
株式会社キャリアエクスチェンジ　www.career-ex.com 〒104-0061 東京都中央区銀座3-11-3 LEAGUE303 電話：

03-6278-8750　FAX:03-6264-1578　E-mail：info@career-ex.com

アメリカ ・ロサンゼルス・2021年

Kaplan International
カプラン インターナショナル

LA:ウエストウッド校

独自のメソッドを用いて効率よく英語力向上を
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学校の質に定評あり！
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追記

レベル毎/現地購⼊

SEVIS費含む

レート＄=110

追記

最安値プラン

追記
⽬安 ⽉＄650

⽬安 ⽉＄650

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。

ビザ申請サポート ¥0 ¥35,000 ¥35,000
¥100,000 ¥100,000 ¥100,000

¥254,010 ¥369,120

$3,900 $14,950

シェアアパート滞在費
現地⽣活・交通費 $650 $3,900 $7,800
③ ⼩計 US$ $650

② ⼩計 ⽇本円

¥11,000 ¥11,000

渡航前にかかる費⽤
プログラム⼿配費 ¥35,000 ¥0 ¥0
海外通信送⾦費 ¥11,000

¥165,640
③渡航後にかかる費⽤ 4週間 24週間 48週間

ー ー $7,150

48週間の場合、
最初の4週間のみ

― ―

$8,400 $1,400

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

滞在費

ホームステイ
個室・2⾷付き

$1,360

学⽣寮
2⼈部屋・⾷事なし

―

学⽣ビザ申請費 ―

⼩計US$ $3,505

①⼩計 ⽇本円  ¥385,550

4週間 24週間 48週間

滞在⼿配費⽤ $80

$510 $510

$21,175 $24,015

¥2,329,250 ¥2,641,650

$80 $80

学校申込⾦ $185 $185 $185

― ― ―学校教材費・設備費

授業料 $1,880 $12,000 $21,840

Kaplanロサンゼルス

Intensive
ビザ必要 ⼀般英語

週21.25時間

Semi-Intensive
ビザ必要 ⼀般英語

週15.25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

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・・・・



総合英語：20レッスン
総合的なスキルアプローチにより、リーディング、 
ライティング、リスニング、会話、文法、語彙、 
発音のスキル向上に取り組みます。

午前シフト例
時間 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

8:30-10:00 総合英語 総合英語 総合英語 総合英語 総合英語
休憩

10:10-11:40 総合英語 総合英語 総合英語 総合英語 総合英語
ランチ

12:10-13:40
選択科目 選択科目 選択科目 選択科目 K+	Online/Clubs

K+	Online/Clubs K+	Online/Clubs K+	Online/Clubs K+	Online/Clubs K+	Online/Clubs

午後シフト例
時間 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

12:10-13:40
K+	Online/Clubs K+	Online/Clubs K+	Online/Clubs K+	Online/Clubs K+	Online/Clubs

選択科目 選択科目 選択科目 選択科目 K+	Online/Clubs
休憩

13:50-15:20 総合英語 総合英語 総合英語 総合英語 総合英語
休憩

15:30-17:00 総合英語 総合英語 総合英語 総合英語 総合英語

8 詳しい情報はこちら：kaplan.to/jp

総合英語：20レッスン
総合的なスキルアプローチにより、リーディング、 
ライティング、リスニング、会話、文法、語彙、 
発音のスキル向上に取り組みます。

教師主導でおこなわれ、通常クラス外の他の国籍の生徒た
ちと様々な英語の練習が出来るグループ学習クラブに参
加します。

補足学習教材Extra を活用し、自分のレベルに合わせて
文法や発音、語彙を「学習」・「演習」・「テスト」の3つの
ステップ構成で弱点強化対策をします。

一週間の授業構成

上記レッスンに加えて「K+ ラーニング（補足学習）」で強化

授業内容と連動した学習教材を活用します。

15  
時
間 

フレックス英語コース
セミ集中英語（SEMI-INTENSIVE ENGLISH） 
半日英語 (GENERAL	ENGLISH) コースの授業内容に加え
て、教師主導で行われるグループ学習クラブ「K+	Learning	
Clubs」へ参加することが可能です。授業以外の時間で、他
の生徒達と会話の練習やリスニングの勉強ができます。また
文法・単語・発音に特化したオンライン補助教材「K+Online	
Extra」も付くので、自由時間を確保しつつ自分のペースで
学習ができます。

半日英語（GENERAL ENGLISH）
観光など十分な自由時間を確保しながらも、1日約3時間(週
15時間 )受講できるコースです。リーディング、ライティ
ング、リスニング、スピーキングという4つの重点スキルを
中心に、更に文法・語彙・発音・会話など総合英語をしっか
りと学びます。また空いている時間に、学校独自開発のオン
ライン教材「K+Online」で授業の確認や復習もできます。

一週間の授業構成

授業内容と連動した学習教材を活用し、授業の確認や　　　
予習・復習をします。

上記レッスンに加えて「K+ ラーニング（補足学習）」で強化

15  
時
間 

5
・
25 
時
間 
以
上†ニュージーランド・オークランド校では「Vacation	Englsih」と呼ばれています。

†半日英語コースの期間は各国のビザ条件により異なります。
†オーストラリアとニュージーランドでは、18歳未満の方はご利用いただけません。

†ニュージーランド・オークランド校では「General	English」と呼ばれています。
†ニュージーランドで開講されている本コースには、最低週20時間の教員主導授業が
含まれます。
†ニュージーランドでは、18歳未満の方はご利用いただけません。
†オーストラリア全センターで、こちらのコースは開講されていません。
†アメリカのセンターでは、週3時間以上はK+Learning	Clubsで学ぶ必要があります。

自
主
学
習

自
主
学
習



 

  栗田淳さん（社会人）
アメリカ、ニューヨーク校留学　
英語レベル：中級→上級

部署異動により自身の英語力を不安に思ったこと
がきっかけで留学を決意しました。英語不安が将
来的の仕事にも制限が出るのではないかと考える
ようになったからです。
カプランの生徒の学習意欲に変更が高いことに驚
きました。毎日4.5時間もどっぷりと英語につぎ込
み、一気にベースアップを図ることができました。
教員の質とカリキュラムがしっかりとしているカ
プランなら、確かな力が身に着きます。

教員、カリキュラム、 
そしてクラスメイトの質が高い！
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一週間の授業構成

上記レッスンに加えて「K+ ラーニング（補足学習）」で強化

受講可能期間

コース開始日

選択科目：８レッスン
特定分野に焦点を当て強化する授業です。 
例：会話、語彙＆発音、4技能強化etc. 

最短1週間～ 最長52週間まで

毎週月曜日（祝日の場合は火曜日となります）

総合英語：20レッスン
総合的なスキルアプローチにより、リーディング、 
ライティング、リスニング、会話、文法、語彙、 
発音のスキル向上に取り組みます。

15
時
間

集中英語（INTENSIVE ENGLISH） 
セミ集中英語 (SEMI-INTENSIVE	ENGLISH) コースの授業
内容に加えて、選択科目授業が週8レッスン（6時間）受講
できるコースです。選択科目授業は学校によって異なります
が、スピーキングやリスニング、ライティング、文法、会
話・発音など特定スキルに焦点をあてた、苦手分野の克服や
興味のある分野に特化して学ぶことができます。またビジネ
ス英語、試験対策、プロジェクト型学習の選択科目授業もあ
ります。

6
時
間

レッスン時間

クラス平均人数

45分

平均12名、最大15名

コースレベル

開講センター

初級から特級レベルまで

カプラン全ロケーション

†レベルアップ保証は、アメリカ、イギリス、カナダ、およびアイルランドの 
学校でご利用いただけます。	諸条件が適用されます。

プロジェクト型学習
選択科目の一つ「Real	English」でなら、 
より実践で活用できる英語スキルを習得するこ 
とができます。

レベルアップ保証
10週間ごとに英語レベルが1つ上がることが保証 
されています。 
そうでない場合は、4週間のレッスンが無料で追加 
されます。

GU

ARANTEED

  P R O G R E SS

Editable text version Outlined text version with solid white centre Outlined text version with white centre knocked out

A4 Page size

参加可能年齢
16歳以上

 
追加学習教材K+	Online	Extra を活用します。

教師主導でおこなわれるスタディグループに参加します。

選択科目例
苦手克服 :
スピーキング、ライティング、会話＆発音矯正	など

キャリア重視 :	
ビジネス英語、リアル・イングリッシュ（プロジェクト
型学習）など
試験対策 :
IELTS、TOEFL など

K+ Learning Clubs 例
会話クラブ、発音クラブ、ジョブクラブ、
映画クラブ、ライティングクラブ、料理クラブ	など

授業内容と連動した学習教材を活用します。

5
・
25 
時
間 
以
上

自
主
学
習



15 
時
間

10 詳しい情報はこちら：kaplan.to/jp

ビジネス英語コース

ビジネス選択英語（BUSINESS SUPPLEMENTARY）

一週間の授業構成 一週間の授業構成

選択科目：８レッスン
受講生の学習目的に合わせてプログラムを構築できるよ
う、さまざまなテーマが用意されています。

ビジネス英語（選択科目）：8レッスン
さまざまなテーマにて、職場およびビジネスの場面で必
要なコミュニケーションスキルの向上を目指します。

ビジネス英語：20レッスン
さまざまなテーマにて、職場およびビジネスの場面で必
要なコミュニケーションスキルの向上を目指します。 
例：電話対応、ビジネスメール、プレゼンテーション、 
ソリューション提案、ケーススタディ、ビジネス交渉など

総合英語：20レッスン
総合的なスキルアプローチにより、リーディング、ライ
ティング、リスニング、会話、文法、語彙、発音のスキ
ル向上に取り組みます。

ビジネス集中英語（BUSINESS INTENSIVE） 

グローバル化が進み、ますますビジネス英語のニーズが高まっています。商品のプロモーション、市場リサーチ、 
グローバルパートナー連携などのシーンで、あなたの英語力は大きな武器になります。ビジネス英語コースを受講
し、チャンスをつかみましょう。このコースで提供されるライティングやロールプレイでは、キャリア面接、会議、
プレゼンテーション、電話会議など実践的に学ぶことができ、今後国際的な企業で働く上で役に立ちます。
総合英語とビジネス英語をバランスよく学習し、高度な英語力をつけるビジネス選択英語コースでは、ビジネスシー
ンで役立つ英語を習得することができます。ビジネス集中英語コースでは、語学学習を超えたビジネスの内容にも焦
点を当てた、プロフェッショナル・ビジネス英語を学ぶこともできます。

上記レッスンに加えて

6
時
間

上記レッスンに加えて

6
時
間

受講可能期間

コース開始日

ビジネス集中：1～ 10週間（ニュージーランドは最大20週間）
ビジネス選択：1～ 52週間

毎週月曜日（祝日の場合は火曜日となります）

レッスン時間

クラス平均人数

45分

平均12名、最大15名

コース開始レベル
ビジネス集中：
≫中級（上）以上（リバプール校は中級以上）
ビジネス選択：
≫中級以上　ロンドン校以外のイギリス、アイルランド全校
≫中級（上）以上　上記以外の全校

参加可能年齢
16歳以上

教師主導でおこなわれるスタディグループに参加します。

 
追加学習教材K+	Online	Extra を活用します。

授業内容と連動した学習教材を活用します。

5
・
25 
時
間 
以
上

自
主
学
習

教師主導でおこなわれるスタディグループに参加します。

 
追加学習教材K+	Online	Extra を活用します。

授業内容と連動した学習教材を活用します。

5
・
25 
時
間 
以
上

自
主
学
習

15 
時
間

ビジネス集中 ビジネス選択

アメリカ ボストン

シカゴ

ロサンゼルス

ニューヨーク

サンフランシスコ

サンタバーバラ

シアトル

カナダ トロント

バンクーバー

イギリス バース

ボーンマス

ケンブリッジ

エジンバラ

リバプール

ロンドン

オックスフォード

マンチェスター

トーキー

アイルランド ダブリン

ニュージーランド オークランド



  Nastasha Opus（教師）
カナダ、トロント校勤務歴5年
トロント大学英文科卒、TESOL取得

アカデミック英語コースでは、カナダのカレ
ッジや大学で必須となるアカデミックライテ
ィング、リーディング、プレゼンテーション
などのスキルを徹底的に教えます。また、ク
リティカルシンキングや効果的なノートテー
キングなど、大学修了の鍵となるスキルにも
焦点をあてます。私たち教師は個々の生徒の
進度を常にモニターし、世界中から集まる大
学進学を目標とする学生全てに、着実に実力
を養える環境を整えています。
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英語圏の大学へ進学し、海外の文化を肌で触れながら真の国際感覚を身に付けませんか。
国際感覚とは母国語以外の言葉が話せるだけではなく、様々な人種や文化に出会いながら自らの考える力を養い、
近年ますますグローバル化していく社会の中で柔軟に生きていくことが出来る人間だと考えます。
カプランのアカデミックコースでは英語力を習得するだけではなく、ディスカッションやプレゼンテーションを通
して伝える力・考える力を磨き、英語圏への大学進学に必要な国際感覚も身に着けることが可能です。このコース
を受講すれば、IELTSなどのスコアなしに数多くの提携先の大学へ進学する事が可能となります。

アカデミック英語コース

アカデミック英語

一週間の授業構成

上記レッスンに加えて

カナダ、オーストラリア、ニュージーランドで開講しています。アカデミック英語：28レッスン
総合的なスキルアプローチにより、リーディング、ライ
ティング、リスニング、会話、文法、語彙、発音のスキ
ル向上に取り組みます。

21
時
間

†本コースは、カナダでは“English	 for	Academic	Pathways”、オーストラリア・ニ
ュージーランドでは“English	for	Academic	Purposes”と呼ばれています。
†カナダでは、総合英語を20レッスン、アカデミック英語を8レッスン受けていただ
きます。
†カナダでは、カプランの提携大学およびカレッジへの進学を希望する場合、最低5
週間のコース受講が必要です。

教師主導でおこなわれるスタディグループに参加します。

 
追加学習教材K+	Online	Extra を活用します。

授業内容と連動した学習教材を活用します。

5
・
25 
時
間 
以
上

自
主
学
習

受講可能期間

コース開始日

1レベルにつき10週間

ロケーションによって異なります

レッスン時間

クラス平均人数

45分

平均12名、最大15名

コース開始レベル

オーストラリアとニュージーランド：	
レベル1：中級または IELTS	5.0
レベル2：中級（上）または IELTS	5.5

カナダ：
　中級（上）または IELTS	5.5		

参加可能年齢
16歳以上



12 詳しい情報はこちら：kaplan.to/jp

カプランは、大学進学やビザ申請、就職などに特定の英語資格が必要な方のために、試験対策コースを提
供しています。試験対策の実績は80年に及び、キャリアにおける重要性を熟知した上でコース設計をして
います。修了時には、TOEFL®、IELTS、ケンブリッジ英検、GRE®、GMAT®など英語力を証明する修了証
書が発行されます。

試験対策コース 

どの試験を受験する場合でも、試験対策のエキスパートであるカプランの試験対策ノウハウと、カプラン
教材で、効率良くスコアアップを目指すことができます。最大限のスコアを獲得するための適切な対策を
提供します。

†TOEFL	iBT®	受験費用はコース料金には含まれていません。	
†事前英語レベルテストの受験が必要な場合があります。詳細はカプラン代理店まで
お問い合わせください。	
†TOEFL®	とTOEFL	iBT®	はEducational	Testing	Service（ETS）の登録商標です。
†アメリカのセンターでは、パートタイムは最大12週間になります。

TOEFL IBT® ＆アカデミック英語
アメリカのカレッジの入学審査では、TOEFL®のスコアが最も広く採用されています。
スコアを集中的に上げたい方や北米の大学進学を目指す方に最適なコースです。カプラン独自の専門カリキュラム
を用い、テスト戦略とアカデミック英語スキルを経験豊富な教師陣により提供しています。
フルタイムコースでは、模擬試験を2週間ごとに受講可能。全てのセクションでフィードバックを得られ、効果的に
スコアの向上が目指せる体制を整えています。パートタイムは、限られた授業時間で効率的にスコアアップを目指
します。

TOEFL IBT® ＆アカデミック英語 - フルタイムTOEFL IBT® ＆アカデミック英語 - パートタイム
一週間の授業構成一週間の授業構成

TOEFL iBT® &アカデミック英語：20レッスン
アカデミック英語のスキル向上に特化した会話力と試験
対策

TOEFL iBT® & アカデミック英語：20レッスン
アカデミック英語のスキル向上に特化した、会話力と試験
対策

TOEFL iBT®E- ラーニング：7セッション
実際の試験時間でおこなうコンピューターベースの模擬試験、
試験結果のフィードバック、追加学習教材、ライブラリー教材

TOEFL iBT® ＆アカデミック英語：8レッスン

15
時
間

6
時
間

15
時
間

受講可能期間

コース開始日

パートタイム
≫アメリカ：1～12週間、カナダ：1～16週間
フルタイム
≫アメリカ・カナダ：1～16週間

毎週月曜日（祝日の場合は火曜日となります）

レッスン時間

コース開始レベル

45分

TOEFL	iBT ®スコア55または中級（上）以上

参加可能年齢

開講センター

16歳以上

アメリカとカナダの全校

クラス平均人数
平均12名、最大15名

教師主導でおこなわれるスタディグループに参加します。

追加学習教材K+	Online	Extra を活用します。

授業内容と連動した学習教材を活用します。

5
・
25 
時
間 
以
上

自
主
学
習

上記レッスンに加えて

 
追加学習教材K+	Online	Extra を活用します。

授業内容と連動した学習教材を活用します。
自
主
学
習



IELTSクラスでは、まず各々の生徒の目標スコアを把握し、弱点を強化しながら
得意分野をより伸ばし、英語に自信を持てるように指導しています。スコア獲得
だけでなく、将来の大学での学位を踏まえた総合的な英語力の向上を促します。
毎週実施される模擬テストの他に、試験対策の最新情報を与えられるよう、授業
以外でも様々なサポートを心がけています。

Georgia Papamichailidou（教師）
イギリス、ボーンマス校勤務歴5年
バーミンガム大学修士（TEFL・TESOL）卒
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† イギリスとアイルランドではIELTS試験対策20レッスンと選択授業8レッスン
になります。
† IELTS受験費用はコース料金には含まれていません。

IELTS
より高度な学習や大学進学、海外でのキャリア形成を目指す方には、IELTS試験対策コースが最適です。特にイギリス、
アイルランド、オーストラリア、ニュージーランド、カナダでは、IELTS	が最も一般的な英語検定になります。
カプランのエジンバラ、オックスフォード、ダブリン校は、IELTS試験対策コースの推奨校です。IELTS対策に特化し
た教員の指導の下、個々の進度に合わせた学習プランや定期的な模擬テスト、チュートリアルを実施し、スコアを伸ば
すお手伝いをしています。

一週間の授業構成

上記レッスンに加えて

IELTS 試験対策：8レッスン
IELTS試験のすべてのセクションに対応した会話力と
試験対策

総合英語：20レッスン
総合的なスキルアプローチによる、リーディング、ライ
ティング、リスニング、会話、文法の学習

IELTS 選択コース（IELTS SUPPLEMENTARY）

15
時
間

一週間の授業構成

IELTS 試験対策：20レッスン
IELTS 試験のすべてのセクションに対応した会話力と
試験対策

15
時
間

IELTS 集中コース（IELTS INTENSIVE）

6
時
間

上記レッスンに加えて

IELTS 試験対策：8レッスン
IELTS試験のすべてのセクションに対応した会話力と
試験対策*

6
時
間

教師主導でおこなわれるスタディグループに参加します。

追加学習教材K+	Online	Extra を活用します。

授業内容と連動した学習教材を活用します。

5
・
25 
時
間 
以
上

自
主
学
習

教師主導でおこなわれるスタディグループに参加します。

 
追加学習教材K+	Online	Extra を活用します。

授業内容と連動した学習教材を活用します。

5
・
25 
時
間 
以
上

自
主
学
習

受講可能期間

コース開始日

イギリス・アイルランド：1～10週間
カナダ：1～16週間
オーストラリア・ニュージーランド：1～24週間

毎週月曜日（祝日の場合は火曜日となります）

レッスン時間
45分

クラス平均人数
平均12名、最大15名

　

コース開始レベル
中級以上 :以下を除く開講センター全校
中級（上）以上 :ロンドン、オーストラリア、　　　　
ニュージーランド校のみ

参加可能年齢

開講センター

16歳以上

イギリス、アイルランド、カナダ、オーストラリア、
ニュージーランドの全校



GRE®/GMAT®

アメリカで博士、修士課程を履修したい場合には、GRE®	や
GMAT®のスコアが必要になります。またこのGMAT®/GRE® 
を修了したカプランの卒業生も、大手企業への就職や名門大
学院への進学を果たしています。このコースには、ハイスコ
ア保証 *もあります。

一週間の授業構成

GRE®

このコースは、教室での授業、ストラクチャースタデ
ィー、コンピューターベースの模擬試験、１時間のレク
チャーで構成されています。これらを合わせて、アメリ
カでの博士号、修士号の履修のためのベストスコアを目
指します。

GMAT®

アメリカのMBAコースの申請に必要な英語力を目指しま
す。このコースは、教室での授業、ストラクチャースタ
ディー、コンピューターベースの模擬試験、1時間のレク
チャーで構成されています。

22
時
間

22
時
間

14 詳しい情報はこちら：kaplan.to/jp

†イギリスとアイルランドではケンブリッジ英検対策20レッスンと選択科目授業8レ
ッスンになります。
†事前英語レベルテストの受験が必要な場合があります。詳細はカプラン代理店まで
お問い合わせください。
†実際の試験日を含めた滞在期間の延長が必要になる場合があります。	
†ケンブリッジ英検受験費用はコース料金には含まれていません。

ケンブリッジ英語検定

カプランでは B2	First、C1	Advanced、C2	Proficiency の
3つのレベルにてケンブリッジ英検準備コースを用意して
いるため、ご自身のレベルと目的に合ったコースを選ぶこと
ができます。

一週間の授業構成

上記レッスンに加えて

ケンブリッジ英検対策：8 レッスン
ケンブリッジ英検のすべてのセクションに対応した会話
力と試験対策

ケンブリッジ英検対策：20レッスン
ケンブリッジ英検のすべてのセクションに対応した会話
力と試験対策

15
時
間

6
時
間

受講可能期間

コース開始日

4、８、10または12週間のパッケージ

ロケーションにより異なります

レッスン時間

コース開始レベル

45分

FCE：中級（上）、CAE：上級、CPE：特級

参加可能年齢

開講センター

16歳以上

受講可能期間

コース開始日

12週間

GRE®	&	GMAT®:	2021年	2月15日、3月29日、5月17日、
6月28日、8月16日、9月27日、11月15日、12月29日　

レッスン時間

コース開始レベル

45分

カレッジまたは大学卒業資格とTOEFL	iBT®	スコア77

参加可能年齢

開講センター

16歳以上

アメリカ：	シカゴ、ロサンゼルス、ニューヨーク校

教師主導でおこなわれるスタディグループに参加します。

 
追加学習教材K+	Online	Extra を活用します。

授業内容と連動した学習教材を活用します。

5
・
25 
時
間 
以
上

自
主
学
習

イギリス :	ボーンマス、ケンブリッジ、エジンバラ、
	 		リバプール、ロンドン校
アイルランド :	ダブリン校
アメリカ :	ボストン、サンタバーバラ校
カナダ：	トロント校
ニュージーランド :	オークランド校

†教科書とオンライン教材はコース料金に含まれていますが、試験料は含まれていませ
ん。	
†試験の名称はそれぞれの権利保有者に帰属する登録商標です。	
†ハイスコア保証の資格を得るには、以下の条件を満たしている必要があります。
•		100%の出席率
•		指定された締め切り日までに演習テストを完了している
•		登録した試験コースを初めて受講する学生であること
•		カプラン代理店で適用されるその他の条件



  間澤友紀子（社会人）
イギリス、ロンドン校　 30＋留学
英語レベル： 中級（上）レベル

カプランの4週間英語漬けの生活のおかげで、語学留学終
了後、10年ぶりに受けたTOEICも865点（リスニングは満
点）と、	仕事に要求されていたスコアを取得できました。
30＋センターでは、キャリアに英語が必須なクラスメイト	
が多く、学習環境が優れています。	またプログラムは、ビ
ジネスのケーススタディが盛り込まれた「ビジネス英語力
＋α」に力を入れているので自身の探していた学びを得ら
れました。社会人の方は特におススメです。

 
  Marcelo Fonseca（社会人）
イギリス、リバプール校　30＋留学
英語レベル：中級（上）レベル

今回のサバティカル休暇を、今後のキャリアに重要な転機に
するためにカプランでの留学を決意しました。今の仕事のポ
ジションには第二言語は必要で、キャリアアップするために
は絶対でした。ビジネス集中英語コースを12週間受講後、よ
り自然なコミュニケーション力を高めるために、9週間延長し
ました。もし30＋のコースを受講していなかったら、ここま
で英語力を上げることは難しかったと思います。同じ志を持
つカプランでの留学体験は、本当に素晴らしかったです。
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マンツーマンの授業
個別のサポートが大きな違いを生む場合もあります。カプランではマンツー
マンによる指導を各センターで提供しています。この授業では、集中的に個
別のレッスンを受けたい場合、通常の授業時間以外に勉強する必要がある場
合、そして重要な試験を受ける準備をするために準備が必要な場合などに、
生徒1人1人の目標にそって個別に支援します。コースを予約する際にマン
ツーマンの授業を追加で選択できます。渡航後は、学校スタッフに個別レッ
スン内容について相談してください。
要望に応じた、2人または3人のグループでの個別授業も提供可能です。

マンツーマン（個別指導）
を活用し、弱点強化

カプランでは、プロフェッショナルな雰囲気の中で学び、交流で
きるように、30歳以上を対象にした英語コース「30+」を提供し
ています。同年代の中で関連性のあるトピックを扱ったレッスン
を楽しみ、同じ志を持つ世界中の仲間と過ごすことができます。
カプランの「30＋」を開講している学校では、落ち着いた環境で
学ぶことができます。学校の中には、目標とする英語力の獲得に
集中できるよう、専用の施設を設けています。各分野で事業を行
っているゲストスピーカーの話を聞いて、英語により多く触れる
こともできます。

学校によっては、30歳以上の学生専用のクラブやソーシャルアク
ティビティを設けています。社会人経験を積んだ学生の学習ニー
ズと、若い学生たちのニーズの違いを把握し、キャリア保持者の
目標や興味にあわせた授業、ネットワーキングイベント、ソーシ
ャルプログラムを用意しています。
キャリアをさらに広げるため、世界中のエグゼクティブとのネッ
トワークを構築してみませんか。

カプラン 　
社会人・大人向けコース

30+を開講しているロケーション
• アメリカ:　ニューヨーク校
• カナダ:　トロント校
• イギリス:　リバプール、ロンドン校



1学期 （約10週間）

1学期 （約10週間）

•		8ヵ月プランでは、授業合計32週間、 
			滞在合計34週間となります。

16 詳しい情報はこちら：kaplan.to/jp

中･長期留学プラン

ACADEMIC SEMESTER/INTENSIVE ACADEMIC SEMESTER
アカデミック セメスター コース／集中アカデミック セメスター コース　（5・6ヵ月）

カプランの中・長期留学プランでは、フレックス英語コースと同様のプログラムを学期制にし、じっく
りと着実に必要な英語力を身につけられるコースを提供しています。進度や目的に合わせ、現地でコー
ス内容を自由に組み替えることができます。
長期留学のメリットは、滞在都市と文化への理解を深めながら毎日英語に触れ、より自然な英語を身に
つけられることです。日々の努力の積み重ねの成果が留学中に実感できるため、次の目標に向けて新た
な挑戦を続けられます。また目指すキャリアや進学先へとつながる貴重なスキルも蓄積できます。

休暇
（1週間） 2学期 （約10週間）

2学期 （約10週間） 3学期 （約10週間）
休暇

（1週間）
休暇

（1週間）

☑☑ 	中・長期留学プラン特別割引適応
☑☑  	コースや学校の変更・転校が可能

☑☑ 		休暇が組み込まれた２学期または３学期制
☑☑			定期的・継続的な進度モニタリングサポート

カプラン中・長期プランのメリット :

アカデミック イヤー コース／集中アカデミック イヤー コース　（８ヵ月）
ACADEMIC YEAR/INTENSIVE ACADEMIC YEAR

総合英語 : 基本４技能

選択科目オプション:
• 語彙＆文法
• リスニング＆スピーキング

総合英語 : 基本４技能

選択科目オプション:
• 語彙＆文法
• リスニング＆スピーキング
• リアル・イングリッシュ
• ビジネス選択英語
• IELTS選択

総合英語 : 基本４技能

選択科目オプション:
• 語彙＆文法
• リスニング＆スピーキング
• リアル・イングリッシュ
• ビジネス選択英語
• IELTS選択

その他のオプション:
• ビジネス集中英語
• アカデミック英語（EAP)
• TOEFL集中
• IELTS集中
• ケンブリッジ（FCE)

総合英語 : 基本４技能

選択科目オプション:
• 語彙＆文法
• リスニング＆スピーキング
• リアル・イングリッシュ
• ビジネス選択英語
• IELTS選択

その他のオプション:
• ビジネス集中英語
• アカデミック英語（EAP)
• TOEFL集中
• IELTS集中
• ケンブリッジ（CAE/CPE)
• 大学単位取得

初級～中級(下) 
A1-A2レベル

中級　
B1レベル

中級(上) 
B2レベル

上級～特級 
C1-C2レベル

英語力向上進度に合わせて増える選択オプション :

•  5ヵ月プランでは、授業合計20週間 
			滞在合計21週間となります。

•  6ヵ月プランでは、授業合計24週間、 
			滞在合計25週間または26週間となり 
			ます。


