Pair (オペア)

クラブ 40 プラス
コンビネーションコース 

授業のみ1
デイコース2
フルパッケージ3
ファミリーコース

ケンブリッジ英語検定試験準備

目次
LSIについてp2
LSIでの初日/  学習上達度 p4
LSI語学学習システム p6
コース＆パスウェイ p7-34
課外活動 p35
滞在先 p36
学校について p37-53
ジュニアコース p54-75
ファミリーコース p76
HLI - 教師宅ホームステイ p77-80
各学校へのお問い合わせ p81

学校と  コース一覧

1 一部のLSI校では、6歳～11歳の方はこのコースのみ参加可能。「ジュニアコース」ページをご覧ください。 
2 授業、ランチ、アクティビティー（平日）、日帰りアクティビティー（週末）。
3 授業、アクティビティー（平日）、終日アクティビティー3食付宿泊（週末）。

最新のコース情報、開講日、レベルは ウェブサイトをご覧ください： www.lsi.edu
すべての情報は印刷の時点での情報となります。



インターナショナルな環境
世界中からの共通の目的を持つ学生と共に語学を学ぶことができます。
抜群のロケーション
LSIはどの学校も街の中心にあり、観光や多彩な課外活動をお楽しみいただけます。
適切なレベルにクラス分け
研修初日に筆記試験と面接によってレベル分けテストを行い、あなたに一番ふさわしいレベルのクラスで学べます。

コミュニケーション重視のクラス 
LSIのレッスンはダイナミックでエネルギッシュな方法で行われます。クラスでの活発なコミュニケーションは実践的な言語修得の効果的方法であり、“話す”ことは上達への近道と考えます。
コース修了証
コース修了証コース終了時に研修コースと到達レベルが記載された修了証をお渡しします。ご要望があればコースレポートも発行致します。
良質で厳選されたホームステイ 
他の学生や地元の人 と々交流することで、教室の外でも英語スキルを磨くことができます。

マルチセンターコース
マルチセンターコースは、複数の都市、学校で学ぶ事が出来るコースです。詳細はP29をご覧ください。
少人数クラス、経験豊かな教師陣
定期的に行われる面談でのアドバイスによって、適切なコース選択ができ、より効果的にコミュニケーション能力を身に付けることができます。 またフレンドリーでいつでも質問やお話を伺う“聞く耳”を持っています。

Learn and live the language Welcome
充実した学校設備
 LSI各校は、勉強に最適な環境と最新の教材を備えています。コンピュータールームもあり、自習や休憩時間などに利用可能です。プログラムの内容は、発音の練習から、文法の勉強、ボキャブラリーの強化までにわたります。
無料WiFi
LSIの各校では無料でWiFiにアクセスが可能です。

世界各国からの学生参加率：2022年
ブラジル  16%
イタリア   9%
イスラエル  7%
コロンビア  7%
日本  6%
ドイツ  6%
スペイン  6%
フランス  5%
トルコ  4%
メキシコ  4%
スイス  3%
韓国  3%
オーストリア  3%
サウジアラビア  2% 
アルゼンチン  2%
アメリカ  2%
タイ  1%
イギリス  1%
台湾  1%
チリ  1%
チェコ共和国 1%
その他  10%

イギリス

カナダ、バンクーバー校 p49
カナダ、トロント校 p48 アメリカ、ボストン校 p42

アメリカ、ニューヨーク校 p44
アメリカ、サンフランシスコ/バークレー校 p47

アメリカ、サンディエゴ校 p46

フランス、パリ校 p52
スイス、チューリッヒ校 p53

ケンブリッジ校 p43

ブライトン校 p42

ニュージーランド、オークランド校 p50
オーストラリア、ブリスベン校 p51

ロンドン・セントラル校 p40-41

127
か国からの学生が参加14の学校を世界7カ国に

98%
の学生がLSIを推奨*

年以上の実績

38
語学コース

私たちの経験が皆様を成功へと導きます。
LSIには55年以上の語学教育の実績があり、世界中から参加する何万人もの学生にご満足いただいています。LSI各校は学習のための最高の環境を提供しています。
言語スキルを修得する目的が仕事、進学、個人的な理由であるかに関わらず、LSIは皆様にふさわしいコースを用意しています。落ち着いた環境で学習し、有意義な海外生活を送ることができるよう、課外活動、質の高い滞在先、サポートを提供します。すべての方にご満足いただける学習成果を保証します。

55
* 2022年1月から6月までの学生を対象とした調査結果

2 3 



LSIのレベルと  研修期間の目安
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できる。
• IELTS 6.5+• TOEFL iBT 110–120•  TOEIC* L/R 945+,  S/W 400+• C1 & C2

•  ケンブリッジ英語検定試験：C1 Advanced & C2 Proficiency•  学習上達度はそれぞれ異なります
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•  ケンブリッジ英語検定試験：B2 First• 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• B1

• 8–12週間の研修•  ケンブリッジ英語検定試験： B1 Preliminary
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、会話に参加できる。
• IELTS 3–4• TOEFL iBT 9–56•  TOEIC* L/R 225–549, S/W 160–239

• A2• 8–12週間の研修•  ケンブリッジ英語検定試験：A2 Key

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。
学生数に応じて、クラス内の学生全員の学習成果の衡平性を保証するために、2つのLSIレベルが一緒に学習するブリッジクラスを実施する場合があります。

LSIでの初日

学生の学習上達度
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。
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：ご研修期間が長いほど成果が上がると言えます。
•  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 

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。

今まであまりなじみのなかった国に到着し、初めて会う世界中の人 と々同じ教室で勉強するのは、誰にとっても不安なものです。そのような不安を取り除くため必要な情報をわかりやすくお知らせし、安心して目的を達成できるよう、LSIはサポートを提供します。

レッスン 1 & 2*09:00–10:40 休憩10:40–11:10
レッスン 3 & 4*11:10 – 12:50 ランチタイム12:50 – 13:40

レッスン 5 & 6*13:40 – 15:45

月曜
日

ジェネラル 20
インテンシブ 24
インテンシブ 30

アフタヌーン 10

火曜
日

ジェネラル 20
インテンシブ 24
インテンシブ 30

アフタヌーン 10

水曜
日

ジェネラル 20
インテンシブ 24
インテンシブ 30

アフタヌーン 10

木曜
日

ジェネラル 20
インテンシブ 24
インテンシブ 30

アフタヌーン 10

金曜
日

ジェネラル 20
インテンシブ 24
インテンシブ 30

アフタヌーン 10

コース初日のスケジュールについて
LSIではコース初日に皆様をあたたかくお迎え致します。皆様が安心し、落ち着いて学習できるように教師とスタッフがサポートいたします。
初日のオリエンテーションは次のように行われます。
• LSI学生IDカードとハンドブックの配布
• レベル分けテスト 
•  教師によるインタビュー
•  校則、教授法、時間割の説明
•  課外活動、学校手配の滞在先紹介、公共交通機関の利用方法
•  滞在国の生活習慣についてのアドバイス
•  学校内と設備のご案内（学校、状況により、校内での案内のみの場合もあり）
•  学校周辺の徒歩によるご案内 
•  インテンシブ受講の方は最初の授業
• 学生からの質疑応答 
上記の他に、学校によっては以下を行うことがあります。
• LSIロゴマーク入り品のご紹介 
• 市内交通マップの配布 

「LSIに入学した当時は初中級レベルからスタートしました。レベルが3つアップした今では、自分のスピーキング力にさらに自信がつきました。もっともっと上のレベルを目指して勉強中です！」
フランスからの学生の声、NICOLAS POILVERT

* 学生数の多い時期は、ジェネラル20クラスのタイムスケジュールが変更になる場合があります。詳細は各学校にお問い合わせください。50分間レッスンと次のレッスンの間に、5分間の短い休憩があります。

スケジュール例

4 5 



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。

www.lsi.edu/e-lsi Courses

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 (E-Learning from LSI) 

† 英語プログラムのみ

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。

www.lsi.edu/courses6 7 

LSIの各学校の語学教育担当者は、プログラムの研究開発に励んでいます。LSIはどの学校においても、その言語教育の最新の研究結果に基づいたプログラムを提供しており、常に改良し続けております。LSIのどの学校も、最新の言語教育の最新の理論に基づいて、語学の学習にふさわしい環境を整えています。以下の点が、基本的なLSIの語学研修のシステムです。
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“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”が語学習得を目的としている方にとって、一番の近道であると考えております。
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。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、右側のレベル表の”レベル判断の目安”に達している必要があります。
LSIは、学生により上達の速度が異なることを理解しています。上達進度には個人差があるため、その方の上達度に合わせたレベルでの学習となります。 クラス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ます。

定期的なテストやクラスでの活躍ぶり、教師による評価をモニターして、学校のアカデミックディレクターは、生徒が目標のレベルに達し、次のレベルに進む準備ができたかを判定します。この、テストとモニターによる評価システムにより、レベル間やレベル内での採点ができるため、学生は自分に適したレベルのクラスと教材で学習に集中できるようになります。
最新の教材
LSIは、語学学習に使用できる最新の教材を常に見直しをしながら作成しております。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
“learn and 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。

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。
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主な特徴

ロケーション
世界を代表する都市ロンドンは、多様性に富み、魅力的なアトラクションがいっぱいです。文化、歴史、建築からナイトライフまで、どなたでも楽しめる都市です。
学校はロンドンの中心にあり、大学地区と観光で賑わうソーホー地区近くに位置しています。近くには、カフェ、パブが数多くあり、大英博物館やロンドン大学も徒歩数分の距離にあるため、学生の姿も多く見かけられます。
ライフスタイル
さまざまな充実したレジャープログラムでは、パブやレストラン巡り、演劇鑑賞、オックスフォード、エジンバラ、ストーンヘンジへの小旅行など、ロンドンとその他のイギリスの名所を満喫することができます。

コース一般コース p10-11
ジェネラル20｜インテンシブ24｜インテンシブ30｜ アフタヌーン10｜イブニングコース | プラスコース
特定目的のためのコース p12-13
ビジネス英語レッスン｜法律英語｜メディカル英語
アカデミック＆パスウェイ p14-29
ATA | AYA | パスウェイ | アカデミック英語 | 語学検定試験対策：ケンブリッジ英語検定試験準備（B2 First、C1 Advanced & C2 Proficiency）。IELTS、TOEFL iBT、TOEIC
プレミアムコース p30-31
個人レッスンコース｜9日間集中コース｜ミニグループ
語学＋実務経験 p32-33
実務経験（無給）
EXPERIENCES p34
クラブ 40 プラス 

「英語学校としてLSIを選んだのは大正解でした。先生方はとても素晴らしかったですまたここに戻ってきたいと思います。」
ベネズエラからの学生の声、ISABEL TOBIA（マーケティング）

ロンドン・セントラル校

認定されている組織/団体

15クラスルーム
1クラス最大人数15名
街の中心部
学生ラウンジ
プロジェクター / フラットスクリーン
無料Wi-Fi

40 41 

国会議事堂
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ブライトン校

ロケーション
ブライトンは、美しいサウス・ダウンズ丘陵と海との中間地点に位置する活気のある都市です。 「海のそばのロンドン」とも呼ばれるブライトンは、2つの大学があり、イギリス最大のアートフェスティバルとコメディフェスティバルが開催される街です。ブライトンはロンドンから電車でわずか50分です。
ブライトン校は2つのキャンパスで構成されており、互いに徒歩10分の距離にあります。学校の近くには、様々なお店やコーヒーショップ、パブ、レストラン、レジャーセンターもありとても便利な立地です。
ライフスタイル
課外活動はパーティー、BBQ、クイズ、ゲーム大会、ナイトクラブ、ロンドン市内観光、イギリス、ヨーロッパへの小旅行などがあります。ご希望の方にはゴルフや乗馬などの手配も可能です。

コース一般コース p10-11
ジェネラル20｜インテンシブ24｜インテンシブ30 |  アフタヌーン10 | プラスコース
特定目的のためのコース p12-13
ビジネス英語レッスン 
アカデミック＆パスウェイ p14-29
ATA | AYA | パスウェイ | アカデミック英語 | 語学検定試験対策：ケンブリッジ英語検定試験準備（B2 First、C1 Advanced）。IELTS、TOEFL iBT、TOEIC
プレミアムコース p30-31
個人レッスンコース｜9日間集中コース
語学＋実務経験 p32-33
実務経験（無給）
EXPERIENCES p34
クラブ 40 プラス 
ジュニアコース p54-75
授業のみ | デイコース | フルパッケージ |  ファミリーコース

「LSIブライトン校が大好きです！みなフレンドリーで、多くのことを学びました。ブライトンは第二の故郷になりました。ホームステイのホストはとてもフレンドリーで、私をサポートしてくれました。すべてが恋しくなるでしょう！」
コロンビアからの学生の声、MARIA CAMILA OVIEDO

www.lsi.edu/brighton

ケンブリッジ校
ロケーション
大学で有名なこの街には、ケンブリッジ大学のカレッジ群が点在しています。それぞれ、素晴らしい建築様式に美しい庭があり、留学生の目を楽しませる街並みです。格式ある美術館やアートギャラリー、さまざまなショップが立ち並んでおり、学習するのに最適な場所です。ケンブリッジの街には、たくさんのパブや一流のレストラン、ナイトクラブ、劇場やコメディショーなど、エンターテイメントも充実しています。
学校は、駅や街の中心部へのアクセスが良く、落ち着いた雰囲気の住宅街にあります。
ライフスタイル
BBQ、ナイトクラブ、スポーツなどの課外活動が楽しめます。 ロンドン市内やストーンヘンジ、ストラトフォード・アポン・エイボン（シェイクスピアの生家）など人気スポットへの日帰り / 週末旅行もあります。スコットランドやフランスなど、長距離旅行の申し込みも可能です。

コース一般コース p10-11
ジェネラル20｜インテンシブ24｜インテンシブ30｜ アフタヌーン10｜プラスコース
特定目的のためのコース p12-13
ビジネス英語レッスン｜法律英語｜メディカル英語｜英語教授法を学ぶレッスン
アカデミック＆パスウェイ p14-29
ATA | AYA | パスウェイ | アカデミック英語 | 語学検定試験対策：ケンブリッジ英語検定試験準備（B2 First、C1 Advanced）。IELTS、TOEFL iBT、TOEIC
プレミアムコース p30-31
個人レッスンコース｜9日間集中コース｜ミニグループ
語学＋実務経験 p32-33
実務経験（無給）
EXPERIENCES p34
クラブ 40 プラス
ジュニアコース p54-75
授業のみ | デイコース | フルパッケージ |  ファミリーコース 

www.lsi.edu/cambridge

主な特徴
29クラスルーム
1クラス最大人数15名
車椅子対応
学生ラウンジ
庭
無料Wi-Fi

主な特徴
12クラスルーム
1クラス最大人数15名
街の中心部

プロジェクター / フラットスクリーン
学生ラウンジ
無料Wi-Fi

42 43 

ケンブリッジの街をサイクリング

ブライトン桟橋


