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Kaplan International バンクーバー

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

時期によって授業料割引キャンペーン等がありますので、キャリアエクスチェンジにお問い合わせください！

学費・ビザ・滞在費用 4週間 24週間 48週間

General

ビザ不要　一般英語
週15時間

授業料 $1,760 $10,560 $19,200

滞在手配費用 $270 $270 $270

学校申込金 $200 $200 $200

― ー ー学校教材費・設備費

¥114,700 ¥199,870海外留学生保険料

48週間の場合、
最初の4週間のみ

$8,800 ー

$235 $235

学生寮
2人部屋・食事なし

$20,065 $21,185

¥2,006,500 ¥2,118,500

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

シェアアパート滞在費 ー ー $7,150

$600 $3,600 $7,200現地生活・交通費

①小計　日本円　 ¥351,000

渡航前にかかる費用 4週間 24週間 48週間
¥0

③　小計　US$ $600 $3,600 $14,350

②　小計　日本円 ¥153,500 ¥256,300 ¥341,470
③渡航後にかかる費用 4週間 24週間 48週間

往復航空券（目安） ¥100,000 ¥100,000 ¥100,000
¥11,900

$1,280 ー $1,280

¥35,000 ¥35,000

プログラム手配費
海外通信送金費 ¥6,600 ¥6,600 ¥6,600
ビザ申請サポート ¥0

【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。

ホームステイ
個室・2食付き

―

学生ビザ申請費 ―
小計CA$ $3,510

¥35,000 ¥0

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・・・・
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 Kaplan Global Network
カプラン・グローバルネットワーク

 Kaplan Global Standard
カプラン・グローバルスタンダード

 Kaplan Commitment
カプラン・コミットメント

David F. Fougere 
最高執行責任者

我々は、カプランを通して経験する留学の全ての行程で、
学生のみなさんに寄り添っていきたいと考えています。 
入学手続き、滞在、受講コース、学習進度など、ニーズに
合わせた細やかなサポートを提供しています。カプランの
熱意溢れる社員の努力が、学生のおすすめ度97％という
評価につながっています。
多くの人々に、人生の転機となる経験を与えられること
は、我々にとってこの上ない喜びです。未来にはばたく皆
さんと共に過ごせることを、心より楽しみにしています。
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イギリス

ロンドン

ケンブリッジ

バース

オックスフォード

ダブリン リバプール

エジンバラ

マンチェスター

トーキー ボーンマス

アイルランド

カプランでは過去80年以上に渡り、教育のあらゆる分
野において、みなさんの仕事や人生の目標を達成する
ためのお手伝いを続けてきました。
グローバル教育事業のリーダーとして、我々が最も大
切にしているのは、質の高い教育と目に見える成果を
提供することです。これからの社会では、「個」とし
ての真の実力が問われます。ビジネスまたはアカデミ
ックの現場での実践的な英語力を身につけたい学生
に、カプランが選ばれ続けています。

カプラン グローバル ネットワーク
› 100ヵ国以上の世界中の国から集まる留学生
› 目的に合わせて選べる国・都市・コース・生活環境
› 教育ナレッジのグローバル共有

カプラン グローバル スタンダード
› 世界に認められる80年以上の教育実績・教育理念
› カプラン独自開発のK+ ラーニングシステム
› 厳選された教員、スキルトレーニング

カプラン コミットメント
› 中・長期コース向け、レベルアップ保証制度導入
› 中級以上の英語力保持者をさらに底上げする、プロ

ジェクト型「Real English」の提供
› 97％以上の卒業生が、「友人に奨めたい学校」

カプランだから実現する、 
これからの語学留学・海外語学研修

カナダ

アメリカ
バンクーバー

シアトル

サンフランシスコ、バークレー

ロサンゼルス
サンタバーバラ

トロント

ニューヨークシカゴ

ボストン

選ばれ続ける理由 目次

カプラン英語コース
8 フレックス英語コース
10 ビジネス英語コース
11 アカデミック英語コース
12 試験対策コース
15 カプラン30+
16 中･長期留学プラン
18 提携大学プレイスメントサービス

カプランを選ぶ理由
4 学習期間と上達の目安
6 総合的な学習アプローチ「K+」

滞在先・ソーシャルプログラム
20 滞在先オプション
21 ソーシャルプログラム

ジュニア・ドイツ大学進学・その他
の言語
22 ジュニア向けプログラム
23 フランス語とドイツ語コース



オンライン適応型
英語レベルテスト
カプランの英語テストは、生徒の回答に適応し、テストが進むにつれて問題
の難易度が調節されることによって、個々の強みと弱点をより正確に測定で
きる高度なテストシステムです。生徒のニーズを把握することで、適切なク
ラスを決定し、学習環境をきめ細かに調整することができます。カプランで
は、センター到着時、およびレベルアップの準備が整った段階で、テストを
実施して英語力を診断します。

リスニング リーディング 文法 スピーキング ライティング

カプランは長年の経験からの自信を持った教育を提供しているため、アメリカ、イギリス、ア
イルランド、カナダの集中英語コース受講者を対象に、生徒の英語レベルアップを保証していま
す。カプランでは最低10週間学び、95％以上の出席率を保ち、指示通りに宿題や課題をやり遂げ
ると、英語レベルが少なくとも1レベルは上がります。条件を満たしていながら、このレベルアッ
プ目標に到達しなかった場合は、申し込み終了時に4週間のレッスンが無料で追加されます。

カプランのレベルアップ保証

初級 
ELEMENTARY

各種試験対策 (p.12)
Real English

ビジネス英語 (p.10)
アカデミック英語/各種大学進学準備コース (p.11)
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コース開始時に、当校独自開発の高精度の適用型レベル測定テストシステムを使用して、学生の正確な
英語力を判断します。あなたのニーズを把握することで、適切なレベルのクラスを決定し、学習環境を
きめ細かに調整することができます。その後も5～10週間ごとにレベルテストを行い、上達の度合いを測
定し、個別英語力診断レポートが提供されます。
カプランの6つのレベルは、国際基準規格である、Common European Framework of Reference 
(CEFR)のレベルに従い設定しています。

学習期間と上達の目安

簡単な単語や表現をいくつか知っ
ているが、語彙はごく限られてお
り、基本的なニーズについてのやり
とりに限定される。

 各種英語試験レベル
• CEFR A1
• 英検 5–3級
• TOEIC 120–224
• TOEFL® 0–12
• IELTS 3.5–4.0
• ケンブリッジ英検 100–120
•  KITE Main Suite

(Listening, Reading, and
Grammar) 225–274

より複雑な会話に十分に参加し、
より高度な文章を読んだり、簡単
な小論文を書くことができる。

 各種英語試験レベル
• CEFR B2
• 英検 準1級
• TOEIC 785-944
• TOEFL® 55-74
• IELTS 5.5–7.0
•  ケンブリッジ英検
160–180 B2 First

•  KITE Main Suite (Listening,
Reading, and Grammar)
425-499

簡単な会話に参加し、基本的な文章
を読み、簡単なメモや手紙を書くこ
とができる。

 各種英語試験レベル
• CEFR A2
• 英検 準2級
• TOEIC 225–549
• TOEFL® 13–36
• IELTS 4.0–4.5
• ケンブリッジ英検

120–140 A2 Key
•  KITE Main Suite (Listening,

Reading, and Grammar)
275–349

社会的および仕事上のほとんどの状況
に対処し、複雑な考えを流暢に説明した
り、ラジオやテレビ番組の全般的なテー
マを理解したりすることができる。

 各種英語試験レベル
• CEFR C1
• 英検 1級
• TOEIC 945+
• TOEFL® 75-91
• IELTS 7.0-7.5
• ケンブリッジ英検
180–200 C1 Advanced
•  KITE Main Suite (Listening,

Reading, and Grammar)
500-534

なじみのあるトピックについての
会話に参加し、長めの文章を読み、
簡単な文を書くことができる。

 各種英語試験レベル
• CEFR B1
• 英検 2級
• TOEIC 550–784
• TOEFL® 37-54
• IELTS 4.5-5.5
•  ケンブリッジ英検

140–160 B1 Preliminary
•  KITE Main Suite

(Listening, Reading, and
Grammar)
350-424

難しい文章を読み、状況に応じ
た複雑な議論に対処できる。意
味の微妙なニュアンスを理解
し、表現できる。ネイティブス
ピーカーに極めて近いレベルで
英語を使用できる。

 各種英語試験レベル
• CEFR C2
• TOEFL® 92+
• IELTS 7.5+
• ケンブリッジ英検
200+ C2 Proficiency
•  KITE Main Suite

(Listening, Reading, and
Grammar) 535+

中級（下） 
LOWER INTERMEDIATE

中級 
INTERMEDIATE

中級（上） 
HIGHER INTERMEDIATE

上級 
ADVANCED

特級 
PROFICIENCY

10
週間

10
週間

10
週間

10
週間

10
週間

10
週間



  菊地優奈さん（大学生）
アメリカ、シアトル校留学＆
K+ Live受講
英語レベル：中級（上）

カプランで、現地の対面式授業とオンライン授
業の両方で「K+」を体験しました。
オンラインのK＋LIVEでも、現地授業と同様の
カリキュラムが用いられ、個別やグループで様
々なインプット、アウトプットが行われます。
「K+」でカリキュラムがしっかりと構成されて
いるので、オンラインでも躍動感のある授業を
受けられました。
１週間とわずかな時間でも、日本にいながらバ
ーチャル留学の体験ができ、確かな実力がつい

たと感じます。

対面でもオンラインでも 
「K+」で英語力を伸ばせました! 

  遠藤素子さん（社会人） 
イギリス、ロンドン校留学＆ 
K+ Live Express受講 
英語レベル：中級

カプランはクラスの国籍が多様で、現地留学では
クラスメイトから多くの刺激を受けました。オン
ライン学習では、国籍比率はそれほど重要ではな
いと思いました。
働きながらの1日2時間の授業は正直大変でした
が、継続的な英語学習の必要性を再認識するよい
機会になりました。留学準備としても事前オンラ
イン授業をおすすめします。

留学事前準備として
「K+ LIVE EXPRESS」をおすすめします

その他の体験談はこちら

6 詳しい情報はこちら：www.kaplaninternational.com/jp 7

総合的な学習アプローチ「K+」
カプラン独自の学習メソッド「K+」は、専門家チームにより作成された、テキスト主体でありながら学習者の
ニーズに沿い、さらにデジタル機能を兼ね備えたものです。テキスト(K+Course Books)、オンライン教材
(K+OnlineとK+Online Extra)、学習クラブ(K+Learning Clubs)が連動しているため、生徒は教室でも、
移動中でも、滞在先でも、英語を身につけることができます。また、カプランを修了しても、K+Onlineと
K+Online Extraへのアクセスを継続することで、帰国後もさらに英語スキルを磨くことができます。
K+は、国際標準規格のCommon European Framework of Reference（CEFR）のレベルに沿っています。

K+のアプローチは、英語学習の効果を最大限に高める
ために、研究結果に基づいたフィードバック演習とグ
ループベースの学習を採用しています。K+は、生徒た
ちが教室で一緒に新しいスキルを試し、十分に訓練を
積んだ教師からフィードバックを得られる機会が最大
限に提供されるように工夫されています。K+Online

なら、学生は必要なだけ自分の裁量で演習に取り組む
ことができるため、クラスやソーシャルアクティビテ
ィの時間をより効果的かつ楽しいものにすることがで
きます。

Dr. Bror Saxberg、M.D. Ph.D,
カプラン独自の K+ 学習システム作成者
ハーバード大学、オックスフォード大学、MITで学ぶ

; 留学前の事前準備 OR 帰国後の継続学習
オンラインバーチャル留学「K+LIVE/ K+LIVE
EXPRESS」で持続可能な英語学習

; 未来の可能性をカプランで広げる
教育認定機関が発行する修了書

; ・ を帰国後も活用

カプラン独自開発オンライン学習教材を、
特別価格で提供

授業教材 教室の枠を超えて

「テキストとノートの
一体型ワークブック」

「教師主導の授業外
グループ学習クラブ」

「予習・復習用 : 
授業連動型オンライン教材」

「自主学習用 : 
レベル別オンライン補足教材」

カプラン独自の K+Course

Books では、実際的なシナリ
オを中心とした最新時事に関
連した内容を通して、英語を学
ぶことができます。興味深いト
ピックや演習に取り組みなが
ら、少しずつ自信をつけていけ
るでしょう。2週間ごとに新し
いテキストに移行します。自分
の強みと弱点に合うようにき
め細かく設定できるほか、すべ
ての進歩が個人のアカウント
に自動的に保存されます。

教師主導で行われる
K+Learning Clubs では、他
の生徒と交流しながら英語の
スキルを磨けます。1週間を通
して特定の分野（発音や語彙な
ど）に集中的に取り組めるほ
か、新しいスキルを学んだり、
食べ物や写真などの趣味を共
有したりすることで、実践的か
つ自発的に英語を使うことが
できます。K+Learning Clubs

には、リーディング、ディベー
ト、会話、生活スキルに役立つ
クラブなどがあります。

K+Course Books と連動し、
オンラインで自分の進捗を確
認したり、文法カタログを検索
したり、授業やテキストで取り
上げられたトピックのわかり
やすい解説を参照したりする
ことができます。演習問題やク
イズに取り組むことで、教室で
身についた英語力を強化でき
ます。また、宿題や演習のフ
ィードバックをすぐに受け取
ることができます。

補足ツールとして、レベル別
に新しい文法や発音、語彙の
演習問題を動画や音声で学習
することで、教室で身につ
いた力をさらに強化できま
す。K+Online Extraは、自
分の強みと弱点に合うように
きめ細かく設定できるほか、
すべての進歩が個人のアカ
ウントに自動的に保存されま
す。

コース修了時に授与されるカプランの修了証は、
英語力を示す貴重な証書です。受講コース名、
期間、終了レベル、出席率が明記されています。
卒業時の授与式は生涯の思い出となるに違いあり
ません。

対面式授業をそのままに、オンラインで学ぶバーチ
ャル留学「K∔LIVE」は、これまでカプランが培った
360°英語環境を、オンライン上で体験。現地の生授業
の躍動感が得られるオンラインコースです。

留学で得た英語力の維持・向上におすすめなのが、 
K+ Online・Extraです。3ヵ月または12ヵ月単位で
のサブスクリプションが可能。身に着けた英語力を
持続したい、カプラン留学リピーターの皆様に定評
があります。

LEARNING 
SYSTEM

オンライン教材



学校の週別アクティビティの
掲示板

その他各センターのアクティビティ
例は、最寄りのカプラン代理店まで
お問合せください。

・サンタモニカ自転車ツアー
・サーフィンレッスン
・UCLAツアー
・週末サンフランシスコ日帰り旅行

・ミュージカル鑑賞
・パブナイト
・マダムタッソー見学
・週末ケンブリッジ日帰り旅行

・ナショナルミュージアム探索
・パブナイト
・ギネス工場見学
・週末モハーの断崖日帰り旅行

・オックスフォード大学カレッジ巡り
・ブレナム宮殿観光
・パンティングに挑戦
・コッツウォルズへの週末旅行

イギリス、ロンドン校

アイルランド、ダブリン校 イギリス、オックスフォード校

アメリカ、LAウェストウッド校

・エスケイプルームゲーム
・ケンジントンマーケット探索
・カラオケパーティー
・週末ナイアガラの滝日帰り旅行

カナダ、トロント校

・ヤンキースの試合観戦
・ブロードウェイミュージカル鑑賞
・自由の女神ツアー
・ワシントンDCへの週末旅行

アメリカ、NYセントラルパーク校
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ホームステイ
ホームステイでは、リラックスした雰囲気の中で毎日英語を話し、
さらに現地の家庭の温かさや快適さも味わうことができます。ホス
トファミリーは朝食と夕食を提供し、新しい文化の中にしっかり
と身を置くことができます。カプランでは、皆さんが快適かつ温か
い環境の中で暮らせるよう、すべてのホームステイ先を審査してお
り、学生を受け入れるにふさわしいホストファミリーを選定してい
ます。

現地の生活を知る家庭にホームステイ

留学中の滞在先によって、そこでの経験、友だち、快適さ、安心感がまったく異なるものになります。
わたしたちは、滞在先を含む生活環境が充実した学生生活の重要な要素の一つであると考えています。
カプランでは、学生1人1人にとって最良の滞在先を見つけるために全力を尽くしています。

学生レジデンス
友だちを作り、世界各国の人々と考え方や経験（料理のレシピも！）を
交換し合うには、一緒に暮らすのが一番です。ほとんどのレジデンス
は自炊タイプであるため、自分で料理をすることも、地元のレストラ
ンやカフェで食事をすることもできます。またほとんどのセンターで
は、学生寮、アパートメント、ホテルなどさまざまな選択肢をご用意
しています。部屋のタイプもシングルやツイン、ドミトリーなどから
お選びいただけます。

国際色豊かなコミュニティで友だちを作る

滞在先オプション
カプランは各種イベントやアクティビティの企画を通して、新たな発見と新しい友だち作り、そして英
語により深く触れる機会を提供しています。すべてのセンターで、ムービーナイトや地元のレストラン
でのディナー、国内の観光名所を巡るツアーや海外への週末の小旅行など、楽しいことが満載の充実し
たスケジュールをご用意しています。スポーツが好きな方も、芸術を愛する方も、おいしいものを食べ
るのが好きな方も、スリルを求める方も、カプランのプログラムには留学先でのひと時が、忘れられな
い思い出となる魅力であふれています。

ソーシャルプログラム

    永井麻里さん（社会人）
イギリス、ロンドン校留学
英語レベル：中級（上）

海外留学は、旅行生活では味わえない日常を体験できます。暮らすように学ぶことは英
語のアウトプット力にもつながります。わたしは発話力が試せる「コーヒーブレイク」
「パブナイト」などに参加しましたが、英語力＋モチベーションを与えてくれました。
学校には、週別のアクティビティが掲示されており、チケットなどの手配も受付ででき
ます。現地では考えるよりも、アクティビティに積極的に参加して、限られた時間を有

効に過ごすことをおススメします。

アクティビティ参加が
英語学習のモチベーションに


