海外語学留学

学生 /社会人/ジュニア(小中高生)/シニア

短期/長期/ビジネス/試験対策/ワーホリ
パスウ ェイ

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
スイス

フランス

LSI
学校施設

英語＋特定目的のためのコース p10

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

ACADEMIC COURSES & PATHWAYS p12
パスウェイ

ケンブリッジ英語検定試
験準備

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)

PREMIUM COURSES p28

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

WORK AND STUDY p30

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)

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

EXPERIENCES p32

クラブ 40 プラス
コンビネーションコース

JUNIOR COURSES p50

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

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（平日）、日帰りアクティビティ（週末）。
パンフレット内容は2019年印刷時の情報です。 3 授業、アクティビティ（平日）、終日アクティビティ3食付宿泊（週末）。
1

ロンドン・セントラル校、イギリス p36

個人レッスン
イブニングコース

ロンドン・ハムステッド校、イギリス p37

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
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LSI語学学習システム p6

コース＆パスウェイ p7-32

トロント校、カナダ p44

LSIでの初日/
学習上達度 p4

バンクーバー校、カナダ p45

LSIについてp2

オークランド校、ニュージーランド p46

パリ校、フランス p48

チューリッヒ校、スイス p49

目次

ブリスベン校、オーストラリア p47

学校と
コース一覧

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。

All Year-Round Schools

LSIチューリ
ッヒ校

「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）

2

Learn and live the language
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。

14

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

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。

ホストファミリーや同じファミリーに滞在する学
生とコミュニケーションを取ることにより、学校外
でも会話練習をする機会が得られます。

校/
7か国

バンクーバー校、カナダ p45

トロント校、カナダ p44

サンフランシスコ/バークレー校、アメリカ p43
サンディエゴ校、アメリカ p42

ボストン校、アメリカ p41

パリ校、フランス p48

ニューヨーク校、アメリカ p40

チューリッヒ校、スイス p49

98%
の生徒が
LSI校を推奨*

55+

年にわたる経験

3

Welcome
充実した学校設備

2018年度
在席生徒の
国籍の割合

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。

ブラジル
イタリア
日本
トルコ
フランス
ドイツ
サウジアラビア
コロンビア
スイス
スペイン
オーストリア
中国
メキシコ
韓国
タイ
イギリス
台湾
ロシア
チリ
アルゼンチン
その他

無料WiFi

LSIの各校では無料でWiFiにアクセスが可能です。

127

の国の国籍の
生徒が在籍

20%
9%
6%
5%
4%
4%
4%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
2%
1%
15%

ケンブリッジ校 p39
イギリス

ロンドン・ハムステッド校 p37
ロンドン・セントラル校 p36
ブライトン校 p38

38
語学
コース

ブリスベン校、オーストラリア p47
オークランド校、ニュージーランド p46

* 2018年1～6月の調査結果

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。
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LSIでの初日

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々と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はサポートを致します。

金曜日

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提供
• 市内交通マップの配布

月曜日

• 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

レッスン 1 & 2*
09:00–10:45

火曜日

初日のオリエンテーションは次のように行われ
ます。

スケジュール例

水曜日

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。

木曜日

コース初日のスケジュールについて

休憩
10:45–
11:05

レッスン 3 & 4*
11:05 – 12:50

ランチタイム レッスン 5 & 6*
12:50 –
13:45 – 15:30
13:45

ジェネラル 20

インテンシブ 24

インテンシブ 30
ジェネラル 20

アフタヌーン 10

インテンシブ 24

インテンシブ 30
ジェネラル 20

アフタヌーン 10

インテンシブ 24

インテンシブ 30
ジェネラル 20

アフタヌーン 10

インテンシブ 24

インテンシブ 30
ジェネラル 20

アフタヌーン 10

インテンシブ 24

インテンシブ 30

アフタヌーン 10

*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。

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良い
結果が表れると考えられています。
• 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。

「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
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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。

• 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

• IELTS 6.5+
• TOEFL iBT 110–120
• TOEIC* L/R 945+,
S/W 400+
• C1 & C2

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できる。
• 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。
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www.lsi.edu/e-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、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、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、ご研
修中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。

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に努めております。

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
学を学びに来ているため、他国からの学生と交わ
ることは、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。

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。

E-LSI
(E-Learning from LSI)
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。†

† 英語プログラムのみ

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。

www.lsi.edu/courses
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Courses

8

www.lsi.edu/general-courses

General Courses
LSIの一般コースでは、皆様に様々なものをご提供いた
します。短期間でのコースや、長期コース、1日のレッス
ン数が多いハードなコースまで、皆様のご希望に沿った
コースをご提供いたします。

www.lsi.edu/general-courses
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ジェネラル 20

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。

開講校
1週間のレッス
ン数
1週間の授業時
間数

ジェネラ
ル 20

インテンシ
ブ 24

インテンシ
ブ25

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5

プラス10

個人レッスン

イギリス全校、 アメリカ全校、 全ての学校
オークランド校、 カナダ全校
ブリスベン校

全ての学校

全ての学校

全ての学校

20

24

25

30

10

5

10

20.83

25（チューリッ 8.33（チューリッ お選び頂けます
ヒ校は22.5） ヒ校は7.5）

3.75（アメリカ
校＆カナダ校
は4.16）

7.5（アメリカ
校＆カナダ校
は8.33）

お選び頂け
ます

お選び頂け
ます

全ての学校

16.67*（チュ 20
ーリッヒ校は
15）

1レッスンの時間 50（チュー
数（分）
リッヒ校は
45）

50

50

ロンドン・セント 全ての学校
ラル校、オークラ
ンド校、パリ校
お選び頂けます

50（チューリッ 50（チューリッヒ お選び頂けます
ヒ校は45）
校は45）

45（アメリカ
校＆カナダ校
は50）

45（アメリカ
校＆カナダ校
は50）

45（アメリカ
校＆カナダ校
は50）

参加条件語学
レベル

全てのレベル 全てのレベル

全てのレベル

全てのレベル# 中級
(Intermediate)

お選び頂けます

全てのレベル

全てのレベル

全てのレベル

1クラス最大
人数

16†

16†

16

16†

16†

16†

1

1

1

1週間

1週間

1週間

1週間

1週間

1週間

1週間

1週間

1週間

16

16

16

16

16

18歳（パリ校は
16歳）

16

16

お選び頂け
ます

参加条件最短研
修期間
参加条件最少
年齢

* アメリカは週20時間。授業時間は、実際に行われる50分以上のレッスンが60分の時間として定義されます。
† チューリッヒ校は12、イギリスは15
# チューリッヒ校では初級以上から

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。

選択レッスンは、インテンシブ24 / 25で週2回、イ
ンテンシブ30では毎日実施されます。該当する学
校の詳細ページで、実施されている選択レッスン
を確認してください。選択コースの中には、コース
開講日が限られる事もあります。詳細は各学校に
ご確認ください。
選択コース*

英語、フランス語、ドイツ語のコミュニケーションス
キル向上
ビジネス英語レッスン
法律英語

メディカル英語
TEF
DELF
CCIP
Goethe-Zertifikat
TOEFL
TOEIC
IELTS

ケンブリッジ英語検定試験準備（B2 First、C1
Advanced、C2 Proficiency、B2 Business Vantage）

アフタヌーン 10

短期間で学習したい、働きながら学習したい方
に、LSIのアフタヌーン10コースは、カンバセ―シ
ョンスキルやビジネス英語のスキルアップやそれ
ぞれの試験対策として、受講頂くのに最適なコー
スです。

イブニングコース

LSIのイブニングコースは、仕事や学校などの理
由で、昼間のコースに参加できない方のために開
講しています。すべてのイブニングコースにて、文
法、語彙、発音の学習で構成されています。また、
レッスンは4つの重要スキル（リーディング、ライ
ティング、スピーキング、リスニング）を伸ばす内
容になっています。
それぞれの学校で、イブニングコースで重点的に
取り組む内容や特化したレッスンなどが異なり
ます。コースの詳細と日程については、学校に直
接お問い合わせいただくか、ウェブサイトをご覧
ください。

プラスコース

グループレッスンに個人レッスンを追加するコー
スです。語学のレベルアップや特定の分野を伸ば
したい方に理想的です。プラスコース5または10
の選択で個人レッスンを追加します。教師が、一
人ひとりに適した学習プランの計画をお手伝いし
ます。このコースはジェネラル20、インテンシブ
コースに追加して受講するコースです。

* 年間を通してすべての選択コースを実施できるようにするため、学生数に応じ
て、クラス内の学生全員の学習成果を保証するためにコースを組み合わせること
があります。

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。
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Ｐ28を参照）
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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学ぶ、ビジネス英語レッスン
を提供しています。

12週間毎にモジュールが１周し、授業内容テー
マは新しくなります。したがって、1度使った教材
を繰り返し使う事なく、長期間コースをご受講頂
け、特定分野の知識を強化し広げて頂く事が出
来ます。

• 中級から上級レベル
• 週10レッスン（午後）
• LSIインテンシブ30の選択授業
• モジュール日程：各校にお問い合わせください。
• 16歳以上
• 開講日月曜日～（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。
1週目
2週目
3週目
4週目
5週目
6週目
7週目
8週目
9週目
10週目
11週目
12週目

国際貿易
リーダーシップスキル開発とチーム構築
プレゼンテーションでの効果的なコミュニケ
ーション
意思決定、動機、委任、会議での効果的なコ
ミュニケーション
マーケティング＆広告
電子商取引、バイラルマーケティング、ソーシ
ャルメディア
銀行業務、株式市場、合併、買収
関係構築とネットワーキング
採用面接
ビジネス法、倫理・環境問題
販売と交渉におけるコミュニケーション
国際企業でのマネジメントスタイル

学生のリクエストにより、特別なモジュールを提供する場合も
あります。

法律英語

英語は、現代の法曹界でもコミュニケーションの
言語になっています。LSIでは、一般的な英語力
を伸ばすだけでなく、民法、会社法、契約、正式
な報告書作成等様々な分野の知識を向上する事
ができます。

• 週20レッスンの一般英語コース
• 週10レッスンの法律英語
• 中級から上級レベル
• LSIインテンシブ30の選択授業
• 16歳以上
• 法律に関する異なる項目ごとに8週間のモジュ
ール
• コース期間：1～8週間

モジュールには以下が含まれます： 会社法、契
約法、雇用法と人事、人権、移民と市民の自由、
競争/独占法、買収と合併、著作権、刑法、憲法。
その他の項目をご希望の場合は、リクエストベー
スでお受けいたします。
開講校： ロンドン・セントラル校、ケンブリッジ
校、トロント校、オークランド校

メディカル英語

英語は、医療業界においても国際的な言語にな
っています。LSIでは、一般的な英語力を伸ばす
だけでなく、人類生物学、医学、看護学、正式な
報告書作成等様々な分野の知識を向上させる事
ができます。

• 週20レッスンの一般英語コース
• 週10レッスンのメディカル英語
• 中級から上級レベル
• LSIインテンシブ30の選択授業
• 16歳以上
• 医学・医療サービスに関するに異なる項目ごと
に8週間のモジュール
• コース期間：1～8週間

モジュールには以下が含まれます： 一般診療、
プライマリケア、家庭医療、誘導・指示、薬剤と
臨床薬理、短期医療と末期医療、精神保健医療
と患者との会話、現代医学。
開講校： ロンドン・セントラル校、ケンブリッジ
校、トロント校、オークランド校

www.lsi.edu/english-for-specific-purposes

英語教授法を学ぶレッスン

航空英語

オプション1： 個人レッスン
• ジェネラル 20（16.7時間）プラス週5または週
10の個人レッスン
• 個人レッスンの時間数（分）：45分
（アメリカは50分）
• 中級から上級レベル
• 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。

• ジェネラル20+個人レッスン(週5または10レッ
スン）
• 中級から上級レベル
• ICAO（国際民間航空機関）承認コース

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。

オプション2： グループでお申込みの場合（学校
により開講最少人数が異なります）
• インテンシブ30の午後の選択レッスン
• 中級から上級レベル
• クラス開講最少人数：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）

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。航空機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
操縦機訓練の費用は別途かかります。

モジュールには以下が含まれます： 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、操縦機技術
開講校： オークランド校

モジュールには以下が含まれます： 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。
開講校： アメリカの全校、ケンブリッジ校、ロン
ドン・ハムステッド校、オークランド校のLSI
† TKTはニューヨークでは受験出来ません。

「LSIの先生と相談して決めた学習目標
を達成することができました。
オーダーメ
イドの個人レッスンはスピーキングと発
音、役に立つビジネス用語に焦点を当て
た授業で、自分の英語力に自信がつきま
した。
」
フランス語圏スイスからの学生の声、OLIVIER KAESER
（UBSビジネスバンキング）
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LSIでは、
「特定目的のためのコース」を
1対1の個人レッスンとして、一般英語コ
ースに追加することができます。

ジェネラル 20

インテンシブ24、25、30

+

1:1 英語教授法
1:1 航空英語
1:1 法律英語

1:1 ビジネス英語

1:1 メディカル英語

コースの詳細については学校に直接お問
い合わせください。
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Academic Courses & Pathways
アカデミックタームアブロード (ATA)/アカデミックイヤーアブロード (AYA)
12〜48週間のアカデミック英語プログラム (ATA)：12〜23週間（AYA）
：24〜48週間

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。ATAとAYAプログ
ラムは、LSIの他の短期コースとは異なり
ます。このコースでは、教師との週2回の
追加セッションなど、より高いレベルの
大学進学準備サポートを受けることがで
きます。また、このプログラムは短期コー
スと比べて授業料もお得です。
ATAとAYAプログラムの特徴
• 週20、24、25、30レッスン
• コース期間：12週間～
• 推奨開始日：1月、4月、9月の第一月曜日*
• LSI教師との週2回の追加セッション
• 参加条件：16歳以上
• 入門から中上級レベルまで#
• 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：16人（チューリッヒ校は12、
イギリスは15）
• 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。以下の中から選
べます：一般クラス（P9を参照）、検定試験対
策準備レッスン、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。
ATAとAYAプログラムで選択できる週30レッス
ンは、すべてのLSIの学校で開講されます。た
だし、他のレッスンは各学校により選択肢が
異なる場合があるためご注意ください。

滞在先
さまざまな宿泊タイプを選択できますが、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。

サンプル：AYA研修プラン

校舎：LSIロンドン・セントラル校 レッスン数：30＋2回の追加セッション 期間：36週間
1～12週間
一般英語

アカデミックカウンセリング

* 毎月第一月曜日にも開始できます。

13～24週間
IELTS試験準備
アカデミックカウンセリング

25～36週間

ケンブリッジ英語検定試験対策コー
ス：C1 Advanced

アカデミックカウンセリング

# ロンドン・ハムステッド校、ケンブリッジ校、ブライトン校、ボストン校、サンフランシスコ/バークレー校では入門レベルは参加できません。

www.lsi.edu/academic-courses
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大学進学準備サポートの追加セ
ッション

12週間以上のコースで学習している長
期の学生は、個人のニーズと目標に合わ
せた大学進学準備サポートを追加でき
ます。

アカデミックタームアブロードとパスウェイの追
加セッション
一人ひとりの学生に、進学・進路の目標が達成で
きるよう、アカデミック英語教師の他にも学校の
「パスウェイ」カウンセラーによる個人カウンセ
リングとサポートを提供します。
通常のクラスのほかに、以下の1回50分のセッ
ションを週2回受けることができます：

• 1 x 50分：英語のレベルチェックとサポート
• 1 x 50分：科目別レッスンとカレッジ / 大学への
出願サポート

上記のセッションでは、焦点を当てたいトピック
を学生が自分で選びます。トピックは、雇用スキ
ル、アカデミック英語、カレッジ / 大学への出願
情報など、さまざまなエリアで選択可能です。

追加セッションはグループ形式で実施されます。
グループの人数は、LSI学校により異なる場合が
あります。
LSIのすべての学生は、定期的な個別指導や上達
度テストを通じて、自分のアカデミックレベルを
確認することができます。

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、
目標達成の進捗を確認します。

*現在、パリ校とチューリッヒ校ではこれらの追加サービスは実施されていません

「LSIは、単なる語学学校としての経験だけで
なく、
それ以上のものを与えてくれました。
英
語力アップはもちろん、素晴らしい友達を作る
ことができました。
TOEFL試験のために自信
をつけることもできました。
」
ブラジルからの学生の声、EMANUELLE CUNHA

www.lsi.edu/academic-courses
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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
おり、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。

試験の概要
試験

CAMBRIDGE ENGLISH

英語

レベル

試験日

B2 First

First Certificate in English

年間を通して頻繁に実施

C1
Advanced

Certificate of Advanced English

年間を通して頻繁に実施

C2
Proficiency

Certificate of Proficiency in English

3月、6月、12月

B2 Business Business English Certificate
Vantage
TKT

Teaching Knowledge Test

IELTS

International English Language
Testing System

TOEFL

Test of English as a Foreign Language

TOEIC

Test of English for International
Communication

GMAT
SAT

レベル：

初中級(A2)
特徴

中級(B1)

中上級 (B2)

上級(C1/C2)

世界中で認められた、英語力の証明として使用さ
れる試験

3月、5月、6月、11月、12月
試験日は各校にお問い合わせください
年間を通して頻繁に実施

英語教師に求められる言語・教授法の基礎知識に
焦点を当てた試験

イギリス、アイルランド、オーストラリア、ニュージー
ランドの大学とカレッジへの入学要件

年間を通して頻繁に実施

アメリカおよびカナダの大学とカレッジへの入学要件

年間を通して頻繁に実施

留学生と社会人向けのビジネス英語試験

Graduate Management Admission Test

年間を通して頻繁に実施

世界中の大学の大学院コースへの入学要件

Scholastic Assessment Test

年間を通して頻繁に実施

世界中の大学への入学要件

5月、10月

フランス国民教育省により認定された試験

年間を通して頻繁に実施 X

フランス語圏の大学や企業により認定された試験

フランス語
DELF

Diplôme d’Etudes en Langue Français
1er Degré

TEF

Test d’Evaluation de Français

CCIP

Diplôme de Français Professionnel
(DFP)

6月、12月

フランス国民教育省により認定された試験

ZD

Goethe-Zertifikat B1

4月、6月、8月、11月

ドイツ語中級能力の証明書として広く認められる試験

GZ

Goethe-Zertifikat B2

4月、6月、8月、11月

多くの大学やカレッジで入学資格として認められる
公式試験

ドイツ語

* 一年を通して上記コースを開講できる様、異なる試験対策レッスンを合同でコースを開講する場合があります。
#
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、週30レッスンのケンブリッジコースはインテンシブコースおよび/または選択コースと組み合わせてクラスを実施する場合があ
ります。

www.lsi.edu/academic-courses

ケンブリッジ英語検定試験準備コース#
• B2 First、C1 Advanced、C2 Proficiency、B2
Business Vantage、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
• 参加条件：16歳以上
• 初中級レベル以上
• 開講校：各校のページを参照
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、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

加えて、ケンブリッジ検定試験で高得点を得るた
め の受験スキルを上げる事ができます。LSIでは
英語教授法を学ぶレッスンを開講している学校
で、ケンブリッジ英語検定TKT試験を行っており
ます。
（詳細はP11を参照）

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
• 期間：1～24週間
• 参加条件：16歳以上
• 中級レベル以上
• 開講校：各校のページを参照

文法の使い方と英語スキルに集中した授業が週
最大20レッスン。各試験の傾向と対策に関する
授業が週10レッスン行われます。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

ミニグループ試験対策レッスン
• 週20、30、40レッスン
• 期間：4～12週間
• 受講者数：最大5名
• IELTS / TOEFL // ケンブリッジ英語検定試
験（A2 Key、B1 Preliminary、B2 First、C1
Advanced、C2 Proficiency）
• １レッスン：45分（アメリカ＆カナダは50分）

15

GMAT & SAT 試験対策レッスン
（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最適な授業スタイルで
語学スキルを伸ばせるようお手伝いいたします。

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、授業料、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が含
まれます。
申し込み日からコース開始日までの期間は、最低
4週間必要です。

このコースは、100％試験対策に向けたコース
で、文法、語彙、ライティング、リスニング、スピー
キングスキルを試験内容に合わせて向上させるこ
とができます。少ない人数でより集中的に試験対
策をする事ができるため、試験で良い成果を出す
のに一番 効率が良い方法です。

「教師は、生徒と相談して
優れた個人レッスンを計
画しており、
レッスン内容
を学校スタッフ全員と共有
することで、効果的に生徒
をサポートしている。
」
CURRENT LSI EDUCATION INSPECTION
REPORT（教育認定機関によるコメント）
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LSIのパスウェイプログラムについて
イギリス、カナダ、アメリカ、ニュージー
ランド、オーストラリアのカレッジ/大学
で、準学士号/学士号の資格取得準備を
始めましょう。LSIのパスウェイプログラ
ムは、お申込みした日からあなたのサ
ポートを致します。

あなたに適したプログラムを選び出し、
入学条件を満たすために必要なサポー
トを提供します。出願から入学手続き、
そして英語力が入学基準に満たすように
サポートいたします。

LSIのパスウェイプログラムからスムーズに提携機関への編入ができます

志望校が発行する条件付き入学許可書の取得

英語力が入学基準を満たすように学習をサポート

ゲストを招いたレクチャーやキャンパスツアーなど、現地のLSI校による志
望校の紹介
プログラムは国によって異なります（詳細はP22～25を参照してください）。

LSI パスウェイプログラム In フラ
ンス

LSI のパスウェイプログラムをパリで受講する
ことができます。このプログラムは、フランス
語圏の大学やカレッジにに進むために、入学
基準を満たすフランス語を身につけたい学生
に適しています。出願から入学手続き、そして、
一人ひとりの学生に適した課程を決めるお手
伝いもいたします。

LSI のパスウェイプログラムは誰に適し
ているのでしょうか？
LSIの大学パスウェイプログラムは、イギリス、ア
メリカ、カナダ、ニュージーランド、オーストラリ
アで、準学士号 / 学士号課程の履修を希望し、最
近、高校 / カレッジ / 大学を卒業した方のための
プログラムです。このプログラムは、英語圏の大
学やカレッジに進むために、入学基準を満たす英
語を身につけたい学生に適しています。

www.lsi.edu/pathways
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LSIのパスウェイプログラムが選ばれる理由
LSIは1965年から世界各国の留学生のイギリス、アメリカ、カナダ、ニュージーランド、オーストラリア、フランスの大学やカレッジ
への進学をサポートしてきました。

• LSIは、信頼できる世界中の提携大学と契約を
結んでいます。
• LSIの提携大学の多くは、TOEFL、TOEIC、IELTS
などの外部試験の代わりに、LSIでの英語レベ
ルを入学基準として認めています。
• パスウェイプログラムの受講者は無料カウンセ
リングを受けることができます。一人ひとりの学
生に適したプログラムを探したり、大学への出
願手続きなどのお手伝いをします。

アカデミックエクセレンス

• LSI はアカデミックエクセレンスを追及しま
す。アカデミックディレクターと教師陣は、常
に最新の教育方法、教材、資料をを皆様に提
供できるよう常に取り組んでいます。
• 教師陣は、全てのパスウェイ受講生を個々に
モニタリングし、進捗状況を把握する事によ
り適切にサポートしています。

• LSIのE-Learning systemは、英語の練習や学
習プランを整理する上で役立ちます。
• LSIでは、提携機関へのツアー参加やゲスト講
義への参加などを手配する事が可能です。*

* 追加料金が適用される場合があります

• ロンドンでは、LSI Independent Sixth Form
College の経験豊富な専任スタッフが、イギリ
スで最も有名な機関に入学できるようサポートし
ています。
• LSI パスウェイプログラムを卒業した受講者は
みな、志望校に入学するために、学術的および
文化的な努力を重ねています。
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パスウェイプログラム内容

LSIのパスウェイプログラムは、イギリス、アメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドで大学やカレッジへの進学を望む
学生が英語による講義に備えるためのコースです。
コース期間
12～48週間

準学士号 / 学士号の資格取得に必要な英
語による講義に備え、一般英語とアカデ
ミック英語のスキルを伸ばします。また、LSI
パスウェイプログラムでは、職場で使う英
語スキルも強化することが可能です。
学生は、このコースの終わりまでに、TOEFL
iBT 110点またはIELTS 6.5以上に相当する
LSIの上級レベルに到達することが期待さ
れます。

開講日

LSI パスウェイプログラムは、1月、4月、9月
の第一月曜日にスタートします。まずは、毎
週月曜日に始まる一般英語コースから開始
し、その後パスウェイプログラムに移ること
ができます。

アカデミック英語

LSIのパスウェイプログラムにはアカデミック英語
コースが含まれています*。このコースは、学生が
志望校に求められる英語力を身につけるために、
カウンセラー、学生マネージャー、アカデミックマ
ネージャーにより考案されています。

一般英語、ケンブリッジ英語検定試験対策、アカ
デミック英語試験対策（IELTS/TOEFL）などの
コースを、学生一人ひとりの要望や志望校に合わせ
て組み合わせます。定期的に行われる文法と語彙
力のチェックは、学生のリーディング/ライティン
グのスキルアップにもつながり、個人の目標を明
確にすることができます。

さらに、週2回のパスウェイクラスでは、プログラ
ムの進行状況について話し合い、出願書類に関
する質問や語学学習に関する相談の時間も設け
ています。

このカスタマイズ型のプログラムは、学生一人ひと
りの進学目標とニーズを叶えるためのものです。こ
れらはすべて、的を絞った専門のオンライン学習
システムであるE-LSIによってサポートされます。

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
• 次の選択が可能です。 ー ケンブリッジ英語検
定試験準備コース（B2 First、C1 Advanced、C2
Proficiency、B2 Business Vantage）、IELTS、
TOEFL iBT、TOEIC ー ビジネス英語

アカデミック英語レッスンの内容
• 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：16名
• 中級*から上級レベル
• コース期間：4～48週間
• 16歳以上

「レッスンはうまく構成され、興味深いトピックやアクテ
ィビティが盛り込まれていました。
コンピュータラボで行
ったTOEFLテストのシミュレーションは非常に勉強にな
りました。
」
スペインからの学生の声、FRANCISCO FUENTES MELLA

パスウェイプログラム内容
ー フランス

パリ校のパスウェイプログラム
は、DELF・DALF試験を受ける学生のため
のプログラムです。どちらの試験も、フラン
ス圏の大学やカレッジに入学するために求
められるフランス語力の証明として使用さ
れる資格です。また、このプログラムは、大
学やカレッジにおいてフランス語力をさら
に伸ばしたい学生にも最適です。
コース期間と開講日は、英語のパスウェイ
プログラムと同じです。

* アカデミック英語レッスン短期コース（4週間以上）の選択レッ
スンとしても受講することができます。アカデミック英語レッス
ンの受講をご希望で、中級レベルの英語力を満たしていない方
は、このレッスンを受講できるレベルになるまで一般英語コース
に参加できます。

www.lsi.edu/pathways
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パスウェイプログラムのお申込み

パスウェイプログラムのお申込みをご希望の方は、特定の要件を満たす必要があります。LSIでは、確実に進むための入学ガイド
があります。
お申し込みの手順

1

次のサイトで、無料のオンライン英語テストをお受けください：
www.lsi.edu/en/english-level-test*

2

英語力評価シートに必要項目を入力します

3

受講条件

LSI研修前のレベルチェックテストを受け、英語
力評価シートおよび高校および/または大学の成
績証明書のコピーを提出する必要があります。

受講可能レベル
LSIのパスウェイプログラムは、英語圏またはフ
ランス語圏の大学、カレッジまたはその他の教
育機関へ入学するために必要な語学力を伸ばす
ためのプログラムです。このパスウェイプログラ
ム、LSIの語学レベル判断基準で中級レベル以上
の方に適したプログラムです。このレベルに満た
していない学生は、パスウェイプログラムを開始
するレベルに至らない方は、一般語学プログラム
の受講が良い方法でしょう。これは、語学レベル
が満たない学生にとってできるだけ早く目標に達
するために最適な方法です。希望進学先の大学
やカレッジのプログラムにより入学条件は異なり
ますが、どの語学力の方でもLSIに登録する事が
できます。

パスウェイプログラムの受講条件は、志望校に
よって異なりますが、学生は英語またはフランス語
のどのレベルでもLSIに登録することができます。

*オンラインによるフランス語テストも利用可能です。LSIパリ
校にお問い合わせください。

最寄りの代理店もしくはLSIパスウェイカウンセラーへあなたの目標についてお知らせくだ
さい。事前調査票をご提出後、LSIのパスウェイ専任カウンセラーがお勧めのコース内容や入
学手続きについて連絡致します

4

LSIの登録フォームに入力し、パスウェイプログラムにお申し込みください

5

ご卒業された高等学校もしくは大学の成績証明書コピーをメールにてLSIパスウェイ専任カ
ウンセラーに送って頂きます
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LSI提携大学とカレッジについて

LSIパスウェイプログラムを受講し、希望する提携大学に入るために必要な英語レベル要件を達成すると、スムーズに進学、編
入することができます。
直接進学/条件付き入学システム

LSIの提携大学の多くは、TOEFLiBT、TOEIC、IELTS
などの外部試験の代わりに、LSIでの英語レベル
を入学基準として認めています。
LSIのパスウェイカウンセラーが学生に代わって
申請を行うため、大学やカレッジの入学申込みも
スムーズです。
直接編入/条件付き入学システムは国によって
サービス内容が異なります。

LSI提携大学 / カレッジ
アメリカ

教育機関

場所

英語の入学条件

Adelphi University

Garden City, NY

TOEFL/IELTS試験免除 †

American International College

Springfield, MA

American University

Washington,
D.C.

Arkansas State University

Jonesboro, AR

大学への直接入学にはレベル3修了、大学院への直接入学に
はレベル4修了が必要

Auburn University

Auburn, AL

TOEFL/IELTS試験免除 †

Benjamin Franklin Institute of
Technology

Boston, MA

レベル5修了でTOEFL/IELTS試験免除

California International Business
University (CIBU)

San Diego, CA

レベル5修了でTOEFL/IELTS試験免除

Cambridge College

Springfield, MA

レベル5修了でTOEFL/IELTS試験免除

College of Idaho

Caldwell, ID

College of the Desert

Palm Desert, CA

レベル5修了でTOEFL/IELTS試験免除
TOEFL/IELTS試験免除 †

レベル5修了でTOEFL/IELTS試験免除

レベル5修了でTOEFL/IELTS試験免除

レベル3修了でTOEFL/IELTS試験免除

Community Colleges of Spokane

Spokane, WA

Fisher College

Boston, MA

レベル4修了でTOEFL/IELTS試験免除

Florida International University

Miami, FL

TOEFL/IELTS試験免除 †

Golden Gate University

San Francisco,
CA

TOEFL/IELTSが必要

Grossmont Community College

San Diego, CA

Humboldt State University

Arcata, CA

Los Angeles Film School

Los Angeles, CA

Louisiana State University

Baton Rouge,
LA

Maryville University

St. Louis, MO

Metropolitan College of New York

New York, NY

National University

California &
Nevada

New York Film Academy

New York, NY

Notre Dame de Namur University

Belmont, CA

Platt College

San Diego, CA

Prince William Sound Community
College

Valdez, AK

Rocky Mountain College of Art &
Design

Lakewood
(Denver), CO

Saint Michael’s College

Colchester, VT

San Francisco State University

San Francisco,
CA

Schiller International University

Largo, FL

Seattle Central Community College

Seattle, WA

Southwestern Oregon Community
College

Coos Bay, OR

レベル4修了でTOEFL/IELTS試験免除
レベル5修了でTOEFL/IELTS試験免除

レベル5修了でTOEFL/IELTS試験免除
TOEFL/IELTS試験免除 †
レベル5修了でTOEFL/IELTS試験免除

レベル5修了でTOEFL/IELTS試験免除

TOEFL/IELTS試験不要。レベル5修了後、1月にNational’s
ELP 820 を受験
ディプロマプログラムにはLSIの中上級レベルが必要
（TOEFL/IELTS試験免除）

学部入学にはレベル4修了でTOEFL/IELTS免除、大学院入
学にはレベル5の修了が必要
レベル5修了でTOEFL/IELTS試験免除

レベル3修了でTOEFL/IELTS試験免除

レベル4修了でTOEFL/IELTS試験免除
レベル5修了でTOEFL/IELTS試験免除
TOEFL 61またはIELTS 6.0以上が必要
レベル5修了でTOEFL/IELTS試験免除

レベル5修了でTOEFL/IELTS試験免除。英語と数学のプ
レースメントテストの受験が必要。カレッジ・ブリッジプログ
ラムの受講も可能
IELTSまたはTOEFL iBT45が必要

www.lsi.edu/pathways

アメリカ（続き）
教育機関

場所

UC Berkeley Extension

Berkeley, CA

条件付き入学許可書発行可能、ただし試験スコアが必要

英語の入学条件

University of Central Florida

Orlando, FL

TOEFL/IELTS試験免除 †

University of Illinois at Chicago

Chicago, IL

TOEFL/IELTS試験免除 †

University of Kansas

Lawrence, KS

TOEFL/IELTS試験免除 †

University of the Pacific

Stockton, CA

TOEFL/IELTS試験免除 †

University of South Carolina

Columbia, SC

TOEFL/IELTS試験免除 †

William Jessop

Sacramento, CA

BAプログラムにはレベル４修了、MAプログラムにはレベル5
修了が必要

†英語レベル要件を満たすために、学生はLSIでPearson/VersantテストをLSIで受ける事が出来ます

カナダ

教育機関

場所

Acadia University

Wolfville, NS

Bishops University

Sherbrooke, QC

Canadian Tourism College

BC

Evergreen College

Ontario

JRS College of Business and
Healthcare

Toronto, ON

Lambton College

Ontario

Niagara College

St. Catherine's,
ON

RED Academy

BC & ON

Royal Crown College

Toronto, ON

St. Clair College

ON

Sterling College

BC

Wilfrid Laurier University

Waterloo, ON

Yorkville University

Toronto, ON &
Vancouver, BC

ディプロマと学位プログラムにはLSIの中上級レベル（CEFR
Level B2）が必要（TOEFL/IELTS試験免除）

教育機関

場所

英語の入学条件

International Travel College

Auckland

Whitecliffe School of Design

Parnell,
Auckland

UNITEC

Mt.Albert,
Auckland

Auckland Institute of Studies

Mt.Albert,
Auckland

Ardmore Flying School

Papakura,
Auckland

ニュージーランド

英語の入学条件

EAPブリッジング・プログラムにはLSIの中上級レベル修了が必
要、学部プログラムへの直接入学にはLSIの上級レベルが必要

学部プログラムへの入学には、コース最後の3週間で実施される
試験と課題で80％以上のスコアを取得し、LSIの上級レベルを
修了する必要がある

サティフィケートプログラムおよびディプロマプログラムへの入学
にはLSIの上級レベルの修了が必要（TOEFL/IELTS試験免除）
ディプロマプログラムへの入学にはLSIの上級レベルの修了が
必要（TOEFL/IELTS試験免除）

サティフィケートプログラムおよびディプロマプログラムへの入学
にはLSIの上級レベルの修了が必要（TOEFL/IELTS試験免除）
サティフィケートプログラムとディプロマプログラムへの入学に
はLSIの上級レベルの修了が必要（TOEFL/IELTS試験免除）

サティフィケートプログラム、ディプロマプログラム、上級ディ
プロマプログラムへの入学にはLSIの中上級レベルの修了が必
要（TOEFL/IELTS試験免除）。学位プログラムへの入学にはLSI
の上級レベルの修了が必要（TOEFL/IELTS試験免除）

サティフィケート、ディプロマ、大学院プログラムへの入学には
LSIの中上級レベルの修了が必要（TOEFL/IELTS試験免除）

ディプロマプログラムへの入学にはLSIの上級レベルの修了が
必要（TOEFL/IELTS試験免除）

サティフィケート、ディプロマ、学位プログラムへの入学にはLSI
の中上級レベルの修了が必要（TOEFL/IELTS試験免除）

ディプロマ、上級ディプロマ、大学院プログラムへの入学には
LSIの中上級レベルの修了が必要（TOEFL/IELTS試験免除）。
ただし、看護学の大学院プログラムへの入学の場合は上級レ
ベルの修了が必要

学位プログラムへの入学にはLSIの上級レベルとLaurierの
LEAFプログラムの修了が必要（TOEFL/IELTS試験免除）

サティフィケートコースとディプロマコースへの入学には、コー
スに応じてIELTS 5.0～5.5が必要

サティフィケートコースと学位コースへの入学には、コースに応
じてIELTS 5.5～7.0が必要

学位コースとディプロマコースへの入学には、コースおよび国固
有の入学要件がある

学位コースとディプロマコースへの入学にはIELTS 6.0以上が必要

ディプロマコースとライセンスコースへの入学にはIELTS 6.0以
上が必要

21

「非常に素晴らしい授業
内容でした。
ここでは新し
いことをたくさん学びまし
た。
他の学校ではあまり
ない
『母国語禁止ゾーン』
も良かったです。
」
サウジアラビアからの学生の声、HATTAN
KHEDIR DAMANHOURI,
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オーストラリアのパスウェイプログラム

ニュージーランドのパスウェイプログラム

留学先にオーストラリアを選ぶ理由

留学先にニュージーランドを選ぶ理由

• 世界トップクラスの教育機関
• 主要都市にあり、通学にも便利なロケーション
• 安全でフレンドリーな研修環境
• 労働権と就労ビザが取得可能

パスウェイ
LSIパスウェイプログラム
（12～48週間）

• 世界トップクラスの教育機関
• どちらの島でも主要都市にあり、通学にも便利なロケーション
• 安全でフレンドリーな研修環境
• 労働権と就労ビザが取得可能

パスウェイ
LSIパスウェイプログラム
（12～48週間）

オーストラリアの大学/カレッジへの進学で求められる、英語
力と学習方法を身につける

大学/カレッジへの進学で求められる、英語力を身につけ、
充実した学習生活を実現。LSIオークランドの学生は全員
National Student Numberを受け取り、ニュージーランド滞
在中の学習進捗状況をデジタルに管理。

カレッジ、TAFE / 大学プログラム
（6か月～3年）

カレッジ / 大学プログラム
（6か月～4年）

オーストラリアで働く
労働許可 ー 卒業生ビザ Temporary Graduate Visa
(Subclass 485)

卒業する学位によってビザ発給日から最大4年間の卒業ビザ
を取得可能*
*情報は変更される場合があります。最新情報については、オーストラリアの移
民国境警備省のウェブサイトをご覧ください：www.homeaffairs.gov.au/

ニュージーランドで働く
14週間以上のコースを受講している、LSI、カレッジ、大
学などに通う学生は週20時間までの就労が可能*
卒業後の就労許可証を取得可能：

• 12か月（Open）
• 2 ～ 3年以上（Employer Assisted）*
*情報は変更される場合があります。最新情報については、ニュージーラン
ド移民局のウェブサイトをご覧ください：www.newzealandnow.govt.nz/

LSI オーストラリア
ブリスベン校 p47

LSI ニュージーランド
オークランド校 p46
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アメリカのパスウェイプログラム

カナダのパスウェイプログラム

留学先にアメリカを選ぶ理由

留学先にカナダを選ぶ理由

• LSIのパスウェイプログラムはアメリカ国内の提携大学への編入を保証
• 世界トップクラスの教育機関
• 英語圏の文化・経済の中心地
• 経済成長都市での就職の可能性
• 卒業後の就労許可証

• 世界トップクラスの教育機関
• リーズナブルな学費・生活費
• 雇用機会のある経済成長
• 卒業後の就労許可証（1～3年）

パスウェイ

パスウェイ

LSIパスウェイプログラム
（12～48週間）

LSIパスウェイプログラム
（12～48週間）

LSI提携大学やカレッジへのスムーズな進学、編入

カレッジ / 大学プログラム
（1～4年）

大学 / カレッジプログラム
（1～4年）

アメリカで働く
カレッジ / 大学に通う学生は週20時間までの就労可能*

OPT（Optional Practical Training）
学生は大学のプログラム終了後、1年間の就労が可能
*情報は変更される場合があります。最新情報については、アメリカ移民関税
執行局（ICE)のウェブサイトをご覧ください：www.ice.gov/sevis/students

LSI アメリカ

ニューヨーク校 p40
サンディエゴ校 p42

ボストン校 p41
SF / バークレー校 p43

カナダで働く
カレッジ / 大学に通う学生は、在学中および卒業後の
就労が可能
卒業する学位によって、卒業後の就労許可証（1～3年）
を取得可能
卒業後の就労経験が1年間あればカナダの永住権を取得
可能。成功すれば通常3～12か月で永住権を獲得可能*
* 情報は変更される場合があり、州によって内容が異なる場合がありま
す。最新情報については、移民・難民・市民権省（CIC）のウェブサイトを
ご覧ください：www.cic.gc.ca/english/study/index.asp

LSI カナダ

トロント校 p44

バンクーバー校 p45
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LSI Independent Sixth Form College
LSI Independent Sixth Form College
は、良質で認定された、A level対策、
大学進学対策プログラムを提供してお
ります。私たちは、世界中の学生がイギ
リスの有名大学に入学できるよう、サ
ポート致します。
キャンパス

LSI Independent Sixth Form Collegeのすべて
のコースは、自然に囲まれたロンドン・ハムステッ
ドエリアにあるとても綺麗で広々したビクトリア
朝の校舎で行われます。学校は交通の便もよく、
ロンドンの中心部より電車やバスで20分程です。
教室は、インターネット環境や、コンピューター、
大きなテレビ、電子黒板など、充実した設備が
整っています。また、サイエンスプログラム用のラボ
等も学校内にあり、学生ラウンジや美しい庭も
あり、夏の時期には、学生の為のイベント等も行
うため、多国籍の学生同士の交流も多いのが特
徴です。

A level コース

A levelはイギリス国内の大学へ入学資格として
認められている統一試験となります。LSIでは、
学生の学力レベルと希望する学位に応じて、1年
間、18か月、2年間のA levelプログラムを提供し
ます。通常A level コースは２年のうちの選んだ３
科目を勉強します。
LSI Independent Sixth Form Collegeでは、通
常A レベルの以下の科目から選択しますが、他の
科目もリクエストにて対応致します。
• Art
• Biology
• Business
• Chemistry
• Computer Science
• Economics
• English Literature
• French

• History
• Mathematics
• Further Mathematics
• Physics
• Politics
• Psychology
• Spanish

A Levelへの入学事前の英語研修につ
いて

A level コースを受講するには、IELTS5.5以上の
レベルが求められます。事前英語研修を行い、そ
れでも英語力が満たない場合は、A Levelの研修
期間を18か月間とし事前英語研修を延長する事
もできます。

「A levelコースの学生は優れた進歩を遂げており、
高いレベルの科目知識と学力を実証している。
」
CURRENT LSI EDUCATION INSPECTION REPORT（教育認定機関によるコメント）

www.lsi.edu/pathways

イギリスのパスウェイプログラム

フランスのパスウェイプログラム

留学先にイギリスを選ぶ理由

留学先にフランスを選ぶ理由

• 世界トップクラスの伝統ある教育機関
• 英語圏の歴史的中心地
• 多彩で豊かな文化遺産

• 世界トップクラスの教育機関
• パリ中心部の便利なロケーション
• 安全でフレンドリーな学生環境
• 文化・経済の中心地

パスウェイ

パスウェイ

LSIパスウェイプログラム
（12～48週間）

または

LSI Independent Sixth Form
College の A level コース
（12～24ヶ月）

LSIパスウェイプログラム
（12～48週間）

フランスの大学 / カレッジへの進学で求められる、DELFおよ
びDALF試験コースで言語スキルを習得。

イギリスの大学 / カレッジへのUCASを通しての出願

最大3つのフランスの大学への出願をアシスタント。追
加料金が適用されます。

大学 / カレッジプログラム
（1～4年）

カレッジ / 大学プログラム

ライセンス（L1, L2, L3）の学位コースでは3年の就学が必要。
大学院コース（M1, M2）は2年の就学が必要。

イギリスで働く

フランスで働く
LSI、カレッジ、または大学生は、フランス学生ビザで週20時
間までの就労が可能。

カレッジ / 大学に通う学生は、学期中に週20時間まで
の就労が可能*

*情報は変更される場合があります。最新情報については、次のウェブサイトを
ご覧ください：www.campusfrance.org/en/

学生はプログラム終了後、1年間働くことが可能

* 情報は変更される場合があります。最新情報については、次のウェブサイトを
ご覧ください：www.gov.uk

LSI イギリス

ロンドン・セントラル校 p36
ブライトン校 p38
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ロンドン・ハムステッド校 p37
ケンブリッジ校 p39

LSI フランス
パリ校 p48
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LSI パスウェイカウンセラー

LSI全校には、大学入学申込プロセスでアドバイスとサポートを提供する
ためのトレーニングを受けたカウンセラーがいます。
LSI パスウェイカウンセラー紹介

Mark Lane
ロンドン・セントラル校

Lucy Rumack
ニューヨーク校

Rob Petrie
ボストン校

Dr.Michael McGrath
ロンドン・ハムステッド校

Lauren Macdonald
サンディエゴ校

Greg Wickline
サンフランシスコ/バークレ
ー校

LSIカウンセラーが提供する
学生サポート：
志望校と語学スキルに基づき、学生一人ひとり
に適したプログラムをご紹介

Anthony Drury
ブライトン校

Lisa Kilmartin
トロント校

Kevin Keeler
バンクーバー校

学生が知らない可能性のあるさまざまなプロ
グラムを紹介

願書申請プロセスをサポート

LSI提携大学 / カレッジへの条件付き入学許
可書（LOA）提供*
Agnes Gulczynska
ケンブリッジ校

Brad Roberts
オークランド校

Tina Vaka
ブリスベン校

大学教授などの、ゲストを招いたレクチャーや
キャンパスツアーの手配
イギリスでのUCAS出願サポート

Emmanuel Viret
パリ校

LSIの教師陣とともに、
学生が志望するカレッジまたは大学に
入学するためのサポート

*サービス内容は国によって異なります。

www.lsi.edu/pathways

マルチセンターコース

マルチセンターコースは語学の習得と海
外旅行を組み合わせて研修したい方に
最適のコースです。
2か所またはそれ以上のLSI校で学ぶことで、より
多くの機会を得ることができます。また、長期に
学習することで、選択した国の文化により深く関
わり、多くの経験を積むことができるでしょう。2
カ国以上を選択することも可能ですので、違った
国の違った文化に触れ、その違いを比較したり、
勉強する良い機会となることでしょう。
• 受講可能国：イギリス*、アメリカ、カナダ、フラ
ンス、スイス、ニュージーランド、オーストラリア
• LSI各校でご希望の期間のお申込み可能
• 学習記録は次のLSI校に転送されるため、次の
LSI校でスムーズにコースを受講できます。

このユニークなマルチセンターコースで学習する
ことによって旅行すると同時に“住んで学ぶ”こと
が可能となり、より多くの色々な機会が生まれる
ことでしょう。

マルチセンターコース サンプル

コース：インテンシブ 24 期間：10週間
学校

イギリス、ロンドン・ハムステッド校

イギリス、ブライトン校

コース：ジェネラル 20 期間：20週間
学校

サンフランシスコ/バークレー校、アメリカ

カナダ、トロント校

コース：インテンシブ 30 期間：36週間
学校

オーストラリア、ブリスベン校
ニューヨーク校、アメリカ

イギリス、ロンドン・セントラル校

期間
6週間
4週間

期間
12週間
8週間

期間
12週間
12週間
12週間

* Short Term Studentビザ所持者、またはEU国籍の学生のみ
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「私はこれまで自分の
国から出たことがありま
せんでした。
ここに来て、
様々な国の人たちと出会
い、様々な文化を知るこ
とができたのは素晴らし
い体験でした。
」
ブラジルからの学生の声、JULIA
PIETROBELI
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Premium Courses
LSIは社会人向けの語学教育において55年以上の歴史があります。コースの内容は多岐にわたり、柔軟なス
ケジュールとご要望に沿ったプランをご提案します。グループレッスン、個人レッスン共に、ニーズに応じたプ
ログラムを作ります。経験豊富で最新の教授法に精通した教師陣がご要望にお応えします。経験を活かし
て詳細なコースプランを立て目的達成のサポートを致します。

個人レッスン

• 週20、30、40、50レッスン
• 全レベルの方申込可能
• １レッスン：45分（アメリカ、カナダは50分）
• 開講日：毎週月曜日

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、レッスンは
受講者のご要望を伺い、進捗状況を計りながら
進めていきます。特別な分野に的を絞った方や限
られた時間での研修をご希望の方には効果的な
コースです。

海外出張や商談、プレゼンテーションが多いビジ
ネスマン/ウーマンやエグゼクティブの方には最適
な選択です。教師はご要望にいつでもお応えする
能力と柔軟性を兼ね備えています。

ミニグループコース

• 週20、30、40レッスン
• 受講者数：最大5名
• 参加条件：19歳以上
• 中級～上級レベル*
• 1レッスン：45分(アメリカとカナダは50分)
• コース内容：ビジネス英語（試験対策ミニグルー
プコースについてはP15を参照）
• 開講日：毎週月曜日
ビジネスで使われる言語を中心に一般的語法と
スキルの向上を目指します。

少人数制の集中的クラスで 実際のビジネスシー
ンを想定し、プレゼンテーショ ン、会議で使う英
語などのスキルアップを図ります。
互いに意識しあうことで、グローバルビジネスと
コミュニケーションの重要性を理解し、インター
ナショナルなクラスで経験豊かな教師の指導に
より価値ある知識を身に付けます。
* 初中級レベルの方も受入れ可能です。詳細は各学校にお問い
合わせください。

9日間集中コース

• 個人レッスン、82レッスンまたは92レッスン
• 1レッスン：45分(アメリカとカナダは50分)
• 連続9日間レッスン
• 毎週土曜日開始

短期間で最も効果的に語学の上達を希望される
方のためのコースです。海外でのプレゼンテー
ションやミーティングを控えている多忙な方に1週
間プラス前後の土日を含めた最短期間に集中して
レッスンを受講頂きます。ビジネスシーンを想定
したレッスンでは生きた言語を学べる一方で、教
師との昼食で、日常の会話も学べます。

ロンドン・セントラル校
プロフェッショナルセンター

ロンドンの中心地に位置しているLSI ロン
ドン・セントラル校校舎の最上階にはプロ
フェッショナルセンターがあります。
集中して学びたいプロフェッショナルの方
々のために快適に過ごせる環境を用意し
てあります。受講者はパソコンルームのパ
ソコンが利用可能で、紅茶、コーヒーのセ
ルフサービス、新聞の閲覧ができます。到
着後にビジネス英語語彙集、観光資料、
アメニティーグッズ、レジャー情報の入っ
たスタディーキットを差し上げます。

演劇鑑賞、レストランナイト、ガイド付き
市内観光、博物館巡り、ワイン&チーズ
パーティ等の課外活動にもご 参加頂く事が
できます。また、各国からコースに参加さ
れている社会人の方々とコミュニケーショ
ンを図るのに、またとない機会でしょう。

ミニグループ＋個人レッスン

ミニグループコースに、柔軟にアレンジ出来る個
人レッスンを加えることによって、特別な分野に
ついて学んだり、さらにレベルアップをはかること
が出来ます。
コースプランのサンプル

• 週40レッスンのミニグループ+週５個人レッスン
• 週30レッスンのミニグループ+週10個人レッスン
• 週20レッスンのミニグループ+週20個人レッスン
• 週40レッスンのミニグループを2週間＋40個人
レッスンを1週間

学校について p35

ロンドン・セントラル校、イギリス p36

ロンドン・ハムステッド校、イギリス p37
ブライトン校、イギリス p38

ケンブリッジ校、イギリス p39

ニューヨーク校、アメリカ p40
ボストン校、アメリカ p41

サンディエゴ校、アメリカ p42

サンフランシスコ/バークレー校、アメリカ p43
トロント校、カナダ p44

バンクーバー校、カナダ p45

オークランド校、ニュージーランド p46
ブリスベン校、オーストラリア p47
パリ校、フランス p48

チューリッヒ校、スイス p49

「ミニグループと個人レッスンを組み合わせ
たコースは英語力アップに役に立ちました。
クラスの雰囲気はとても良く、先生たちはい
つも柔軟に対応してくれました。
」
コロンビアからの学生の声、DIANA VALCARCEL GARCIA

ミニグループプラスコース

ミニグループコース

9日間集中コース

以下のLSI各校でプレミアムコースを開講しております。

個人レッスン

www.lsi.edu/premium

参加された企業様

金融
American Express
Credit Suisse
Deutsche Bank
Goldman Sachs
JP Morgan Chase
Lloyds TSB
Merril Lynch
コンサルタント
Cap Gemini
Ernst & Young
KPMG
テクノロジー
Bosch
Casio
Dell
Ericsson
Hewlett-Packard
Logica
Samsung
Siemens
SMEG

通信
British Telecom
Cable and Wireless
Nortel Networks
Orange
Communications
メディア
BBC TV
EMI Records
Reuters

エンターテイメント
The Walt Disney
Company
自動車工学
Daimler Chrysler
Mercedes Benz
Mitsubishi
Toyota
医薬品およびヘルス
ケア
Aventis
Pfizer
Johnson & Johnson
Bayer
運輸
Deutsche Bahn
Lufthansa Cargo
石油
Shell
飲食
Schweppes
Cadbury Trebor
Bassett
Coca Cola
Danone
Heineken
Nestlé
Unilever
小売
H&M – Hennes &
Mauritz
Gucci
Kookaï
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語学レッスン＋実務経験コース
LSIの語学レッスン＋実務経験コースは貴重な実務経験をしな
がら、語学力アップの機会が得られる優れたプログラムです。
このコースは、コミュニケーション能力を向上させ、実際に仕
事を経験することを通じて、将来の仕事に役立てることを目
指しています。
LSIでは、報酬が支払われる就業と無給での就業の、両方の
実務経験をご提供致しております。注：下記は主にヨーロッパ
の学生の過去の実績を参考にしています。また、国籍や語学
レベルにより実務経験の手配が難しい場合があります。

イギリス

実務経験（無給）
• イギリスで働く権利を持つ学生が対象です
• ジェネラル20、インテンシブ24、インテンシブ30
を8週間以上受講した方
• 1か月から6か月間の実務経験先を紹介
• 3つの業種または専門業の希望を選択します。
その後、ご希望に沿う職場をご紹介します
• 研修開始日より12週間以上前にお申込みが必
要です。
• 参加条件：18歳以上

カナダ

ワーキングホリデー
• オープン就労ビザでカナダ国内での労働が可
能可能
• 国籍に応じて、最大12か月または24か月間カナ
ダで生活し、仕事をすることが可能
• あらゆる職種でボランティアまたは有給職員と
して働ける
• 6ヶ月までなら通学も可能

オーストラリア

インターンシップ（無給）
• マーケティング、イベントスタッフ、人事、ビジネ
ス事務、医療関係、介護関係など、様々な分野
での実務経験が可能です。
• 期間：6～26週間（プログラムにより異なります）
• 参加条件語学レベル：最低必要とされる英語レ
ベル：中上級以上（IELTS6.0以上）
• 前提条件：12週間のインテンシブ 24またはイン
テンシブ 30コース
• プログラム参加には、コース開始日より最低４
週間前にお申込みが必要です。
• 参加者は専門学校生、大学生または卒業後18か
月未満の方である必要があります。
• インターンシッププログラム参加には最終学歴
と同内容である必要があります。
• 参加可能年齢：18歳から30歳まで

ワーキングホリデー
• 学生の国籍によりワーキングホリデーを取得す
る事が可能です。
• オーストラリアで最長1年の滞在・就業が可能
です。
• 履歴書やカバーレターの作成、就職のための面
接テクニックなどをサポートします。

www.lsi.edu/work-study-programmes

Demi Pair（デミペア）
• 最低限必要な英語レベル：中上級
• 必要なコース期間：10週間のジェネラル20また
はインテンシブ24
• コースとデミペアは同時に取る必要があります。
• 運転免許証が必要です
• ビザの種類：ワーキングホリデービザ、ワークエ
ンドホリデービザ
• 参加可能年齢：18歳～27歳
• 12～24週間、厳選されたファミリーでデミペア
をする事ができます
• デミペアの業務：15～20時間の子どものお世話
と簡単な家事手伝い
• 12週間のデミペア経験の後、オペアの手配をす
る事も可能です

Au Pair（オペア）
• 最低限必要な英語レベル：中級
• 必要なコース期間：10週間のジェネラル20また
はインテンシブ24
• 運転免許証が必要です
• ビザの種類：ワーキングホリデービザ、ワークエ
ンドホリデービザ
• 参加可能年齢：18歳～30歳
• ６か月のオペアは英語コース終了後に開始する
事が可能です
• オペアの業務：最大38時間の子どものお世話経
験者と簡単な家事手伝い
• オペアでは、週にAU$200の収入を得る事がで
きます
• 語学研修期間は、様々な滞在期間を手配する事
が可能です
• 前提条件：最低100時間子どものお世話をした
ことがある（ベビーシッターを含む）

ニュージーランド

インターンシップ（無給）
• 実務経験前に開始時の英語レベルに応じて、6
週間～12週間のインテンシブ24またはインテン
シブ30英語研修が必要
• オークランド市内の3～6ケ月間の仕事、他の都
市の場合もあります
• 参加可能年齢：18歳～30歳
• 最低限必要な英語レベル：中上級
• 経営、広告、販売、メディア、ＰＲ、小売、旅行
業、ホームページ関係などの経験が可能。但
し、英語力により希望の職種につけない場合が
あります
• ワーキングホリデービザ所有者のみお申込可。
• Trainee Visa所有者、入学した大学で勉学の一
環としてインターンシップが可能

ワーキングホリデー
• 学生の国籍によりワーキングホリデーを取得す
る事が可能です
• 6か月の語学研修（国籍により異なります）
• ニュージーランドで最長1年の滞在・就業が可
能です
• 履歴書やカバーレターの作成、就職のための面
接テクニックなどをサポートします

Demi au Pair（デミオペア）
• 18歳から30歳の男女学生
• 最低限必要な英語レベル：中級
• 必要なコース期間：ワーキングホリデービザ所
有者：12週間以上のインテンシブ24もしくはイ
ンテンシブ30、学生ビザ所有者：14週間以上イ
ンテンシブ24もしくはインテンシブ30
• デミオペア期間：理想的には6～12か月ですが、
優秀な候補者であれば最低4か月から受け入れ
られます
• 運転免許証が必要です
• 子どものお世話経験者が望ましいですが、必須
ではありません
• 小児と乳児の救命救急資格を保持しているこ
と。LSIオークランド校は応急処置コースを追加
料金で手配できます
• 出身国の無犯罪証明書が必要となります
• ビザの種類：ワーキングホリデービザ、もしくは
週20時間以内の就業を許可された学生ビザ
• 学生ビザ所有者は、LSIでの学生ビザ期間のみ
就業可能
• ワーキングホリデービザの学生：1つの家庭にお
ける就業可能時間は国の規定に基づきます
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「私にとって、子どもの
お世話と勉強の両立は
問題ではありませんでし
た。
ホストマザーは理解
のある人で、もっと勉強
する時間が必要だと伝
えたら仕事量を減らして
くれました。
実際、勤務時
間は週に15～20時間の
みで、勉強する時間が十
分にありました。
」
ドイツからのデミペア学生の声、MICHELLE
SEIGIES
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Experiences
LSIの「Experience」コースでは、英語学習と様々なアクティビティを同時に満喫できます。コースでは、素晴
らしい経験をすることができ、忘れられない友情を育めることでしょう。
クラブ 40 プラス

英語＋バリスタトレーニング

• ジェネラル20レッスン（様々な年代の学生が参
加）
• 午後の課外活動：週3回（オークランド校は
週5回）
• コース期間：1～4週間（オークランドは 1～２
週間）
• 参加条件：40歳以上
• 英語レベル：初級～中級（学校により異なります）

• 英語の授業：1週間につき20レッスン*
• コース終了時にはバリスタ資格証明書を発行
します。
• バリスタトレーニング：オークランド校：2週間
で15時間。ブリスベン校：1日3～5時間
• コース期間：オークランド校：2週間。ブリスベ
ン校：最低1週間の一般英語＋バリスタトレー
ニング1日
• 最低限必要な語学レベル：中級
• 参加条件：17歳以上

LSIでは年間を通じて、すべてのコースで語学を
学ぶ事に興味がある "Young at heart"をお持ち
の中高年の方を歓迎致します。学校によっては、
クラブ40プラスご参加の方によりご興味を持っ
ていただけるような特別な課外活動を用意して
おります。

課外活動の例：ワイナリー訪問、レインフォレス
ト、マオリ織りの見学、ボートクルージング、観
劇、ケンジントン宮殿など。

開講校：
イギリス、アメリカ、カナダ、オークランド、チュー
リッヒの各LSI校。開講日：各学校ページを参照し
てください。

コンビネーションコース

このプログラムは語学研修と課外活動を組
み合わせたコースです。詳細は各学校にご確認
ください。

「年齢に関わらず新しい経
験を求める方にはLSIニュー
ヨーク校をお勧めします。
私
の歳 (41) では新しいことに
挑戦することを躊躇する人
もいますが...ここでは素晴ら
しい時間を過ごすことがで
きました！」
ドイツからの学生の声、ANJA CZER WINSKI

フランス語 ＋ 美術史

世界で最も興味深い都市の1つで、美術史を学べ
る機会。フランス語クラスに、アートワークショッ
プや世界トップクラスの美術館への課外授業など
を組み合わせたプログラムです。

• フランス語の授業：1週間につき20レッスン
（16.67時間）
• 午後のアクティビティ: 1週間につき2回（アート
ワークショップと課外授業：6時間）
• コース期間：2週間
• 最低限必要な語学レベル：中級
開講校：
パリ校

英語のクラスにバリスタトレーニングを組み合わ
せて、人気のコーヒーショップで仕事を得るため
に求められる知識と実践的なスキルを身に付けま
す。バリスタの仕事に応募するには、受講中に働
く資格がなければなりません。

開講校：
オークランド校、ブリスベン校

* 学生ビザをお持ちの方は24レッスンも可能です。

フランス語＋クッキング

LSIパリ校でフランス語を学びながら、フランス料
理を学びます。このコースでは、伝統的なフランス
料理を学び、料理のスキルを上げながら、フラン
スの文化を知ることができます。

• フランス語の授業：週20レッスン（週16.67時間）
• 週3回の午後のフランス料理レッスン （週6時間）
• コース期間：2週間
• 必須フランス語レベル：初中級以上
開講校：
パリ校

www.lsi.edu/social
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Social Programme
各校とも、さまざまな楽しい課外活動を提供しています。学校で学んだ事を実世界で活用しながら、世界中
から集まった学生と仲良くなるなど、海外留学を満喫できるプログラムです。

LSIの課外活動

それぞれの趣味やライフスタイルが何であれ、誰
もが興味をそそられる楽しいアクティビティを提
供します。プログラムの内容には、日帰り旅行、博
物館巡り、ギャラリー、劇場や映画鑑賞、レストラ
ンとパブ巡り、国際的なイベント、スポーツ観戦
などがあります。参加費用が無料の課外活動が多
く、その他の課外活動のほとんどに割引料金で参
加する事ができます。また、多くのスポーツアクティ
ビティを手配可能です。詳細は、学校スタッフに
お尋ね下さい。

語学＋レジャープログラム

LSIの語学＋レジャープログラムで、スポーツへの
情熱を表現しましょう。サンディエゴでサーフィ
ン、バンクーバーでは森林公園ハイキング、トロン
トでテニス、オークランドではエクストリームス
ポーツなど、さまざまなスポーツと語学学習を組み
合わせることができます。プログラムの詳細につ
いては、LSIまでお問い合わせください。
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滞在先

LSI各校ではご希望に応じ、厳選されたホストファミリー、学生寮、ホテルなど様々な滞在先をご紹介してい
ます。

LSI のホームステイ

フレンドリーで落ち着いた環境で、滞在される国
の生活を体験していただくため、ホストファミリー
先を厳選しております。多くの参加者の方が、帰
国後もホストファミリーと連絡を取り合っていま
す。

学生寮、学生レジデンス（長期滞
在型ホステル）

学生寮（レジデンス）は各国から参加している学
生と出会う機会がある滞在先です。バスルーム
は、国、場所、時期などによって異なりますが、共
同バスルームまたはプライベートバスルームから
選ぶ事が出来ます。お部屋は定期的なクリーニン
グが行われます。シーツの交換は週1回です。食
事のサービスは寮によって異なりますが、大半の
寮は朝食付きです。

レジデンスホテル（長期滞在型ホ
テル）
ホテルよりは経済的ですが、サービスは限定され
ます。掃除は週1回行われます。ホテルによっては
ミニキッチンが付いている所もあります。

ホテル

ご希望の方にはホテルをご紹介しています。お問
い合せ下さい。

ロンドンのアパート /
フラットシェア

アパートメントはロンドン全域にあり、4～6人で
宿泊できます。シングル、ダブル、ツインルームか
ら選ぶことができます。アパートメントは、学生に
必要な設備を備えています。

「ホストファミリーについては言葉では言い表せませ
ん。
感謝の気持ちでいっぱいです。
とても素晴らしい人
たちで、
フレンドリーで親切な、文句なしのホストでした。
彼らと素敵な時間を過ごしました。
お別れするのをとて
も寂しく思います。
想像していたアメリカの一般家庭と
は違って、非常に満足する滞在でした。
」
ブラジルからの学生の声、CECILIA MORALES LEIVA DALEFFE

滞在方法についての詳しい情報はLSI
ホームページの滞在先パンフレッ
トをご確認下さい。

www.lsi.edu/
accommodation

www.lsi.edu/schools
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Schools
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ロンドン・セントラル校
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

GENERAL COURSES p8-9

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
ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES p10-11

ビジネス英語レッスン｜法律英語｜メディカル英語
ACADEMIC COURSES & PATHWAYS p12-29

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
PREMIUM COURSES p28-29

個人レッスンコース｜9日間集中コース｜ミニグループ

WORK & STUDY p30-31
実務経験（無給）

EXPERIENCES p32
クラブ 40 プラス

主な特徴
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

「語学留学にLSIを選んだ
ことは正解でした。
先生た
ちは本当に素晴らしかった
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、MARKETING

国会議事堂

認定されている組織/団体

www.lsi.edu/hampstead
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ロンドン・ハムステッド校

ロケーション

ハムステッドはまるで絵画のように美しいエリア
で、ロンドン郊外の落ち着いた生活環境にありま
す。有名な作家や芸術家等も多く住み、ロンドン
の中心地までも近く、交通の便もとても良い町で
す。この地区にはおしゃれなカフェやレストラン、
ブティックが並んでおります。

London
Hampstead
A400

Camden

LSIロンドン・ハムステッド校はまさに絶好のロ
ケーションに位置しています。宿泊施設も近く、ロン
ドンの観光名所も出かけやすいため便利です。

Abbey
Road

ライフスタイル

The Regent’s Park

A5205
A501

A501

London
Central
Oxford Circus

British
Museum

大きなお庭ではBBQやスポーツなどのアクティビ
ティが行われます。その他にもパブやクラブを訪
れたり、ミュージカル、週末には遠足などのイベ
ントが催されます。ロンドンで最も人気のある
マーケット、カムデンロックマーケットもすぐ近くに
あります。

コース

GENERAL COURSES p8-9

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
ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES p10-11
ビジネス英語レッスン｜英語教授法レッスン

ACADEMIC COURSES & PATHWAYS p12-29

ATA | AYA | パスウェイ | アカデミック英語 | 語学検
定試験対策：IELTS、TOEFL iBT、TOEIC | A level
PREMIUM COURSES p28-29

個人レッスンコース｜9日間集中コース
WORK & STUDY p30-31
実務経験（無給）

EXPERIENCES p32
クラブ 40 プラス

JUNIOR COURSES p50-72

授業のみ | デイコース | フルパッケージ | ファミリー
コース

主な特徴
12クラスルーム
1クラス最大人数15名
プロジェクター / フラットスクリーン

学生ラウンジ
庭

無料Wi-Fi

認定されている組織/団体
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www.lsi.edu/brighton

ブライトン校
ブライトン桟橋

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

「LSIブライトン校が大好きです！とてもフレンドリーな
人たちに囲まれて多くの事を学んでいます。
ブライトン
は今では私の第二の故郷です。
ホストファミリーはとて
もフレンドリーで親切です。
帰るのが寂しいです！」
コロンビアからの学生の声、MARIA CAMILA OVIEDO

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。

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
ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES p10-11
ビジネス英語レッスン

ACADEMIC COURSES & PATHWAYS p12-29

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
PREMIUM COURSES p28-29

個人レッスンコース｜9日間集中コース
Portla
n
Road d

WORK & STUDY p30-31
実務経験（無給）

EXPERIENCES p32
クラブ 40 プラス

JUNIOR COURSES p50-72

授業のみ | デイコース | フルパッケージ |
ファミリーコース

Kingsway

200m

認定されている組織/団体

Churc
h Roa
d

English Channel

The Dri
ve

ライフスタイル

GENERAL COURSES p8-9

Ven
t
Villa or
s

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。

コース

Med
in
Villa a
s

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。

Hov
e St
.

ロケーション

www.lsi.edu/cambridge

ケンブリッジ校

ロケーション

King’s
College

e
rad
Pa
g’s
Kin
250m

d
Roa
Hills

Fen
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ewa
y

Parker’s
Piece

M
ill
Ro
ad

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。

主な特徴
12クラスルーム
1クラス最大人数15名
ケンブリッジの街をサイクリング

認定されている組織/団体

街の中心部
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コース

GENERAL COURSES p8-9

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
ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES p10-11

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
ACADEMIC COURSES & PATHWAYS p12-29

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
PREMIUM COURSES p28-29

個人レッスンコース｜9日間集中コース｜ミニグループ
WORK & STUDY p30-31
実務経験（無給）

EXPERIENCES p32
クラブ 40 プラス

JUNIOR COURSES p50-72

授業のみ | デイコース | フルパッケージ |
ファミリーコース

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

www.lsi.edu/ny
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ニューヨーク校
9/11
Memorial
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Bridge

「LSIニューヨーク校での勉強を楽しんでいます。
世界
中の友達を作ることができ、
たくさん英語の練習がで
きています。
先生や授業内容もとても素晴らしいです。
」
ブラジルからの学生の声、TAMMY CAMPOS DI CALAFIORI、FILM ACTRESS

100m

Battery Park
Statue
of Liberty
Cruises

R
FD

E
IV
DR

East River

ロケーション

ニューヨークは、アメリカのビジネスや文化、伝
統、歴史、全てを代表する大都市です。商業や政
治、バレエ、スポーツまで、
「ビッグアップル」とい
うニックネームを持つニューヨークにはすべてが
揃っています。

主な特徴
12クラスルーム
1クラス最大人数16名
街の中心部

車椅子対応

ランチルーム
無料Wi-Fi

認定されている組織/団体

グランド・セントラル駅を設計した建築家によ
り、新しく改装されたルネッサンス様式の建物に
位置するLSIニューヨーク校は、伝統あるフィナン
シャル・ディストリクトの中心部にあり、ウォール
街、ニューヨーク証券取引所、9月11日記念館、1
ワールドトレードセンターからわずか数ブロック
の場所にあります。

ライフスタイル

眠らない街ニューヨークは、最高のレストランや
美術館、自由の女神像、エンパイアステートビル
などの有名スポットなど、文化エンターテイメン
トに触れ合える場所が無限にあります。頻繁に実
施される課外活動では、このような観光地巡りを
楽しめます。

コース

GENERAL COURSES p8-9

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｜プラスコース
ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES p10-11
ビジネス英語レッスン｜英語教授法レッスン

ACADEMIC COURSES & PATHWAYS p12-29

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）。TOEFL iBT、GMAT、SAT
PREMIUM COURSES p28-29

個人レッスンコース｜ミニグループ
EXPERIENCES p32
クラブ 40 プラス

JUNIOR COURSES p50-72
フルパッケージ

www.lsi.edu/boston

ボストン校

コース

GENERAL COURSES p8-9

Shopping
Center

Boston
Common

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｜プラスコース

Essex Street
China Town

ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES p10-11

200m

For
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Trem
ont
Stre
et
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ch S
tree
t

ロケーション

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。
豊かな歴史と近代的な様子が溶け込んだ、アメリ
カを代表する国際都市の1つです。また、教育と文
化の中心地としても有名で、自然に囲まれた美し
い街でもあります。秋のニューイングランドは息
をのむほどの景色が楽しめます。
LSIボストン校は、ボストンの金融街、チャイナタ
ウン、劇場の近くに位置するレンガ造りの建物に
あります。

ライフスタイル

博物館巡り、歴史地区ウォーキングツアー、野球
観戦、ニューヨーク市内観光などの課外活動が盛
りだくさんです。

ビジネス英語レッスン｜英語教授法レッスン

ACADEMIC COURSES & PATHWAYS p12-29

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）。TOEFL iBT、GMAT、SAT
PREMIUM COURSES p28-29

個人レッスンコース｜9日間集中コース｜ミニグループ
EXPERIENCES p32
クラブ 40 プラス

JUNIOR COURSES p50-72

授業のみ | デイコース | フルパッケージ |
ファミリーコース

主な特徴
9クラスルーム
1クラス最大人数16名
街の中心部

主要地域へのアクセス良好
学生ラウンジ
無料Wi-Fi

認定されている組織/団体
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www.lsi.edu/sd

サンディエゴ校

「素晴らしい先生ばかり
で、授業を心から楽しんで
います。
スタッフもとてもフ
レンドリーな人たちばか
りです。
いろいろな国から
の友達がたくさんできまし
た。
この学校をお勧めしま
す。
LSIサンディエゴ校がき
っと気に入ると思います。
」
メキシコからの学生の声、NOE CALDERON

5th Avenue

W Broadway

Balboa Park

コース

GENERAL COURSES p8-9
San Diego Zoo

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｜プラスコース
ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES p10-11

Ea
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o
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e
or
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Island

ビジネス英語レッスン｜英語教授法レッスン

Sa
n

Imperial Ave.

500m

ロケーション

「アメリカの最も素晴らしい都市」とも言われる
サンディエゴはカリフォルニアの最南端に位置
し、ロサンゼルスとメキシコを結ぶ70マイルの太
平洋沿岸に沿った美しい自然の港にあります。

LSIサンディエゴ校は、街の中心部にあるモダン
な建物にあります。学校からは、サンディエゴ動
物園、ガスランプ クォーター、バルボアパーク、
サンディエゴ湾などの観光スポットが徒歩圏内に
あります。

ライフスタイル

恵まれた気候で、ビーチや島、山、砂漠までも近
く、サンディエゴを満喫する課外活動に事欠きま
せん。ビーチパーティー、サーフィン、セーリング。
さらには、スキー旅行やロサンゼルス、ラスベガ
ス、メキシコへの週末旅行も可能です。

ACADEMIC COURSES & PATHWAYS p12-29

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、GMAT、SAT
PREMIUM COURSES p28-29

個人レッスンコース｜9日間集中コース｜ミニグループ
EXPERIENCES p32
クラブ 40 プラス

JUNIOR COURSES p50-72

授業のみ | デイコース | フルパッケージ |
ファミリーコース

主な特徴
18クラスルーム
1クラス最大人数16名
車椅子対応

学生ラウンジ
ランチルーム
無料Wi-Fi

認定されている組織/団体

www.lsi.edu/berkeley
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サンフランシスコ/バークレー校
ロケーション

12クラスルーム
1クラス最大人数16名
街の中心部

認定されている組織/団体

ビジネス英語レッスン｜英語教授法レッスン

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）。TOEFL iBT、GMAT、SAT
PREMIUM COURSES p28-29

個人レッスンコース｜9日間集中コース｜ミニグループ
EXPERIENCES p32
クラブ 40 プラス

JUNIOR COURSES p50-72

授業のみ | デイコース | フルパッケージ |
ファミリーコース

対話中心の授業
学生ラウンジ
無料Wi-Fi

San
Francisco
Bay
500m

ity Ave
Univers

Aquatic
Park

e
Shattuck Av

主な特徴

ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES p10-11

ACADEMIC COURSES & PATHWAYS p12-29

University
of
California

Berkeley
Marina

er King Way
Martin Luth

LSIバークレー校では、バークレー、サンフランシ
スコ、北カリフォルニアへの観光など、頻繁に課
外活動を実施しています。ベイエリアは、ゴール
デンゲートブリッジやフィッシャーマンズワーフ、
アルカトラズなどの有名観光地が多数あり、ワイ
ナリーやモントレー半島などの小旅行もアレンジ
可能です。

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｜プラスコース

St
mento
Sacra

ライフスタイル

GENERAL COURSES p8-9

Way
ablo
San P

のんびりした雰囲気の街、バークレーは、サンフ
ランシスコのあらゆる有名スポットへのアクセス
も良好です。学校はダウンタウンの二階建てビル
内にあり、駅から徒歩数分、カリフォルニア大学
バ－クレー校キャンパスもすぐそばにあります。

コース

Fwy
hore
Easts
I-580

サンフランシスコの対岸にある都市バークレー
は学生でにぎわう街です。カリフォルニア大学の
キャンパスを中心に、カフェやお店、レストラン
やナイトライフまで多様なスポットが充実してい
ます。

Downtown San Francisco
30 mins

44

www.lsi.edu/toronto

トロント校

ロケーション

夏はピクニック、冬はスケートなどがあります。ナ
イアガラの滝観光は季節を問わず参加出来ます。
そのほか歴史的名所巡り、美しい公園散策など
も楽しめます。

ビジネス英語レッスン｜法律英語｜メディカル英語
ACADEMIC COURSES & PATHWAYS p12-29

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
PREMIUM COURSES p28-29

個人レッスンコース｜9日間集中コース｜ミニグループ
WORK & STUDY p30-31

EXPERIENCES p32
クラブ 40 プラス

JUNIOR COURSES p50-72

授業のみ | デイコース | フルパッケージ |
ファミリーコース

17クラスルーム
1クラス最大人数16名
車椅子対応

認定されている組織/団体

rk
ale Pa
Rosed

ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES p10-11

ワーキングホリデー

主な特徴

250m

学生ラウンジ
ランチルーム
無料Wi-Fi

treet
Bay S

ライフスタイル

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｜プラスコース

ad
ue Ro
Aven

LSIトロント校は、カナダ最大の都市の中でも最
も美しい住宅地の1つであるローズデールにあり、
このアリアを探索するのに適した場所です。

GENERAL COURSES p8-9

et
e Stre
Yong

カナダ最大の都市トロントは、ビジネスと文化の
中心地でもあります。スポーツ、オペラ、ダンスな
ど、さまざまな興味を満たしてくれる多数のイベン
トがあります。

コース

Downtown Toronto

East
Bloor St

www.lsi.edu/vancouver

バンクーバー校
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「LSIで勉強した5か月は本当に価値あるものでした。
特に授業の進め方や対話のトピックが良かった。
すばら
しい友人とともに過ごしたLSIでの経験を決して忘れる
ことはないでしょう。
」
ニューカレドニアからの学生の声、MAELYS VESIR

ロケーション

港町バンクーバーは世界一美しい街として広く知
られています。雪に覆われた山々と太平洋沿岸に
位置するバンクーバーは、見事な自然美を誇る
都市です。

学校は、バス、シーバス、スカイトレインなど交
通に便利な場所にあり、主な観光スポットにも簡
単にアクセスできます。

ライフスタイル

手頃な値段で食事ができるレストランでの食事
や、有名なカフェでリラックスするのもバンクー
バー滞在での楽しみです。学校では多彩なアクティ
ビティをご用意しています。ビーチでの1日、世界
レベルのプロチームのスポーツ観戦等、ビクトリ
ア、ロッキー山脈、ウィスラーへの週末の旅行な
ども行います。

コース

GENERAL COURSES p8-9

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｜プラスコース
ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES p10-11
ビジネス英語レッスン

ACADEMIC COURSES & PATHWAYS p12-29

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
PREMIUM COURSES p28-29

個人レッスンコース｜9日間集中コース｜ミニグループ
WORK & STUDY p30-31
ワーキングホリデー

EXPERIENCES p32
クラブ 40 プラス

JUNIOR COURSES p50-72

授業のみ | デイコース | フルパッケージ |
ファミリーコース

認定されている組織/団体

主な特徴
12クラスルーム
1クラス最大人数16名
街の中心部

車椅子対応

学生ラウンジ
無料Wi-Fi
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www.lsi.edu/auckland
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オークランド校

コース

GENERAL COURSES p8-9

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
ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES p10-11

ビジネス英語レッスン｜法律英語｜メディカル英語｜航
空英語｜英語教授法を学ぶレッスン
ACADEMIC COURSES & PATHWAYS p12-29

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、B2 Business
Vantage）、IELTS、TOEFL iBT、TOEIC
PREMIUM COURSES p28-29

個人レッスンコース｜ミニグループ
WORK & STUDY p30-31

無給インターンシップ | ワーキングホリデー | デミペ
ア / オペア
EXPERIENCES p32

クラブ 40 プラス | 英語＋バリスタトレーニング

ロケーション

ニュージーランドの玄関口として知られるオーク
ランドは二つの港を持つ街で、別名「シティ・オ
ブ・セイルズ（帆の街）」とも呼ばれています。多
種多様な民族が暮らすオークランドは、すばらし
い眺望と息をのむような景観、世界で最も楽しく
て刺激的な都市のひとつとされています。

LSIオークランド校は、市内中心部のカフェやレス
トランに近い場所にあり、明るく開放的な教室か
らはマイヤーズパークのヤシの木が目の前に広が
ります。交通の便もとても良く、買い物や食事を
する場所も徒歩圏内にあります。

ライフスタイル
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認定されている組織/団体

ニュージーランド経済、文化の中心であるオーク
ランドは、ショッピング、マオリ、ポリネシア芸術
文化の展覧会など様々なイベントを楽しめる街
です。また、課外活動にはLSIフットボールゲーム
やスカイダイビング、スキー、ワインテイスティン
グ、ニュージーランドの森林地帯を散策など、他
に比べようもないほど充実しています。

主な特徴
20クラスルーム
1クラス最大人数16名
街の中心部

ランチルーム
車椅子対応
無料Wi-Fi

www.lsi.edu/brisbane

ブリスベン校

「LSIブリスベン校で勉強するのは2回目です。
とても良い学校だから戻ってきました。
先生も学校スタッフも素晴らしい人たちです。
」

Central
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ee
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ロケーション

雄大な自然、素晴らしい料理、ゆったりと時間を
過ごす生活、多様性に富む文化などのように、
オーストラリアは世界でも人を惹き付けてやまない
魅力的な国のひとつです。クイーンズランド州の
州都ブリスベンは、年間を通して過ごしやすい気
候に恵まれています。
LSIブリスベン校は、ブリスベン川に隣接する市内
中心部の歴史的な建造にあり、ショップ、レストラ
ン、公共交通機関などはすぐ近くにあります。

ライフスタイル

課外活動は全て、オーストラリアでもっとも魅力
的な“陽光の州”を網羅しています。ブリスベンか
ら一時間以内の距離には、ビーチをはじめ、熱帯
雨林、野生生物保護地区など壮大なツアーを楽
しめる場所が数多くあります。

学校の近くでは、クイーンストリートモールや植物
園を散歩したり、博物館やギャラリーなどでサウ
スバンクの文化を体験する事ができます。
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コロンビアからの学生の声、OLGA LUCIA MORENO RAMOS

500m

コース

Kangaroo
Point

ご注意ください： 監督者のいるグループに属していない18
歳未満の未成年者はインテンシブ 30のみ受講できます。

GENERAL COURSES p8-9

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
ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES p10-11
ビジネス英語レッスン

ACADEMIC COURSES & PATHWAYS p12-29

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
PREMIUM COURSES p28-29
個人レッスン

WORK & STUDY p30-31

無給インターンシップ | ワーキングホリデー |
デミペア / オペア
EXPERIENCES p32

英語＋バリスタトレーニング

* 学生ビザ取得者は、メインの学習コースの一部としてこれらの
コースをお申込みいただけます。

主な特徴
7クラスルーム
1クラス最大人数16名
街の中心部

対話中心の授業
テレビルーム
無料Wi-Fi

認定されている組織/団体

Botanic
Gardens

Registered Provider:Language Studies
International Australia Pty Ltd.
ABN:46 050 405 877.CRICOS
Provider Number:01678A
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www.lsi.edu/paris

パリ校
ロケーション

パリはフランスのロマンティックな首都で、1000
年以上にわたって国の政治経済の中心地として
知られています。美しい宗教建築ノートルダム大
聖堂、驚異の建築エッフェル塔まで、パリには数
え切れないほどの魅力があります。
LSIパリ校はパリ市の中心にあり、ポンピドー・
センターやノートルダム大聖堂、洗練されたボヘ
ミアンなマレ地区とレアール地区のすぐ近くに位
置します。また、地下鉄駅からも便利な場所にあ
ります。

ライフスタイル

課外活動では、様々なパリを楽しむ事ができます。
すぐ近くにあるベルサイユ宮殿やフランス各地へ
の小旅行も可能です。

コース

GENERAL COURSES p8-9

ジェネラル20｜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
ACADEMIC COURSES & PATHWAYS p12-29

ATA | AYA | パスウェイ | 語学検定試験対策：
DELF、TEF | Diplômes de la Chambre de
Commerce et d’industrie de Paris (CCIP):Français
professionnel; Français professionnel médical;
Français professionnel secrétariat; Français
professionnel affaires; Français professionnel du
tourisme et hôtellerie
PREMIUM COURSES p28-29

個人レッスンコース｜9日間集中コース
EXPERIENCES p32

フランス語＋クッキング | フランス語 ＋ 美術史
JUNIOR COURSES p50-72

授業のみ | デイコース | フルパッケージ |
ファミリーコース

1クラス最大人数16名
街の中心部

学生ラウンジ
車椅子対応
無料Wi-Fi
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認定されている組織/団体

Private Institute of
Higher Education
Academy of Paris
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主な特徴

Notre Dame
Cathedral

www.lsi.edu/zurich

チューリッヒ校

「LSIチューリッヒ校は、充
実したレッスンに加えて素
晴らしいレジャープログラ
ムも提供しています。
先生
たちは本当にクールで、生
きたドイツ語を教えてくれ
ました！」
チェコからの学生の声、JAN BAJER

ロケーション

チューリッヒは、博物館、劇場、名高いオペラハウ
スなど見どころいっぱいの都市です。また、スポー
ツ愛好家にとってはハイキング、リバーラフティン
グ、スキー、スノーボード、マウンテンバイク等々
手近に楽しむことが出来るのも魅力です。

チューリッヒはヨーロッパの中心に位置していま
す。絵画のように美しい歴史あふれる街の中心部
は、リマト川のほとりにあります。500軒を超える
バーやナイトクラブがあり、屋外のカフェでは、
旅行者や地元の人がのんびりお茶を飲む姿が見
られます。湖からわずか5分、市内中心部近く、人
気の高いジーフェルト地区にあるLSIチューリッヒ
校は、この、優雅で洗練された都市を探索するの
に理想的な場所にあります。

ライフスタイル

素晴らしい景色を堪能できる湖の遊覧船観光や、
学校でのバーベキューパーティー、チーズフォン
デュナイト、オペラ鑑賞、スイスへの他の都市やスイ
スアルプスへの日帰り旅行、スポーツ観戦などが
あります。人気の週末旅行ではアルプスや周辺の
オーストリア、フランス、ドイツ、イタリア旅行へ行
くこともできます。

コース

GENERAL COURSES p8-9

ジェネラル20｜インテンシブ30｜アフタヌーン10｜
プラスコース
ACADEMIC COURSES & PATHWAYS p12-29

ATA | AYA | 語学検定試験対策：Goethe-Zertifikat
B1 (ZD) & B2 (GZ)
PREMIUM COURSES p28-29

個人レッスンコース｜9日間集中コース
EXPERIENCES p32
クラブ 40 プラス
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認定されている組織/団体
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主な特徴
9クラスルーム
1クラス最大人数12名
対話中心の授業
学生ラウンジ
テレビルーム
無料Wi-Fi
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www.lsi.edu/juniors

Juniors
「優れた安全衛生を含め、学生
は快適な生活を送っている。
」
CURRENT LSI EDUCATION INSPECTION REPORT
（教育認定機関によるコメント）

www.lsi.edu/juniors

Junior Courses
ジュニアコースは、様々な課外活
動や、文化交流を通じて語学力を
伸ばしたいジュニアの方に最適の
コースです。このコースは、グルー
プを対象に、年間を通じてLSIす
べての学校で提供されます。個人
でご参加の場合は、イギリス、ア
メリカ、カナダ、フランスの夏期プ
ログラムと冬期プログラムがあり
ます。

LSIのジュニアコースの特徴：
• プログラムが市内の中心で行われるため、クラ
スの内外ともに楽しむことが出来ます
• フレンドリーで熱心な教師陣は、第二言語とし
ての英語教授法の資格を持っています
• 実際の生活に即したシチュエーションでも使え
る、会話中心の授業です
• スポーツや文化的な日帰り旅行等の多様な課外
活動を行います。生徒たちはこれらの課外活動
を通して各国の生徒たちと交流する事ができ、
研修国の文化と習慣も学べます
• 経験を積んだ課外活動担当者が、責任を持って
午後の課外活動の手配を行い、同行します
• 週末の日帰り旅行が行われます
• 一人ひとりの生徒の生活について学校が充分な
目配りを致します。プログラム全体を通して、資
格を持つ教師とスタッフが学生一人ひとりを監
督します

「とても有能でフレンドリーな先生が英語の練習を助けてくれ
ました。
リラックスして勉強することができて語学力がアップし
ました。
毎日が楽しくて、忘れられない経験でした。
本当にお勧
めの学校です！」
MAITE ATAIDE ADAM

51
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キッズ / ティーン向けの英語コース
LSIの語学コースは、コミュニケー
ション能力とコアスキル（スピーキ
ング、ライティング、リーディング、
リスニング）を伸ばす楽しいアク
ティビティに参加しながら、自然
に文法や語彙力を身につけられる
のが特徴です。
教材はキッズ / ティーン向けに特別に考案されて
います。トピックごとの授業計画を介してプロ
ジェクト型アクティビティを提供します。16～17歳
の語学学生については、一部の学校で語学検定
試験対策コースを受講することができます（「ヤ
ング試験達成コース」を参照してください）。
授業はモダンな校舎で行われます。また、現地の
都市を教室として捉え、学生がコミュニケーショ
ンスキルを伸ばしながら、現地の人たちと交流し
現地の歴史や文化について学べるように、レッス
ンとアクティビティをリンクさせています。
レッスンやアクティビティのスケジュールは様々
です。最新の情報はお申し込みの際にお問い
合わせ下さい。スケジュールされたアクティビティ
や授業時間、宿泊施設などにおいて、子どもの
監督・保護を責任持って行います。通常、学生は
ペアまたはグループで通学します。引率者は同行
しません。

コース詳細
• コースオプション：授業のみ、授業＋アクティビ
ティ、授業＋アクティビティ＋ 宿泊*
• 1クラス最大人数：16人（サンディエゴ校は18人）
• 週20レッスン（ニューヨーク校は15レッスン）
• 1レッスン：50分（ロンドン・イーリング校は45分）
• 場所に応じてツイン/シェアルームホームステイ、
またはシェアルームまたは個室の学生寮での宿泊
• 1週間5回アクティビティ（平日）と終日アクティ
ビティ（週末）宿泊プランには、夜のアクティビ
ティが含まれます
• 授業のみコースを除いて、すべてのコースには食
事が含まれます
• 年中無休のサポート
• ファミリープログラムと平行してお申込みいた
だけます

ヤング試験達成コース

通常のジュニアプログラムに加えて、ブライトン校
とトロント校では、年間を通してグループ向けに
ヤング試験達成コースを実施しています。
1週間に2回、2つのアクティビティに参加する代
わりに、試験対策レッスンを受けることができま
す。試験対策レッスンでは、さまざまな英語試験
に取り組むことにより、合格するコツや対策方法
を学び、将来の試験で高いスコアを目指すことが
できます。

このプログラムを受講していても、週3日行われ
る午後のアクティビティに加えて、週末には終日
アクティビティや週末小旅行に参加して自由に過
ごす事ができるため、勉強だけでなく、観光や遊
びを含めたバランスのよい留学が可能です。

LSIトロント校は、TOEFL Junior 英語試験の認定
テストセンターです。11歳以上の生徒はここでテ
ストを受けることができます。試験日については、
学校に直接お問い合わせください。

「本当に良い学校でした。
LSIの先生はみな素晴らしか
ったです。
お別れするのが悲しい。
きっとまた戻って来る
と思います！」
ポーランドからの学生の声、JULIA DAWIDOWSKA

*一部のオプションは、グループの年齢層または場所によっては利用できません

www.lsi.edu/juniors
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グループでジュニアコース

このコースは、プライベートグループのジュニアを対象に、年間を通じてLSIすべての学校で提供されます。チ
ューリッヒでドイツ語を勉強したり、オークランドで英語スキルを身につけたり、ご希望によりさまざまなプ
ログラムを選ぶことができます。

チューリッヒ校

ロンドン・セントラル校

課外活動では、ユトリベルク､マロアンツェトラ・
レイン・フォレストやライン滝などを訪れ、自転車
での市内観光なども行います。週末にはヨーロッ
パ・パークへの日帰り旅行なども楽しめます。

通常、ジュニアコースの課外活動は、動物園や
ボートツアー、博物館などが含まれますが、グルー
プ向けにプログラムをカスタマイズすることもで
きます。

ジュニアコースは、チューリッヒ市内のゼーフェル
ト地区にある、歴史的建造物を改装したトレン
ディーな校舎で行われます。湖近くのユースホステ
ル寮に滞在します。LSIチューリッヒ校では、1グ
ループごとに最低6人の生徒が必要です。また、宿
泊施設を早めに予約することをお勧めします。

ブリスベン校

ブリスベンの中心部にあるこの学校は、若い学生
たちが居心地の良いフレンドリーな環境で勉強で
きる場所です。ブリスベン校では、15人以上のグ
ループから予約を受け付けています。また、ホーム
ステイや寮での宿泊の手配も可能です。

通常、ジュニアコースの課外活動は、動物園や
ボートツアー、博物館などが含まれますが、グルー
プ向けにプログラムをカスタマイズすることもで
きます。

この学校はロンドン・イーリング校の姉妹校です。
夏のピーク時にロンドン・イーリング校が休校す
る間だけ、ジュニア向けのグループ専用コースを
提供しています。ロンドン・セントラル校では、10
人以上のグループから予約を受け付けています。
また、ホームステイ宿泊の手配も可能です。

ニューヨーク校

ニューヨーク校のジュニアコースは、マンハッタ
ンのミッドタウンからわずか45分、ニューヨーク
市の北部にあるキャンパスで行われます。この
コースは夏季のみ実施されます。詳細はP68をご覧
ください。

オークランド校

街の中心部、マイヤーズパークの隣に位置する校
舎は、明るく居心地のよい教室です。オークラン
ド校では、10人以上のグループ予約を受け付けて
います。ホームステイの宿泊では、各ホストファミ
リーに最低2人の学生が配置されます。
また、サーフィンや乗馬、フェリー旅行、ボウリン
グ、オークランドの観光名所のひとつ、スカイタ
ワー見学など、課外活動も盛りだくさんです。

ジュニアコースには、語学研修、3
食付滞在、課外活動、週末の日帰
り旅行が含まれます。各グループ
にはグループリーダーの付き添い
が必要で す。参加年齢、最小参
加人数、プライベートグループの
最大クラス人数、グループリー
ダーの割引/免除などについては、そ
れぞれの学校にお問い合わせくだ
さい。
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学生の安全のために

LSIは、学生の安全と健康を最優先に考えています。すべてのLSI校は、その地域および国の機関と協力して、
学生と子どもの保護と安全に関して、最高基準を維持するように務めています。
学生は教室でも課外活動の場でも、しっかり監督
されます。また、何か困ったことがある場合は、い
つでも学校スタッフが学生と保護者どちらも対応
いたします。すべてのLSI校において、訓練を受け
た福祉担当者が常駐しており、学生に必要なサ
ポートを提供しています。

ジュニアプログラムでは、学生の滞在先を選ぶ
際、セキュリティも優先事項のひとつです。LSIの
ホームステイは、厳選されたファミリーをご紹介
しています。専門スタッフが定期的に訪問を行っ
ており、学生寮では24時間セキュリティのしっか
りした環境です。

カナダでは、両親または保護者が同行しない18
歳未満の学生の場合、カナダ大使館の指示によ
り、保護者後見人申告書が必要になる場合があ
ります。LSIでは、後見人手続きサービスを提供し
ています。
学生がLSIの監督の下で行われるアクティビティ
に参加する場合を除き、安全を保障するために、
門限は夜10時*に設定されています。パスポート
や航空券などの貴重品は、学生が初登校した日
の朝に職員に預けて、安全に保管しておくことが
できます。

学生の安全防護対策
• 学生の安全防護対策方針とその実施方法は、各
地域で該当する学生支援団体による審査を受
けています。
• 各学校には、専任の安全防護対策責任者が常
駐しています。
• LSIのホームステイファミリーと職員はすべて素
性調査を受けています。
• 学生は厳しく門限を管理されています。
• 学校は24時間体制の緊急電話番号を提供して
います。
• 学生は行動規範に署名を求められます。これ
は、すべての学生が安全にコースを受講するた
めに必要であり、また、学校とオンラインの両方
でいじめ行動などを防ぐことができます。
LSIのスタッフは、学校への登下校やアクティビ
ティから宿泊先までの帰路では生徒を監督してい
ません。

*イギリスの門限は夜の9時です

www.lsi.edu/juniors
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社会文化プログラム

キッズ / ティーン向けの語学プログラムの一環として、さまざまなアクティビティを組み合わせることで、留学
を通じて子どもたちが多くのことを学ぶ機会を作ります。

楽しくためになるアクティビティで、若い学生たち
は教室の内外で語学力を伸ばすことができます。
滞在国とその文化、その国の人々についてより多
くを学ぶことができます。世界中から集まったク
ラスメイトと交流して、新しい友達を作り、日常生
活を通じて語学を学習します。
LSIの監督の下で行われるアクティビティは、ご両
親や保護者の方に安心していただけるプログラム
です。アクティビティリーダーは、熱意と行動力が
あり、世話好きな人物を選出しており、あらゆる
年齢の子どもたちが楽しい時間を過ごせるように
細心の注意を払います。一部の学校では、授業の
みプログラムと宿泊プログラムの授業とアクティ
ビティが一緒に行われます。すべての宿泊プラン
には、夜のアクティビティが含まれます。
右のスケジュール表で比較例をご覧ください：

ケンブリッジ校の宿泊付きプログラムのスケジュール例*
日曜日

到着日またはフ
リータイム

月曜日

火曜日

水曜日

学校初日/
総合スキル/プロジェクト課題
レベル分けテスト

木曜日

金曜日

休憩

総合スキル/プロジェクト課題
昼食

歴史的エリア
のウォーキング
ツアー

川遊び

フィッツウィリア ボーリング
ム美術館訪問

監督付きイブニングアクティビティ

「いろいろな授業がありとても
面白かったです。
たくさん学ぶこ
とができました。
午後の課外活
動も良かったです。
」
スイスからの学生の声、ANDREA AURORA WURSTEN

*ジェネラルレッスンは異なる時間帯で実施される場合があります。詳細は各学校にお問い合わせください。ホームス
テイの場合は夜のアクティビティはありません。

ケンブリッジサ
ファリ

土曜日

出発日またはロ
ンドンへの日帰
り旅行
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ホームステイでの宿泊

学生は、学校近隣で厳選されたホ
ストファミリー先に滞在することが
できます。学校から遠いホストファ
ミリー先もありますが、通学ルート
はおおむね簡単で、初日にホスト
ファミリーが案内してくれた後は簡
単に覚えることができます。食事
は毎日提供されます。洗濯物、タ
オル、シーツ、枕カバーは週1回交
換されます。
通常、学生はツインルームに滞在します。この組
み合わせは年齢と性別を考慮して決定します。可
能な限り、母国語が異なる国の学生同士を組み
合わせるようにしています。ツインルームを予約し
た学生の人数が奇数の場合、追加費用なしで一
人部屋に宿泊していただく場合もあります。学校
によっては個室の予約が可能です。詳細は学校ま
でお問い合わせください。

学生寮での宿泊

世界各国のLSI校では、キッズ /
ティーン向けに学生寮宿泊型の夏期
留学プログラムを提供しています。
すべての学生寮はモダンで快適、
安全な宿泊環境です。、市内中心
部とその周辺にあり、とても便利
な場所に位置しています。生活に
必要なものが全て揃った、個室ま
たはシェアルームに宿泊します。
ほとんどの部屋はプライベートバ
スルーム付きの個室です。

LSIのスタッフも同じ学生寮に滞在するため、24
時間保護環境となります。学生の数に対するス
タッフ数も多いため、何か困ったことがあっても
すぐにサポートすることができます。また、学生
寮では、学生向けの夜のアクティビティも行われ
ます。

語学レッスンは学生寮またはLSIの校舎で行われ
ます。学生寮での滞在は、責任感があり、1人でも
生活ができる学生にお勧めします。特定の部屋タ
イプを希望する場合は、お申込みの際にお知ら
せください。

• 街の中心部にあり、安全で快適な宿泊施設
• LSIのスタッフも同じキャンパス内に滞在するた
め24時間の監督が可能
• 主に個室滞在型ですが、ツインルームもリクエス
トにより受け付けます
• プライベートバスルーム付きのお部屋、3～4名
でバスルームを共有するお部屋もあります
• 学生寮や学校、または周辺施設での全ての食事
が含まれます
• 洗濯乾燥機が滞在先で利用可能です。ご自身で
洗濯を行う必要があり、洗濯乾燥機利用料金が
かかる場合があります
• 週1回のシーツ交換が含まれます

www.lsi.edu/juniors

「ホストファミリーは心から歓迎し
てくれて、私の部屋はすばらしく完
璧でした。
この経験から非常に多く
のことを学びました。
」
スイスからの学生の声、SIMONA MOSCONE
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ジュニアコースを提供しているLSI校
ケンブリッジ校

イギリス
バンクーバー校、カナダ

トロント校、カナダ

サンフランシスコ/
バークレー校、アメリカ

サンディエゴ校、アメリカ

ボストン校、アメリカ

パリ校、フランス

ニューヨーク校、アメリカ

ロンドン・ハムステッド校

ロンドン・イーリング校
チューリッヒ校、スイス

ロンドン・セントラル校
ブライトン校

ブリスベン校、オーストラリア

フルパッケージ
このオプションには、授業、昼食、平日のアクティ
ビティ、週末の終日アクティビティ1回が含まれま
す。3食付き、ホームステイまたは学生寮での宿泊
が含まれています。学生寮に滞在する学生は、監
督のもと行われる夜のアクティビティに参加する
ことができます。宿泊は、コース開始日の前の日
曜日に始まり、コース終了後の土曜日までです。

ヤング試験達成コース
このコースは、グループによるお申込みのみを対
象としています。フルパッケージに組み込まれたデ
イコースとして受講できます。

授業のみ

デイコース

フルパッケージ / ホームステイ

フルパッケージ / 学生寮
ヤング試験達成コース
ファミリーコース

グループ単位の参加
個人参加

チューリッヒ校

パリ校（12～17歳）

ブリスベン校

オークランド校

バンクーバー校（12～17歳）

トロント校（6～17歳）

サンディエゴ校（6～17歳）

ボストン校（12～17歳）

ニューヨーク校（12～17歳）

ロンドン・イーリング校（12～17歳）

ロンドン・ハムステッド校（6～17歳）

ブライトン校（6～17歳）

デイコース
このオプションには、授業、昼食、平日のアクティ
ビティ、週末のアクティビティ1回が含まれます。

ケンブリッジ校（9～17歳）

授業のみ
このコースはすべての年齢のジュニアを対象に
していますが、一部の学校では最年少の生徒（6～
11歳）はこのコースのみ参加可能です。昼食は含
まれていません。12歳未満の子どもの場合、クラ
スの開始時と終了時に、親または法的保護者が
学校へ子どもの送り迎えをする必要があります。

ロンドン・セントラル校

コースオプション

コース検索

サンフランシスコ/バークレー校（12～17歳）

オークランド校、ニュージーランド

www.lsi.edu/yl-brighton

ブライトン校
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滞在先

ホームステイ
市内にある、温かいホームステイ先でツインルー
ムの宿泊を提供しています。すべての部屋には机
と椅子があり、洗濯サービスも無料で提供して
います。
イギリスの法律で、12歳～15歳の学生は、最長4
週間（27泊）までしかホームステイすることがで
きません。

ホームステイ内容：
• 朝食と夕食が提供されます。
• 地域のカフェで利用可能な昼食券をお渡しいた
します。
• タオルとシーツ類が用意されます。

ブライトン桟橋

校舎

校舎は、ショップ、カフェ、レジャーセンター、ビー
チにほど近い市内のホーブエリアにあります。12～
17歳のジュニアには、英語レッスンとさまざまなア
クティビティや小旅行を組み合わせて、教室の外
でも語学スキルを上達できる機会があります。

到着日または
フリータイム

月曜日

火曜日

水曜日

学校初日/
総合スキル/プロジェクト課題
レベル分けテスト

木曜日

金曜日

休憩

総合スキル/プロジェクト課題
昼食 - 昼食券配布

オリエンテーショ ビーチバレー
ンツアー

ボーリング

歓迎会

フリータイム

認定されている
組織/団体

カラオケパー
ティー

学生ラウンジ

• 週20レッスン（1レッスン50分：1週間16.7時間）
• 対象レベル：初級～上級
• 週5回の午前または午後のアクティビティと4回
の夜のアクティビティ（12～17歳）
• 土曜日の終日アクティビティ（12～17歳）
• 個室3食付きツインルームホームステイ（12～17
歳）
• 1クラス最大人数：16名
• ヤング試験達成コースの受講も可能です

ブライトン校ジュニアコースの1週間のサンプルスケジュール
日曜日

プロジェクター / フラットスクリーン

コース

庭

卓球

無料Wi-Fi

Portla
n
Road d

土曜日

出発日またはロ
ンドンへの日帰
り旅行

午後のスポーツn セブン・シスターズ
（白亜の崖）
への小旅行

映画鑑賞

クイズとゲーム

Churc
h Roa
d

Kingsway

200m

English Channel

The Dri
ve

活気に満ちた海辺の町、ブライトンには美しいビー
チや桟橋、カーニバル、フェスティバルなど、世
界中の若者たちを惹きつけてやまない魅力があ
り、ジュニアプログラムの学生が楽しく学べる環
境です。ロンドンから列車で50分の美しい街での
語学研修をお勧めいたします。

1クラス最大人数16名

Ven
t
Villa or
s

ロケーション

主な特徴

Med
in
Villa a
s

6～11歳（夏期のみ）、12～17歳（冬期および夏
期）。6～11歳のプログラムは授業料のみの料金
です。冬期プログラムはグループによるお申込み
のみを対象としています。

また、夏期プログラムでは、最年少の学生（6～11
歳）と混合レベルの英語クラスを提供します。12
歳未満の子どもの場合、親または法的保護者が
学校へ子どもの送り迎えをする必要があります。

Hov
e St
.

参加可能年齢
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ケンブリッジ校
参加可能年齢

9～11歳（夏期のみ）、12～17歳（冬期および夏
期）。冬期プログラムはグループによるお申込み
のみを対象としています。

夏期プログラムは、9～12歳と13～17歳のグルー
プに分かれますが、研修にメリットがある場合は
この限りではなく、年齢を分けることなくクラスを
構成する場合もあります。9～11歳の学生の場合
は、年上の兄姉か保護者、またはツアーリーダー
が同行する必要があります。

ロケーション

ホームステイ
市内にある、温かいホームステイ先でのツインル
ームの宿泊を提供しています。すべての部屋には、
机やいすがあり、洗濯サービスも無料でありま
す。朝食と夕食が含まれており、小旅行にはお弁
当が提供されます。

イギリスの法律で、12歳～15歳の学生は、最長4
週間（27泊）までしかホームステイすることがで
きません。
ホームステイ内容：
• 朝食と夕食が提供されます。
• 終日の小旅行にはお弁当が提供されます。
• タオルとシーツ類が用意されます。

キングス・カレッジ

King’s
College

e
rad
Pa
g’s
Kin

ケンブリッジは、若い学生にとって勉強に最適な場
所といえるでしょう。楽しく活気のある雰囲気と、
伝統的な学びの場が上手くマッチしています。ケン
ブリッジの街は、ロンドンが電車でわずか50分。そ
の反対方向には、美しいノーフォークの海岸線が
わずか1時間の距離にあり、イギリスを探索するの
に理想的な場所です。

滞在先

校舎

LSIケンブリッジ校のジュニアコースは、駅から徒
歩圏内の歴史的な建物が立ち並ぶ、市内中心部
の商業エリアにあります。夏期プログラムでは、
ケンブリッジ宿泊付き留学プログラムの若い学
生と合同により、授業とアクティビティが行われ
ます。課外活動では、世界的に有名な博物館やケ
ンブリッジ大学植物園、レーザークエストや映画
鑑賞など、ケンブリッジの見どころをたっぷり体
験できます。

M
ill
Ro
ad

d
Roa
Hills

Fen
Caus
ewa
y

Parker’s
Piece

250m

コース

• 週20レッスン（1レッスン50分：1週間16.7時間）
• 対象レベル：初級～上級
• 午前または午後のアクティビティ/土曜日の小旅
行（すべての年齢）
• 3食付きツインルームホームステイ（12～17歳）
• 1クラス最大人数：16名

主な特徴
1クラス最大人数16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
庭

無料Wi-Fi

認定されている
組織/団体

ケンブリッジ校デイコース / ホームステイプログラムの1週間のサンプルスケジュール
日曜日

到着日または
フリータイム

月曜日

火曜日

水曜日

学校初日/
総合スキル/プロジェクト課題
レベル分けテスト

木曜日

金曜日

休憩

総合スキル/プロジェクト課題
昼食

歴史的エリアの
ウォーキング
ツアー

川遊び

ホームステイ先で夕食

フィッツウィリア ボーリング
ム美術館訪問

ケンブリッジサ
ファリ

土曜日

出発日またはロ
ンドンへの日帰
り旅行

www.lsi.edu/yl-cambridge-residence
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ケンブリッジ学生寮プログラム

通常、9～12歳と13～17歳のグループに分かれま
すが、研修にメリットがある場合はこの限りでは
なく、年齢を分けることなくクラスを構成する場
合もあります。9～11歳の学生の場合は、年上の
兄姉か保護者、またはツアーリーダーが同行する
必要があります。

日曜日

到着日または
フリータイム

キャンパス

教室は、教育目的に建築されたモダンなキャンパ
ス内にあります。教室には最新技術を駆使した設
備が整っており、建物内の食堂ではバラエティー
に富んだ作りたての食事が提供されます。学生寮
はメインキャンパスのすぐ向かいにあるため、セ
キュリティの面でも安心です。そのため、この宿泊
付き留学プログラムは、若い学生にとって、しっか
り保護された環境で勉強に集中できる理想的な
コースです。

コース

水曜日

木曜日

金曜日

休憩
昼食

歴史的エリア
のウォーキング
ツアー

川遊び

フィッツウィリア ボーリング
ム美術館訪問

土曜日

出発日またはロ
ンドンへの日帰
り旅行

ケンブリッジサ
ファリ

監督付きイブニングアクティビティ

滞在先

学生寮
学生寮は、学生が安全に宿泊できる環境を提供
します。モダンで快適な生活空間です。

ホームステイ内容：
• セルフサービス式のカフェテリア
• 男女別々の宿泊施設
• タオルとシーツ類が用意されます
• ベッドルームの掃除は毎週行われます
• シーツの取り換えは週1回です
• 施設内に洗濯乾燥機があります
• すべての部屋には金庫が設置されています
• WiFi利用可能
• 24時間セキュリティ

主な特徴
1クラス最大人数16名
対話中心の授業

同じ敷地内にある学生寮 / 教室
敷地内カフェ
無料Wi-Fi

教師の管理が行き届いた環境
Cambridge University
Botanic Garden

Cambridge Lakes
Golf Course

Abbey College

Long Rd

d
ls R
Hil

• 週20レッスン（1レッスン50分：1週間16.7時間）
• 対象レベル：初級～上級
• 平日のアクティビティ/土曜日の小旅行（すべて
の年齢）
• プライベートバスルームの個室3食付き（すべて
の年齢）
• 1クラス最大人数：16名
• 夏期限定の宿泊付き留学プログラム

火曜日

学校初日/
総合スキル/プロジェクト課題
レベル分けテスト
総合スキル/プロジェクト課題

ロケーション

夏期宿泊付き留学プログラムは、ケンブリッジ市
内中心部から南端に位置する、歴史的なエリアか
ら徒歩わずか25分の場所にあるアビーカレッジの
キャンパスで実施されます。最寄りの駅やレジャー
パークは徒歩10分以内の距離にあります。

月曜日

Mow
bray
Rd

9～12歳と13～17歳（夏期のみ）

ケンブリッジ校ジュニア宿泊付き留学プログラムの1週間のサンプルスケジュール

Hig
hS
t

参加可能年齢

Way
Edith’s
Queen
200m
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ロンドン・ハムステッド校
参加可能年齢

6～11歳および12～17歳
6～11歳のプログラムは授業のみです。

ロケーション

LSIロンドン・ハムステッド校は、ロンドン中心部
からほど近く、緑豊かな郊外にあるハムステッド
ビレッジに位置しています。絵画のように美しく、
静かで安全な住宅地の中にある学校から、ロンド
ン中心部のオックスフォードストリートまで地下
鉄で20分で行ける便利な場所にあるため、ロンド
ンの様々な魅力を楽しむためには絶好のロケー
ションと言えるでしょう。

校舎

12～17歳のジュニアには、英語レッスンとさまざ
まなアクティビティや小旅行を組み合わせて、教
室の外でも語学スキルを上達できる機会があり
ます。

6～11歳の参加者は、さまざまなレベル合同で午
前の英語レッスンが行われます。親または法的
保護者が学校へ子どもの送り迎えをする必要が
あります。

ハムステッド校では16歳以上の方対象の英語研
修プログラムも提供しており、ファミリーコースを
選択されると、同じ施設内で親子一緒に学習する
ことが可能です。

コース

• 週20レッスン（1レッスン50分：1週間16.7時間）
• 対象レベル：初級～上級
• 午前または午後のアクティビティ/土曜日の小旅
行（12～17歳）
• 3食付きツインルームホームステイ（12～17歳）
• 1クラス最大人数：16名

滞在先

12歳～17歳向けホームステイ
LSIは、ホームステイ先のファミリーを選定し、担
当者が定期的に訪問して宿泊環境のチェックを
行っています。ホームステイは、学生が英語を勉
強しながら、イギリスの文化に触れる機会を提供
します。16歳未満の学生は、同じ母国語を持つ
他の学生と一緒に配置されます。登下校を共に
し、滞在先でもよりリラックスできるように配慮
されます。

イギリスの法律により、12歳～15歳の学生のホー
ムステイ期間は最長4週間（27泊）となります。
ホームステイ内容：
• フレンドリーで居心地の良い雰囲気
• シーツ類とタオルが提供されます
• 洗濯乾燥機があります
• 充実した公共交通機関

6～11歳向けの滞在先
年少の方の宿泊オプションについては学校までお
問い合わせ下さい。

London
Hampstead
A400

Camden

Abbey
Road
The Regent’s Park

主な特徴
1クラス最大人数16名
プロジェクター / フラットスクリーン

学生ラウンジ
庭

卓球

無料Wi-Fi

ロンドン・ハムステッド校ジュニアコースの1週間のサンプルスケジュール
日曜日

到着日または
フリータイム

月曜日

火曜日

水曜日

学校初日/
総合スキル/プロジェクト課題
レベル分けテスト

木曜日

金曜日

休憩

総合スキル/プロジェクト課題
昼食（お弁当）

カムデンマーケ
ットでショッピ
ングt

ナショナル・
ギャラリー

ホームステイ先で夕食

認定されている
組織/団体

ウェストエンドの シェイクスピア
ミュージカル
ズ・ グローブ

土曜日

出発日またはグリ
ニッジ終日旅行/
テムズ川クルーズ

マダム・タッソー館
シェイクスピアズ・グローブ

www.lsi.edu/yl-ealing
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ロンドン・イーリング校
参加可能年齢

12～17歳。夏期プログラムのみ

ロケーション

主な特徴

1クラス最大人数16名

イーリングは、ロンドン西部にある家族向けの美
しい住宅街です。カフェやお店、公園などがたく
さんあり便利な場所です。ゾーン3に位置してお
り、交通の便もよく、ロンドン中心部まで地下鉄
でわずか20分です。

対話中心の授業
学生ラウンジ

イーリングのホームステイ

校舎

コース

滞在先

ホームステイ
LSIは、ホームステイ先のファミリーを選定し、担
当者が定期的に訪問して宿泊環境のチェックを
行っています。ホームステイは、学生が英語を勉
強しながら、イギリスの文化に触れる機会を提供
します。16歳未満の学生は、同じ母国語を持つ
他の学生と一緒に配置されます。登下校を共に
し、滞在先でもよりリラックスできるように配慮
されます。

イギリスの法律により、12歳～15歳の学生のホー
ムステイ期間は最長4週間（27泊）となります。
ホームステイ内容：
• フレンドリーで居心地の良い雰囲気
• シーツ類とタオルが提供されます
• 洗濯乾燥機があります
• 充実した公共交通機関

敷地内カフェ

カーナビー・ストリート

Th
eM
all

A4020

Walpole
Park

Ealing Green
College

d
Roa
nge
Gra

Ealing
Common

B455

• 週20レッスン（1レッスン45分：1週間15時間）
• 対象レベル：初級～上級
• 午前または午後のアクティビティ/土曜日の小
旅行
• 3食付きツインルームホームステイ
• 1クラス最大人数：16名

無料Wi-Fi

d
North Circular Roa

この夏期プログラムは、イーリングブロードウェ
イ駅から徒歩10分のイーリンググリーンカレッジ
で実施されます。カレッジからは、イーリングで
有名なウォルポールパークを見渡せます。コース
は、英語レッスンに加え、イギリスを満喫できるさ
まざまなアクティビティや小旅行が組み合わされ
ています。

Warwick Road

「とても良い先生で、楽し
い授業でした。
ここで勉強
できて良かった！ホストファ
ミリーはフレンドリーで、素
敵な家でした。
」
ブラジルからの学生の声、MATEUS MORAIS

200m

ロンドン・イーリング校ジュニアコースの1週間のサンプルスケジュール
日曜日

到着日または
フリータイム

月曜日

火曜日

水曜日

木曜日

午後のクイズ

マダム・タッソー館 コヴェント・ガー
デンでショッピ
ング

学校初日/
総合スキル/プロジェクト課題
レベル分けテスト

金曜日

休憩

総合スキル/プロジェクト課題
昼食（お弁当）

トラファルガー広 午後のスポーツ
場とナショナル・
ギャラリー

ホームステイ先で夕食

土曜日

出発日またはハ
ンプトン・コー
ト宮殿への日帰
り旅行

www.lsi.edu/yl-newyork

ロケーション

ニューヨークが世界の大都市のひとつであること
は言うまでもありません。タイムズスクエア、自由
の女神、セントラルパーク、メトロポリタン美術館
など、世界的に有名な観光スポットも、このエキ
サイティングな大都市を代表する名所のほんの
一部です。

校舎

このプログラムは、マンハッタンのミッドタウンか
らわずか45分、ニューヨーク市の北部にあるキャ
ンパスで行われます。コースは、英語レッスンに加
え、ニューヨークを満喫できるさまざまなアクティ
ビティや小旅行が組み合わされています。

コース

滞在先

学生寮
学生寮は、学生が安全に宿泊できる環境を提供
します。モダンで快適な生活空間です。学生は、2
人または3人の学生でバスルームを共有する、2
部屋または3部屋タイプのシェアスイートに滞在
します。
ホームステイ内容：
• セルフサービス式のカフェテリア
• 自動販売機
• タオルとシーツ類が用意されます
• 1週間に1回ベッドルームの掃除、共有部分は毎
日掃除されます
• 施設内に公衆電話があります
• コインランドリー有り
• 各階に共有ルームがあります
• 24時間セキュリティ

主な特徴
1クラス最大人数16名
街の中心部

対話中心の授業
学生ラウンジ

主要地域へのアクセス良好
無料Wi-Fi

200m
Hudson
River

• 1週間につき15レッスン
• 対象レベル：初級～上級
• 午前または午後の課外活動／週末の日帰り旅行
• 3食付きシェアルーム寮滞在
• 1クラス最大人数：16名

Riverdale Park

Van Courtlandt
Park

87
TE

Riv
erd
a

RO
UT
E

9A
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Coll nhat
ege tan
Pkw
ay

ニューヨーク校ジュニアコースの1週間のサンプルスケジュール
日曜日

到着日または
フリータイム

月曜日

火曜日

水曜日

学校初日/
総合スキル/プロジェクト課題
レベル分けテスト

休憩

入学式と最初の
レッスン

総合スキル/プロジェクト課題

ダウンタウン
ツアー

アメリカ自然史
博物館

昼食

サークルラインク 映画鑑賞
ルーズ

認定されている
組織/団体

Fieldston

RO
UT
E9

12～17歳。

IN
TE
RS
TA

参加可能年齢

グループレッスンのみ。

ROUTE 9A

ニューヨーク校

le Av
enu e
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5番街、
ソー
ホー、Macy’sで
ショッピング
外食

木曜日

金曜日

エンパイア・
ステート・ビル

メトロポリタン美
術館とハードロッ
クカフェ

ジム

ディスコ

土曜日

自由の女神像
とエリス島への
小旅行

www.lsi.edu/yl-boston

ボストン校
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「先生は文化の違いを
理解してくれ、授業では
あらゆるトピックについ
て話す機会がありまし
た。
」

ボスニアからの学生の声、ELMA CAUSEVIC

ロケーション

アメリカでもっとも古い都市の一つであるボスト
ンはチャールズ川とボストン港を臨む大西洋沿岸
にあります。東海岸の文化、そして教育の中心地
として有名なこの都市には、古い歴史をたどるフ
リーダムトレイルやクインシーマーケットがあり
ます。ボストンパブリックガーデン、ニューベリー
ストリート、ハーバードスクエア、フェンウェイパー
クなど、この歴史ある美しい街を代表する名所の
ほんの一部です。

校舎

ボストン校は、ボストンの金融街、チャイナタウ
ン、劇場の近くに位置するレンガ造りの建物にあ
ります。コースは、英語レッスンに加え、ボストン
を満喫できるさまざまなアクティビティや小旅行
が組み合わされています。

滞在先

ホームステイ
LSIは、ホームステイ先のファミリーを選定し、担
当者が定期的に訪問して宿泊環境のチェックを
行っています。ホームステイは、学生が英語を勉
強しながら、アメリカの文化に触れる機会を提供
します。

主な特徴
1クラス最大人数16名
街の中心部

対話中心の授業

ホームステイ内容：
• フレンドリーで居心地の良い雰囲気
• シーツ類とタオルが提供されます
• 洗濯乾燥機があります
• 充実した公共交通機関

学生ラウンジ

主要地域へのアクセス良好

学生寮
LSIボストン校では、空き状況に応じて、保護者の
いるグループのみに学生寮を提供しています。13
歳以上の学生のみ参加可能です。

無料Wi-Fi

Essex Street
China Town

200m

ボストン校ジュニアコースの1週間のサンプルスケジュール
日曜日

到着日または
フリータイム

月曜日

火曜日

水曜日

学校初日/
総合スキル/プロジェクト課題
レベル分けテスト

休憩

入学式と最初の
レッスン

総合スキル/プロジェクト課題

ハーバード大学
見学ツアー

ボストン茶会事
件船と博物館

昼食

ホームステイ先で夕食

認定されている
組織/団体

Bea
ch S
tree
t

Trem
ont
Stre
et

コース

• 1週間につき20レッスン
• 対象レベル：初級～上級
• 午前または午後の課外活動／週末の日帰り旅行
• 3食付きシェアルームホームステイ
• 12歳の子供は、保護者のいるグループまたは両
親が同伴する場合にのみ受け入れられます。
• 1クラス最大人数：16名

Shopping
Center

Boston
Common

For
tP
oin
tC
han
nel

参加可能年齢

12～17歳。

午後のゲームと
スポーツ

木曜日

金曜日

ニューベリー・ス クインシーマー
トリートでショッ ケット/ファニエ
ピング
ル・ホール

土曜日

フリーダム・トレ
イル：ガイド付き
終日ウォーキン
グツアー
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www.lsi.edu/yl-sandiego

サンディエゴ校
参加可能年齢

6～11歳および12～17歳6歳未満の参加について
はお問い合わせ下さい。

この6～11歳向けプログラムは授業のみが含まれ
ていますが、リクエストに応じて授業＋アクティビ
ティのプログラムをアレンジすることができます。

ロケーション

サンディエゴは南カリフォルニアにある、美しい
海岸沿いの街です。年間を通して温暖な気候、何
マイルも続くビーチ。街からそう遠くない所に美
しい山々と壮大な砂漠が広がるサンディエゴは、
アメリカで最も人気のあるバケーションスポット
として有名です。のんびりとした雰囲気が漂う街
には見どころがたくさん。親しみやすく、楽しい
遊びもいっぱいあるため、子どもや若い学生が
アメリカで英語スキルを身につけるにはぴったり
な所です。

校舎

プログラムは、街の中心部にあるLSIサンディエ
ゴ校で行われます。12～17歳の生徒は英語の授
業に加えて、さまざまな課外活動と小旅行があり
ます。6～11歳の生徒は、複数のレベルが合同で
午前中の英語授業を受けます。

コース

ホームステイ
LSIは、ホームステイ先のファミリーを選定し、担
当者が定期的に訪問して宿泊環境のチェックを
行っています。ホームステイは、学生が英語を勉
強しながら、アメリカの文化に触れる機会を提供
します。

主な特徴
1クラス最大人数18名
対話中心の授業
学生ラウンジ

ホームステイ内容：
• フレンドリーで居心地の良い雰囲気
• シーツ類とタオルが提供されます
• 洗濯乾燥機があります
• 充実した公共交通機関

ランチルーム

学生用コンピューター
無料Wi-Fi

W Broadway

「LSIサンディエゴ校ジュニアコースで勉強した21日間
はすばらしかった。
本当にありがとう。
」
台湾からの学生の声、DOMINGO CHANG

サンディエゴ校ジュニアコースの1週間のサンプルスケジュール
日曜日

到着日または
フリータイム

月曜日

火曜日

水曜日

学校初日/
総合スキル/プロジェクト課題
レベル分けテスト

休憩

入学式と最初の
レッスン

総合スキル/プロジェクト課題

市内観光ツアー

サンディエゴ動
物園

昼食

認定されている
組織/団体

午後のゲームと
スポーツ

木曜日

金曜日

オールド・タウン/ ビーチバレー
メキシコ村

土曜日

バルボア・パー
クへの遠足

Sa
n

Coronado
Island
500m

Di
eg
o

Ea
st
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rb
or
Ha
Dr
rb
iv
e
or

5th Avenue

• 1週間につき20レッスン
• 対象レベル：初級～上級
• 午前または午後の課外活動 / 週末の日帰り旅行
（12～17歳）
• 3食付きシェアルームホームステイ（12～17歳）
• 12歳の子供は、保護者のいるグループまたは両
親が同伴する場合にのみ受け入れられます。
• 6～11歳の学生は、親または保護者と一緒にフ
ァミリープログラムの一部として参加する必要
があります。
• 1クラス最大人数：18人

滞在先

Balboa Park

San Diego Zoo

Imperial Ave.

www.lsi.edu/yl-berkeley
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サンフランシスコ/バークレー校
参加可能年齢

滞在先

12～17歳。

ロケーション

バークレーは活気あふれるサンフランシスコから
地下鉄で約30分の、フレンドリーな雰囲気の大学
街です。サンフランシスコではベイエリアの様々
な魅力を満喫することができます。さまざまなアー
ティストコミュニティやカルチャーシーンで賑
わい、緑豊かな土地として知られているだけでな
く、アメリカの名門大学、公立大学UCバークレー
がある街としても有名です。

校舎

このコースは有名なカリフォルニア大学バークレ
ー校から 徒歩10分以内のバークレー中心地にあ
り、ショップやカフェ、レストランなど様々なお店
が並ぶテレグラフ通りも近くにある、LSIバーク
レー校で開講されます。コースは、英語レッスンに
加え、さまざまなアクティビティや小旅行が組み
合わされています。

ホームステイ
LSIは、ホームステイ先のファミリーを選定し、担
当者が定期的に訪問して宿泊環境のチェックを
行っています。ホームステイは、学生が英語を勉
強しながら、アメリカの文化に触れる機会を提供
します。
ホームステイ内容：
• フレンドリーで居心地の良い雰囲気
• シーツ類とタオルが提供されます
• 洗濯乾燥機があります
• 充実した公共交通機関

日曜日

到着日または
フリータイム

月曜日

火曜日

休憩

e
Shattuck Av

コース

er King Way
Martin Luth

500m

St
mento
Sacra

Aquatic
Park

Way
ablo
San P

Fwy
hore
Easts
I-580

San
Francisco
Bay

Downtown San Francisco
30 mins

• 1週間につき20レッスン
• 対象レベル：初級～上級
• 午前または午後の課外活動 / 週末の日帰り旅行
• 3食付きシェアルームホームステイ
• 12歳の子供は、保護者のいるグループまたは両
親が同伴する場合にのみ受け入れられます。
• 1クラス最大人数：16名

認定されている
組織/団体

対話中心の授業
学生ラウンジ
無料Wi-Fi

水曜日

木曜日

金曜日

テレグラフ通り
でショッピング

公園でのバーベ
キュー

総合スキル/プロジェクト課題

サンフランシスコ ジャイアンツま
市内ツアー
たはアスレチッ
クスの野球観戦

ity Ave
Univers

街の中心部

卓球

学校初日/
総合スキル/プロジェクト課題
レベル分けテスト

最初のレッスン

University
of
California

1クラス最大人数16名

サンフランシスコ / バークレー校ジュニアコースの1週間のサンプルスケジュール

入学式と最初の
レッスン

Berkeley
Marina

主な特徴

午後のゲームと
スポーツ

土曜日

アルカトラズツ
アー
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www.lsi.edu/yl-toronto

トロント校
参加可能年齢

6～11歳（夏期のみ）、12～17歳（グループ単位
の参加は冬期、個人およびグループは夏期プロ
グラム）。6～11歳のプログラムは授業料のみの
料金です。

ロケーション

カナダ最大の都市トロントは最もダイナミックで
活気溢れる大都市のひとつです。とても治安がよ
く、公共の交通機関も優れており、世界一流
ショッピング施設やレストラン、カフェもたくさんあ
り、さまざまな観光名所があるこの都市で、学生
は充実した留学生活を送ることができます。

校舎

主な特徴
1クラス最大人数16名

滞在先

対話中心の授業

ホームステイ
LSIは、ホームステイ先のファミリーを選定し、担
当者が定期的に訪問して宿泊環境のチェックを
行っています。ホームステイは、学生が英語を勉
強しながら、カナダの文化に触れる機会を提供
します。

学生ラウンジ
ランチルーム

主要地域へのアクセス良好

ホームステイ内容：
• フレンドリーで居心地の良い雰囲気
• シーツ類とタオルが提供されます
• 洗濯乾燥機があります
• 充実した公共交通機関

250m
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Yong

rk
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Rosed

treet
Bay S

レジデンス（夏期のみ）
トロントのダウンタウン中心部に位置する、
快適でモダンな学生用レジデンスRyerson
UniversityのPitman Hallです。この宿泊施設は
LSIトロント校から地下鉄でわずか4駅、または
車で約20分の距離にあります。レジデンス滞在
は13歳以上の学生で、グループでの参加に限り
ます。

無料Wi-Fi

ad
ue Ro
Aven

ジュニアコースは、街の中心にも近い、魅力的な
住宅街のローズデール地区にある、フレンドリー
でケアが行き届いた学校で楽しくご研修頂けるプ
ログラムです。12～17歳のジュニアには、英語レッ
スンとさまざまなアクティビティや小旅行を組み
合わせて、教室の外でも語学スキルを上達でき
る機会があります。また、夏期プログラムでは、最
年少の学生（6～11歳）と混合レベルの英語クラ
スを提供します。12歳未満の子どもの場合、親ま
たは法的保護者が学校へ子どもの送り迎えをす
る必要があります。トロント校では大人向けのプ
ログラムも提供しており、ファミリーコースを選択
されると、同じ施設内で親子一緒に学習すること
が可能です。

• 12歳以下の生徒は、親または保護者が同行する
場合のみ、ホームステイ滞在が可能です。
• 1クラス最大人数：16名

Downtown Toronto

East
Bloor St

コース

• 週20レッスン（1レッスン50分）
• 対象レベル：初級～上級
• デイコースの授業のみ（すべての年齢）または授
業と毎日のアクティビティ＋週末の小旅行（12～
17歳）のプラグラムを選択できます。
• 13歳～17歳の学生は、ホームステイ（ツインルー
ム、3食付き）、または学生寮（個室、3食付き）
学生寮は夏期にグループのみご利用可能です。
• ヤング試験達成コースの受講も可能です。

トロント校ジュニアコースの1週間のサンプルスケジュール
日曜日

到着日または
フリータイム

月曜日

休憩

入学式と最初の
レッスン
昼食

CNタワー

認定されている
組織/団体

火曜日

水曜日

木曜日

金曜日

カサロマ

トロント動物園

午後のゲームと
スポーツ

文法、語彙力レッスン
学校初日/
レベル分けテスト
プロジェクト課題
午後のゲームと
スポーツ

Designated Learning
Institution
No:O19332668052

土曜日

ナイアガラの滝
への小旅行

www.lsi.edu/yl-vancouver
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バンクーバー校

参加可能年齢

• 12歳の生徒は、親または保護者が同行する場
合のみ、ホームステイ滞在が可能です。
• 1クラス最大人数：16名

ロケーション

滞在先

対話中心の授業
学生ラウンジ

主要地域へのアクセス良好

ホームステイ内容：
• フレンドリーで居心地の良い雰囲気
• シーツ類とタオルが提供されます
• 洗濯乾燥機があります
• 充実した公共交通機関

無料Wi-Fi

St

バンクーバー校ジュニアコースの1週間のサンプルスケジュール
日曜日

月曜日

火曜日

水曜日

木曜日

レーザータグ

バンクーバー水
族館

ホワイトキャップ サイエンスワ
スの試合観戦
ールド

学校初日/
総合スキル/プロジェクト課題
レベル分けテスト

金曜日

休憩

土曜日

ウィスラーへの
小旅行

プロジェクト課題
昼食

ライトハウスパ
ーク

ホームステイ先で夕食

St

St

False Creek

到着日または
フリータイム

認定されている
組織/団体

Sm
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Cambie St Bridge
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Granville
Island
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コース

• 週20レッスン（1レッスン50分）
• 対象レベル：初級～上級
• 午前または午後の課外活動／週末の日帰り旅行
• 13歳～17歳の学生：ホームステイ（2人部屋、３
食付き）
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99

St

LSIバンクーバー校は、小規模でこじんまりとした
アットホームな学校です。1993年以来、世界中か
らの学生を歓迎しています。校舎は、ショッピン
グ施設やレストランがある街の中心地から数分
の場所に位置しています。ジュニア向けの英語プ
ログラムは、英語レッスンに加え、さまざまなアク
ティビティや小旅行が組み合わされています。

街の中心部

ホームステイ
LSIは、ホームステイ先のファミリーを選定し、担
当者が定期的に訪問して宿泊環境のチェックを
行っています。ホームステイは、学生が英語を勉
強しながら、カナダの文化に触れる機会を提供
します。

e
vi
Da

校舎

1クラス最大人数16名

BC
99

バンクーバーはカナダ西海岸に位置する、国内で
3番目に大きい都市です。世界で最も美しく、安
全な都市としても知られています。移民が多く住
み、多文化な環境は「世界で最も住みやすい都
市」と言われています。モダンで美しい都市は、
太平洋と海岸山脈を背景に、あらゆる年齢層が楽
しめる観光名所が満載。公共の交通機関も優れ
ており、多国籍なレストランが立ち並ぶ魅力的な
大都市です。

主な特徴

St
re
et

12～17歳（グループ単位の参加は冬期、個人およ
びグループは夏期プログラム）。

Designated Learning
Institution
No:O19283928542

www.lsi.edu/yl-paris

LSIパリ校は、ポンピドゥーセンターのすぐそば、
街の歴史的エリアに位置します。ノートルダム大
聖堂や洗練されたボヘミアンなマレ地区など、パ
リを代表する観光地へのアクセスも良好な場所で
す。パリ市庁舎（Hôtelde Ville）と地下鉄ランビュ
トー駅（Rambuteau）は、学校から徒歩5分の距
離にあります。

校舎

授業はすべて、ポンピドゥーセンターの近くにあ
るモダンな校舎で実施されます。大人向けのプ
ログラムも同じ校舎で行われるため、ファミリー
コースを受講する家族の場合、デイコースを選択
すると親子一緒に学習することが可能です。宿
泊付き留学プログラムは13～17歳の学生が受講
可能です。学生は、学校から徒歩わずか10分のマ
レ地区にある、快適な学生寮に滞在することが
できます。

学生寮
学生寮は、学生が安全に宿泊できる環境を提供
します。マレ地区にある、17世紀の美しい典型的
な建物です。男女別々の寮で管理が行き届いた
環境です。

1クラス最大人数16名
対話中心の授業

宿泊施設と学校が徒歩圏内

ホームステイ内容：
• 最大10人のシェアルーム
• シーツ類の提供（タオルは含まれません）
• 自動販売機
• 学生ラウンジあり
• セルフサービスの食堂
• WiFi利用可能
• 金庫を利用できます
• 24時間セキュリティ
• 施設内に公衆電話があります
• コインランドリー有り
• 各階に共有ルームがあります

街の中心部
無料Wi-Fi

学生ラウンジ
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パリ校ジュニアコースの1週間のサンプルスケジュール
日曜日

到着日または
フリータイム

月曜日

学校初日/テス
トと最初のレ
ッスン

火曜日

The Centre
Pompidou

La Se
ine

コース

• 週20レッスン（1レッスン50分：1週間16.7時間）
• 対象レベル：初級～上級
• 平日のアクティビティ/土曜日の小旅行
• デイコースは授業のみ、または授業＋アクティビ
ティのプログラムから選択可能です。
• 3食付きシェアルーム寮滞在（13～17歳）
• 1クラス最大人数：16名

主な特徴

水曜日

文法、語彙力レッスン

木曜日

金曜日

シテ科学産業
博物館

モンマルトル

休憩

プロジェクト課題
昼食

パリ花公園

バトームーシュク ポンピドゥ・セ
ルーズ
ンター

監督付きイブニングアクティビティ

認定されている
組織/団体

Ren
ard

ロケーション

滞在先

Rue
du

参加可能年齢

12～17歳。

Pa
lai
s

パリ校

Notre Dame
Cathedral

Bd d
u
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Private Institute of
Higher Education
Academy of Paris

土曜日

ベルサイユへの
小旅行

www.lsi.edu/juniors

「今回は2度目の参加です。
LSIでの授業が本当に楽しか
ったのでまた来ました。
いろ
いろな国の友人がたくさんで
き、
スピーキングを練習する
チャンスがたくさんありまし
た。
LSIに感謝します。
」
トルコからの学生の声、AHMET CETIN
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www.lsi.edu/family-programme

ファミリーコース
ファミリープログラム

保護者様のLSIでのコース受講と、お子様のLSIの
ジュニアコース受講を組み合わせたプログラムで
す。ご両親様は幅広い大人のコースから選択して
頂き、お子様はLSIジュニアコースの語学プログラ
ムで学習することができます。ご家族一緒に楽し
めるように特別に作成されたプログラムです。
ファミリープログラムは、ジュニアコースがあるす
べてのLSI校で提供されます。

「優しくて親切な先生の
もと、面白い方法で英語
最年少のジュニアには（6～11歳）、LSIサンディ
エゴ校、トロント校、ブライトン校、ケンブリッジ校 力をアップすることがで
（9～11歳）、ロンドン・ハムステッド校で夏期の
とても良いコー
ファミリープログラムを実施しています。冬期プロ きました。
グラムは、ロンドン・ハムステッド校、バークレー
スです！」
校、サンディエゴ校で受講可能です。このプログ

ジュニア向けLSIファミリープロ
グラム（6〜11歳）

ラムは、ほとんどの学校では授業のみ提供されま
すが、ケンブリッジ校ではオプションによりアク
ティビティの追加が可能です。また、サンディエゴ
校では、リクエストに応じてアクティビティ付き
パッケージをアレンジすることもできます。

宿泊先は、ファミリーの人数と空き状況に応じ
て、ホームステイまたはアパートメントのご利用が
可能です。サンディエゴ校の敷地内には、6歳未
満の子どもを対象とした託児所があり、楽しく遊
べる環境で、資格を持った教師が子どもの年齢に
合わせたレッスンやアクティビティ、工作などを
教えます。6歳未満のお子様には、ご両親や兄姉
がサンディエゴ子供博物館やバルボアパーク、サ
ンディエゴ動物園などのアクティビティ・小旅行
に同行することもできます。

モンテネグロからの学生の声、FILIP
MISUROVIC
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LSI - Opening
up the world
イギリス

LSIロンドン・セントラル校
19–21 Ridgmount Street
London WC1E 7AH
Tel. +44 (0)207 467 6500
Email: lon@LSI.edu
LSIロンドン・ハムステ
ッド校
13 Lyndhurst Terrace
London NW3 5QA
Tel. +44 (0)207 794 8111
E-mail: ham@LSI.edu
LSIブライトン校 ポートランドキャンパス
55-61 Portland Rd
Brighton BN3 5DQ
Tel. +44 (0)1273 722 060
E-mail: bri@LSI.edu
LSIブライトン校 ベントナーキャンパス
13 Ventnor Villas
Brighton BN3 3DD
Tel. +44 (0)1273 722 060
E-mail: bri@LSI.edu
LSIケンブリッジ校
41 Tenison Road
Cambridge CB1 2DG
Tel. +44 (0)1223 361 783
E-mail: cam@LSI.edu

Prospectus design by ICG www.icgonline.co.uk

LSIロンドン・イーリン
グ校
Ealing Green College,
The Green,
London W5 5EW
E-mail: ealing@lsi.edu

アメリカ

ニュージーランド

LSIサンディエゴ校
1706 5th Avenue
San Diego CA 92101
Tel. +1 619 234 2881
E-mail: san@LSI.edu

オーストラリア

LSIバークレー校
2015 Center Street
Berkeley CA 94704
Tel. +1 510 841 4695
E-mail: ber@LSI.edu

LSIボストン校
105 Beach Street
Boston MA 02111
Tel. +1 617 542 3600
E-mail: bos@LSI.edu
LSIニューヨーク校
40 Rector Street,
10th Floor,
Suite 1000
New York NY 10006
Tel. +1 212 965 9940
E-mail: nyc@LSI.edu

カナダ

LSIバンクーバー校
2nd Floor
806 Homer Street
Vancouver B.C.V6B 2W5
Tel. +1 604 683 7654
Fax. +1 604 683 7554
E-mail: van@LSI.edu
LSIトロント校
Suite 210,
1055 Yonge Street
Toronto ON M4W 2L2
Tel. +1 416 928 6888
Fax. +1 416 928 3388
E-mail: tor@LSI.edu

LSIオークランド校
Level 1,
10–12 Scotia Place
Auckland 1010
Tel. +64 (0)9 303 3097
Fax. +64 (0)9 303 3497
E-mail: auc@LSI.edu

LSIブリスベン校
93 Edward Street
Brisbane QLD 4001
Tel. +61 (0)7 3221 6977
Fax. +61 (0)7 3221 6861
E-mail: bne@LSI.edu

フランス

LSIパリ校
23 Rue du Renard
75004 Paris
Tel. +33 (0)1 4260 5370
E-mail: par@LSI.edu

スイス

LSIチューリッヒ校
Kreuzstrasse 36
8008 Zurich
Tel. +41 (0)44 251 5889
Fax. +41 (0)44 251 5805
E-mail: zur@LSI.edu

ベルギー

Language Studies
International
Boulevard Clovis 83/ 83
Clovislaan
1000 Bruxelles/1000
Brussel
Tel. +32 (0)2 217 2373
E-mail: info@lsi-be.net

lsi.eduでLSI校の詳細とバーチャルツアーをご覧
ください
すべての情報は印刷の時点で正確です。
コースの最新情報はwww.lsi.eduをご覧ください

「素晴らしい経験でした。
ここに
来て初めて、海外の語学学校で勉
強し、素敵な友達に出会うことが
どれだけ貴重な体験であるかが
わかりました。
」
台湾からの学生の声、MICHAEL MA

詳細については
LSIウェブサイトをご覧ください
www.lsi.edu/tv
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