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過去２年間に渡り、私たちは大変多くの様々な方法に挑戦し続けてきま
した。すべての物事を調整し、刷新し、妥協することなくこの困難に立ち
向かい続けました。カプランでの日々を通し、世界が徐々に通常に戻って
きていると実感することができるのを、とても嬉しく思っています。直に
学ぶこと―それが教室の中であれ、外であれ―現場でこそ生徒たちは真
の“ランゲージイマージョン”を体感し得るのです。
過去の年が運んできたものすべて、たとえそれが何であれ、カプランの
生徒たちが今までと同じように海外で言語を学ぶことを熱望し、期待に
胸を弾ませていることに間違いはありません。多くの人々にとって何か月
も旅行できない現実は、世界を探求したい欲求、新しいことを学びたい
欲求をより強くしました。我々は、皆さんが新しい言語を学び、海外生活
に頭から飛び込むことによって、人生を変える日が来ることを心待ちに
しています。
カプランは大きなネットワークを培っており、英語、フランス語、ドイツ
語の語学学校運営を世界7か国に展開しています。そこにはあなたが探
求すべき刺激的な場所がたくさんあります。ビジネスの象徴であるニュ
ーヨークシティーとロンドン、サンタバーバラのサーファービーチに、美し
い湖のあるモントリオールなど、カプランで理想の学習場所を見つける
ことができるでしょう。

ボーンマス

世界8カ国

世界8ヵ国28の素晴らしい
キャンパスからあなたの
理想の留学地を見つけま
しょう。

もしもあなたの目標が海外でより深く学習することであるならば、アカ
デミックな旅の過程を自信を持ってお手伝いします。イギリス、アメリ
カ、オーストラリアの一流の大学との提携に、ヨーロッパにおける大学進
学準備プログラムの運営、さらにオーストラリアには自社カプランのビ
ジネススクールがあります。これらのアカデミックと試験対策に特化し
たコースは、あなたが実際に高等教育の環境に身を置く生活をするため
の準備となり、将来の学習やキャリアをよりすぐれたものにするための
ツールを身につけるものとなるでしょう。
80年以上に渡って、個々の学習そしてキャリア目標に到達するためのお
手伝いを続けてきた経験から言えるのは、あなたに最もふさわしい語学
力達成に向けて、強くて信頼できるものが必要ならば、カプランという選
択があるということです。私たちは語学教育に熱意を持って取り組んで
いるため、皆さんが生涯忘れられないような海外生活と学習の経験をす
るためにすべての力を注ぎます。
Graham Holdings (旧ワシントンポスト社)という親会社の強い後ろ盾
があるため、先行き不透明な未来にも業界を牽引していく学校とし、広
く信頼を得続けています。世界で何が起こっていようとも、カプランは安
全かつ安心な学習環境を整えて皆さんの留学の夢をサポートしていきま
す。カプランの学生の一員として、我々の教育理念をお見せできる日を楽
しみにしています。
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カプランインターナショナル
について
世界の語学学校として
世界で何が起こっても、言語を学ぶことはあなたの人生を驚くほど豊かにするひとつの
方法で私たちは80年以上にわたり多くの学生に学問的、専門的、個々の可能性を発揮
できるような支援をしてきました。現在世界中で英語、フランス語、ドイツ語のコースを
提供しています。私たちは言語教育がもたらす力を信じています。

知っていますか?

• バイリンガルな人はひとつの
言語だけを話す人よりもスム
ーズで効果的にマルチタスク
な対応ができます。
• 2015年にバンク・オブ・ア
メリカが提示した求人広告の
3分の1以上は、バイリンガ
ル向けのものでした。
• 1つのアイデアに対して2つ
以上の単語を持つことにより
思考の柔軟性を向上させるこ
とができるため、バイリンガ
ルであることはあなたの創造
力の向上に繋がります。

国際的な学習環境
言語は私たちをひとつにします。カプランは
ヨーロッパ、独立国家共同体（CIS）、アジア
太平洋地域、南北アメリカ、アフリカおよび
中東地域にまたがる世界各国から、毎年4万人
の留学生を受け入れ、多文化が共生するグロ
ーバルな環境下で、包括的かつ開放的な教育
の場を提供しています。学校にて私たちとと
もに勉強しても、何千マイル離れた場所から
でも、同じ目標に向けて世界中の人々と繋が
ることができます。

他言語を話すことができるよう
になれば、あなたの望む未来は
すぐそばまでやってきます。カ
プランは、そこに到達するまで
を全力でサポートします

私たちは変化に対応します
私たちはこれまでの80年間において、世界中
の多くの変化や大きな出来事に対応してきま
した。そのすべてを通してカプランは、人生
をより良く変える高品質の語学授業を提供し
続けてきました。今年はオンライン学習体験
を最大限に活用し、世界中のどこからでも繋
がることができるようブレンド型学習ツールK
+ LIVEを導入しました。私たちの学校では誰
もが私たちと共に学習しているという自信を
持てるよう、広範囲にわたり新しい安全対策
を実施しています。また大規模で定評のある
企業Graham Holdingsの一員であるため、不安
定な時期であっても、いつでもここでみなさ
んを迎える準備がととのっています。

教育業界におけ
る80年の歴史

優れた授業料にて提供します

私たちはカプランで行うすべてのこと、提供するす
べてのものにおいて卓越していることを目指し、努
力しています。質の高い言語教育を提供するという
私たちの思いは、過去の学生からの97%の推薦率
と、5つ星に反映されています。私たちは学生にとっ
て留学がどのようなものかを正確に理解でき、さま
ざまなバックグランドと適切な資格を持った教師に
よって提供されるオリジナルのカリキュラムを提供
しています。コースには授業外で使用できる補足ツ
ールも含むため、学習時間を最大限に活用すること
ができます。ソーシャルアクティビティでは、学ん
だことをより楽しく魅力的な方法で活用できます。

世界最大かつ最も多様な教育プロバイダーの1つとして、私たち
は80年以上にわたり学生が最高の結果を得られるよう支援して
きました。教育への機会を増やすため1938年にスタンリーカプ
ランによって設立されたカプランは、現在29ヵ国で事業を展開
し、世界中において100万人以上の学生へ教育とトレーニング
を提供しています。カプランは大規模なGraham Holdings（旧
Washinton Post)の一員として経済的な支援を受けており、み
なさんを迎える準備はいつでも整えられているので、安心して
お越しください。

私たちは言語教育に情熱を注ぎます

私たちは言語が世界の鍵であると信じています。英
語、フランス語、ドイツ語は、国際ビジネスや国連、
音楽、科学、文学などに使用される言語です。他の言
語を話すことで新たな場所を発見し、これまでは考え
てもいなかった方法で、優れた能力を発揮するように
なります。
4
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カプランと歩む
カプランはあらゆる方法でみなさんの成長をサポートします。英語のスキルを向上させるだけでなく、自信
をつけ、異文化への理解を深め、人生におけるチャンスを掴むお手伝いをします。
カプランを選ぶということは、みなさんの成長を支える、信頼のおける学校を選ぶということです。カプラ
ンは、みなさんが何の弊害も受けず目標に向かって進んで行けるようサポートします。みなさんの海外留学
が可能な限り実り多く、快適な体験となるよう考慮しています。

約束

私たちのカスタマーサービスは、新しい言語を習得することを通し、自信を高め、スキルを高め、将来性を高める
という3つの指針

自信を育てる
私たちは空港にてみなさんをフレンドリーに出
迎え、新しい家での生活に馴染めるお手伝いをし
ます。初日は学校周辺でのウェルカムツアーがあ
り、コース開始時には学校にいるすべての人にみ
なさんを紹介します。厳選されたホームステイと
学生寮はすべて、自宅にいるかのような安全で快
適なサポート環境がととのえられています。
24時間年中無休のヘルプラインを設けており、
何かあればいつでも相談することができます。み
なさんはそこに頼るよりも先にきっと周囲に馴染
み、地元の人々と同じように暮らすようになるで
しょう。
スキルを伸ばす

カプランで学ぶ際には初日にみなさんのための個別化さ
れた学習計画を作成し、それぞれの習熟度をみながら学
習を進めていきます。

教室の外ではすべての生徒が参加できるソーシャ
ルアクティビティが行われ、学んだことすべてを
現実の世界で実用する機会が設けられています。
すべてのアクティビティは訪問地を探索するだけ
でなく、語学力を向上される役割を果たしてい す。

未来の可能性を広げる

英語コースではコース修了の2週間前にマンツーマ
ンの面談を提供し、カプランでみなさんが求めた
もの全てが得られたかどうかの確認をします。さ
らにスキルを伸ばしたいと考えた生徒には、ニー
ズに応じてコースの延長や追加を手配することも
できます。
ここで学びを終える必要はありません。新しく築
いた国際的なネットワークや友人と連絡を取り合
い、カプラン卒業生限定のコミュニティーに参加
して、ネットワークをさらに拡大しましょう。

教室高度なテストシステムであるKITEを利用して、レ
ベルを上げるタイミングを査定することも出来ます。集
中英語コースを選択した生徒へは進捗状況を保証し、ま
た習熟度レベルの指標を通じて、どれだけ英語が上達し
たかを目に見える形で示すことができます。
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言語教育アプローチ
について

熱心な教師陣

カプランでは、優れた指導による集中的な学習こそが、英語を習
得する最も効果的な方法だと考えています。英語環境に身を置
き、独自に開発されたカリキュラムで専門的に学習することがで
きます。新しい街が与える感動を発見しながら教室で学んだこと
を実践し、毎日新しい語彙が自然と身についていることに気づく
でしょう。

私たちは英語指導に必要な知識はもち
ろん生徒の心をつかんでやる気を引き
出す能力を兼ね備えた教師を採用して
います。カプランの教師は教師は、実
用的な英語を習得できるように参加型
の授業を常に心がけており、生徒が複
雑な概念を理解することに達成感を感
じています。 クラスは少人数制のため
教師は生徒のことを熟知し、個人個人
に合った効果的な学習プランの構築を
サポートします。

360°学習

常に新鮮な時事情報に関連する興味深
い授業を提供するため、カプランでは
定期的に教科書を改定しています。
そのためクラスは最新のニュースや映
画、テレビ番組の話題を中心に展開す
ることができます。カプランでの学習
は最新のテクノロジーと連携している
ため、クラス内での学習と自主学習と
の間に大きなへだたりをなくし、スム
ーズに学習することができます。

学校
スタッフ
紹介
私たちは学生にとって留学がど
のようなものかを正確に理解
できる、ダイナミックで幅広い
バックグラウンドを持ち、適切
な資格のあるスタッフを採用し
ています。
カプランの教師や学校長、ソ
ーシャルアクティビティマネー
ジャー、宿泊施設アドバイザー
は、みなさんの経験を可能な
限り有意義で思い出深いもの
にするため全力を尽くしてい
ます。

最新の学校施設

Michelle Dawson
アカデミックディレクター
ダブリン校

Lisa Holsworth
エリア学校長,
サンフランシスコ-バークレー校

私の最もやりがいのあること
は、間違いなく、学生を日常
的にサポートすることです。
学生はそれぞれ何百万もの話
題や問題、状況をかかえて私
のオフィスにいつでも来るこ
とができます。いつも彼らが
私のオフィスを幸せにしてく
れます。

常に私たち教師が教室内外でどのよ
うに進んでいくかを考えるため、私
は生徒にカプラン教師のどこが好き
かをいつも尋ねています。

すべての学校では最先端の電子黒板を
使用してレッスンを行っています。マ
ルチメディアラボはメールをチェック
するためだけの場所だけではありませ
ん。クラスで学んだことの理解をさ
らに深めるのに役立つ、相乗効果のあ
るオンラインツールが設置されていま
す。また多くのセンターには、どこで
もアクセス可能なタブレットが用意さ
れています。

先生方のモチベーションの高さにとても驚きま
した。このような先生方には今まで出会ったこ
とありませんでした。
先生全員が非常に思いやりがあり、献身的で、
いつも時間をかけて生徒の質問や悩みに答えて
くれました。
Sina Dommann, スイス
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Bonenfant Clemence
教師
リヨン校

Sofi Bacon
滞在施設担当マネージャー
オックスフォード校

Felix Breitkreuz
校長
ベルリン校

私は2年ほどフランス語を教えて
います。学生のフランス語力を向
上させるサポートができるのは私
にとって幸せなことです。彼らが
目標としている最高のレベルに達
した瞬間を見るのは楽しいです。
私たちの西洋文化を世界中のすべ
ての国にもっと紹介したいと思い
ます。私も日本語が話せるので、
もっと日本人にも私たちの美し
い言語や文化を体感してもらいた
いです。

私は学生のためにレジデンスやホー
ムステイの宿泊施設を手配したり、
自身で宿泊施設を探すときのアドバ
イスを提供しています。私たちのホ
ストファミリーは素晴らしいです！
カプランと何年ものつながりのある
家庭が多く、学習しやすい環境を提
供してくれています。

私はこれまで20年以上学校で
働いています。最初は教師と
して、次に研究部長として、
そして今は9年間学校の校長と
して働いています。
私の故郷であるベルリンは世
界中の人々を歓迎し、文化や
課題、チャレンジが織り交じ
る、毎日ひらめきを感じるこ
とができる街です。

9

グローバル教育における私たちの責任

学生のサクセス
ストーリー

カプランは設立以来80年を超えて教育へのアクセスを拡大するための導となっています。 カプランが本社を置
く米国では、カプラン教育財団（KEF）が経済的および社会的に恵まれないコミュニティの学生に対し、2006年
以来米国のトップ大学に進学するのを支援してきました。世界の他の地域においては、 カプランインターナショ
ナルは教育やキャリア開発への障壁を取り除く役目を担うさまざまな慈善団体や非営利団体と提携しています。

Reimi Kubo
日本 – アメリカで学ぶ

Mirko de Martini
イタリア – ダブリンキャンパス

私はずっと英語を勉強したい
と思っていました。夫がアメ
リカ転勤になったのがきっか
けで、私はカプランインター
ナショナルに入学しました。
最初来た時の私の英語力はと
てもみすぼらしいものでし
た。私は話すことも理解する
こともなにもできませんでし
た。学生時代に学んだことは
すべて忘れてしまっていまし
た。 今では文法力も上達し、
より自然に自信を持って話す
ことができます。

私が英語を勉強することに決めた
理由は、英語は現代にとても必
要な言語だからです。 多国籍企
業で働きたい場合にとても便利で
す。 でもここ に 来て一番すばら
しいと感じたのは、英語でみんな
とコミュニケーションできること
だと思いました。 自分自身の国
籍に固執せず、みんなでその枠を
超えることができます。 私が英
語を勉強すると決心したのはキャ
リア上の理由だけでしたが、その
考えはここに来て辞めることにし
ました。今は人とのコミュニケー
ションのために英語を学びたいと
思います。

アフリカの少女への教育支援

Alejandro Contreras
ベネズエラ – ボーンマスキャンパス

Emoke Zakor
ルーマニア – ブリスベンキャンパス

Luis Felipe Tomaz de Souza
ブラジル – モントルーキャンパス

私がカプランの先生たちが好き
な理由は、いつも私をまるでイ
ギリス人であるかのように同等
に話そうとしてくれることで
す。 通りを歩いているイギリス
人同様として扱い、話しかけて
くれます。私にとっては大きな
挑戦ですが、私はそれが本当に
嬉しいです。 先生たちは私の英
語をより良くしようとしたり、
私が感じているあらゆる疑問に
関してサポートしてくれます。
本当に素敵な先生たちです。

私の英語はここに来てからと
ても上達しました。 始め来た
ときにはとても自信がなく、
話さなければならないときに
はいつも緊張していました。
しかし今はすべて改善されま
した。 ケンブリッジに行き
IELTSの勉強もしたいと思っ
ているので、とてもワクワク
しています。

私はここでの経験を生涯覚え
ているでしょう。 素晴らしい
思い出がたくさんあります。
学校の先生とスタッフの質は
並外れています。 私はフラン
ス語を学んだだけでなく、今
では家族のような一生の友達
もできました。 このような機
会に恵まれたことに感謝して
います！
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私たちは2013年からプランイン
ターナショナルUKと共に、サブ
サハラ・アフリカの少女たちに
より良い教育を届けられるよう
活動を行ってきました。セネガ
ルでは、カプラン基金がプランイ
ンターナショナルをサポートする
ことにより、16の学校において
9歳から16歳までの1,000人の少
女たちの教育を向上させることが
できました。シエラレオネでは、
アフリカ女性教育者フォーラムの
ガイダンスに従い、483人の若い
女性たちに教師となる機会を与え
ました。
次の2年間にかけて、ジンバブ
エにおけるSAGEプログラム
のサポートを行うことになっ
ています。SAGEプログラム
(Supporting Adolescent Girls
into Education:10代の少女への
教育支援)は、ジンバブエのコミ
ュニティと共に、学校へ行ってい
ない少女たちを特定し、彼女たち
が再び教育を受けられるよう道筋
を示していく活動を行います。

後援とボランティア授業

私たちはRefuAidといったチャリテ
ィー団体と共に、シリアやその他の
紛争地域からの難民が私たちの学校
で英語を学べるように後援をしてい
ます。さらに、難民と難民申請者へ
のグループ授業のためにオンライン
学習の教材のライセンスを提供して
います。

地域社会への貢献

私たちは常時、恵まれない地域への
ボランティアと寄付を行い、私たち
の設備をチャリティーや地域の学校
に提供しています。このことは、彼
らが必要な利益を受けられるという
だけではなく、私たちの生徒たちも
また、イングリッシュスピーカー
のコミュニティとの繋がりを得られ
る良い機会となります。昨年は、地
域のホームレスのシェルターに食
べ物と衣料を提供し、DV被害者の
ために衛生用品と洗面用具を集めま
した。

カインドネス・カリキュラム

カプランオーストラリアは、幼稚
園から12歳までの生徒のための
カインドネス・カリキュラムを開
始するために、カインドネスファ
クトリーと提携しました。謙虚さ
と思いやりを持ち、人生の浮き沈
みを耐えられるよう促し、快活さ
を築き、世界をより思いやりある
場所にします。このカリキュラム
は現在のところ、オーストラリ
アの2,000校の学校で使用されて
おり、UKとUSでも導入される予
定です。
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目的に合わせた
コース選び

アルパディアのフランス語
とドイツ語コース

カプランでは、数週間の滞在でも、1年間の留
学でも、皆さんの学習目標に沿ったさまざまな
英語コースを提供しています。皆さんが効率的
に、また自信を持って英語力を伸ばせるよう、
カプランのフレンドリーで経験豊富な教師が全
力でサポートします。

フランス語とドイツ語のコース種類

スタンダード20、インテンシブ25、プレミアム
30の3つからお選びいただけます。初心者レベル
から始めることが可能です。

カプランの英語コース

試験準備コース

英語レベルを総合的に上げたい人、特定の試験に
向けた勉強がしたい人、流暢に話したい人、海外
での時間を有意義に過ごすためには柔軟なレッス
ン計画が重要だと考える人、カプランならそれぞ
れの目的に合ったプログラムを見つけられます。

アルパディアにて語学力を向上させ、
試験合格を目指しましょう。 DELF /
DALF、TCF、TELC、Goethe、TestDaF試験の準
備コースを開講しています。

大学進学準備プログラム

フレックス英語コース

アルパディアの大学進路プログラムはフランス、
ドイツ、スイスに提携校を持ち、ビジネス、デザ
イン、エンジニアリング、金融、情報システム、
メディア、音楽などの分野に進む機会を提供して
います。

半日、セミ集中、集中英語コースは毎週月曜日に
開講しています。コースの最短期間は1週間で、
さまざまなレベルからスタートすることができま
す。

中・長期留学プラン

英語の流暢さを向上させ、キャリアや学業の目標
達成に一歩近づくための貴重なスキルを身に付け
ながら、みなさんの周りにある新しい文化や都市
を知るために数カ月滞在しましょう。

コースのアップグレード

英語学習プランを個人のニーズに合わせて調節
し、さななる上達に向けてコースに授業時間とマ
ンツーマンクラスを追加するオプションです。

試験対策コース

TOEFL®、IELTS、GRE®、GMAT®、ケンブリ
ッジ英検のスコアアップにつながる試験対策コー
スです。

NEW PHOTO

専門英語コース

ビジネス英語コースで英語圏におけるビジネスシ
ーンの実践的な英語力を身につけたり、アカデミ
ック英語コースで上級レベルの英語力を習得する
とともに、英語圏への進学などアカデミックな環
境で必要なディベート、プレゼンテーション、パ
ブリックスピーキングのスキルを学びます。

オンライン授業

K+Liveでは、ヴァーチャル授業に対面式授業の
カリキュラムを取り入れた、独自の学習環境を提
供しています。授業はリアルタイムで行われるた
め、教師の即時フィードバックにより英語力を上
げることができます。オンラインのアクティビテ
ィに参加して楽しみながら会話力を身につけられ
ます。
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詳細はこちら：kaplaninternational.com/jp
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K+は、国際標準規格のCommon European Framework of
Reference（CEFR）のレベルに沿っています。

カプランでは、実用的なスキルを身に付けるのに効果的で役立つ、ユニークな取り組みが
行われています。

RO

K+Course Booksと連動し、オンラインで自分の成績を確
認したり、文法カタログを検索したり、授業やテキスト
で取り上げられたトピックのわかりやすい解説を参照した
りすることができます。アクティビティやゲーム、クイズ
に取り組むことで、教室で身についた英語力を強化できま
す。また、宿題や演習のフィードバックをすぐに受け取る
ことができます。

教師主導で行われるK+Learning Clubsでは、他の生徒と
交流しながら英語のスキルを磨くことができます。1週間
を通して特定の分野（発音や語彙など）に集中的に取り組
めるほか、新しいスキルを学んだり、食べ物や写真などの
趣味を共有したりすることで、実践的かつ自発的に英語を
使うことができます。K+Learning Clubsには、リーディ
ング、ディベート、会話、生活スキルに役立つクラブなど
があります。

授業内容とは別に、レベルごとにオンラインで、新し
い文法や発音、語彙の演習問題を動画や音声で学習
することで、教室で身についた力をさらに強化できま
す。K+Online Extraでは、自分の強みと弱点に合うように
きめ細かく設定できるほか、すべての進歩が個人のアカウ
ントに自動的に保存されます。

カプランの集中英語コースで10週間学習し、英語レベルを向上させましょう。

GRE

Editable text version

カプラン独自のK+Course Booksでは、実際的なシナリオ
を中心とした最新時事に関連した内容を通して、英語を学
ぶことができます。興味深いトピックや演習に取り組み
ながら、少しずつ自信をつけていくことができるでしょ
う。2週間ごとに新しいテキストに移行します。

レベルアップ保証制度

A NTE

SS

AR

ED

Dr. Bror Saxberg, M.D. Ph.D,

カプランの英語コースの魅力
について

P

カプラン独自の学習メソッド「K+」は、専門家チームに
より作成された、テキスト主体でありながら学習者のニー
ズに沿い、さらにデジタル機能を兼ね備えたものです。テ
キスト(K+Course Books)、オンライン教材(K+Onlineと
K+Online Extra)、学習クラブ(K+Learning Clubs)が連
動しているため、生徒は教室でも、移動中でも、滞在先で
も、英語を身につけることができます。また、カプランを
修了しても、K+OnlineとK+OnlineExtraへのアクセスを継
続することで、帰国後もさらに英語スキルを磨くことがで
きます。

K+のアプローチは、英語学習の効果を最大限に高め
るために、研究結果に基づいたフィードバック演習
とグループベースの学習を採用しています。K+は、
生徒たちが教室で一緒に新しいスキルを試し、十
分に訓練を積んだ教師からフィードバックを得られ
る機会が最大限に提供されるように工夫されていま
す。K+Online なら、学生は必要なだけ自分の裁量で
演習に取り組むことができるため、クラスやソーシャ
ルアクティビティの時間をより効果的かつ楽しいもの
にすることができます。

GU

カプランの英語
学習システム

A4 Page size

Outlined text version with solid white centre

Outlined text version with white centre knocked out

アメリカ、カナダ、イギリス、アイルランドでのみ適応となります。

REAL ENGLISH
中級レベルから上級レベルに挙げるためのハードルはより高くなります。そのためカプラン
ではより実践的な学習を行うための特別スキルクラス仲間と協力して学校新聞の作成や
ポッドキャストの録音、市内ガイドマップの作成など魅力あふれる多様なプロジェクトを
遂行していきます。リーダーシップの取り方や仲間同士でのタスクの振り分け方、自信の意
見を表明する方法も学びながら、英語スキルを使用して実際の問題を解決し達成に向けて
いきます。

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

Express
K+Liveは、Kaplanの学習ツールを最大限に活用
し、自宅で英語学習ができるよう開発された、ブレ
ンド型学習コースです。 資格を持ったカプランの
教師が行うオンラインレッスンに加え、オフライン
資料、オンライン学習ツール、学習クラブが組み合
わさったカプラン独自のコースです。

カプランは自信を持って英語教育を提供しているため、アメリカ、イギリス、アイルランド、
カナダにて集中英語コースを選択した生徒へは英語力のレベルアップを保証しています。カ
プランで10週間学び、きちんと授業に出席し、指示通りに宿題をやり遂げると、英語レベル
は少なくとも１レベル上がるよう設定しています。条件を満たしていながらこの目標に到達
しなかった場合には、申し込みコース終了時に4週間のレッスンが無料で追加されます。

K＋LIVE Expressは、日常生活に英語学習を追加し
たい方に最適です。1日1、２時間のオンライン学
習で、スピーキングとリスニング、または文法・語
彙、あるいはその両方に焦点を当てることができま
す。毎日数時間オンライン授業を取り入れ、さらな
る英語力向上を目指しましょう。

LISTENING

LI
K+ VE

K+
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詳細はこちら：kaplaninternational.com/jp

LI V E

READING

GRAMMAR

SPEAKING

WRITING

K+ LIVEによるオンライン授業
K＋Liveクラスでは、ヴァーチャルなクラスで親身かつ熱心な教師陣による講義を、世界中
から集まるクラスメイトと共に受講します。学校にいることさながら話したり書いたりする
ことができ、教師はリアルタイムで応答してフィードバックを行います。オンラインのソー
シャルプログラムも楽しむことができ、英語を練習しながらカラオケ、映画ナイト、料理教
室やクイズナイトといったヴァーチャルアクティビティを通してクラスメイトと仲良くなる
ことができます。
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フレックス英語コース
一般英語

読み、書き、文法、語彙、会話、発音のコアス
キルの向上に取り組みます。

セミ集中英語

集中英語

授業内容と連動した学習教材を活用します。

アカデミックセメスター&アカデミックイヤー

アカデミックセメスターコースとイヤーコースには、年間を通じて定期的な開始日を設けています。詳細については、
kaplan.to / enpl21をご覧ください。
米国では週に3時間以上K +Learning Clubsに参加する必要があります。

5.25 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。

ビザの種類に応じて学習を進めら
れるよう、中長期留学プランでは
２種類の学習期間を提供していま
す。 どのプログラムが適してい
るのかについては、カプランの担
当者にお問い合わせください。

アカデミックセメスターコースは5ヵ月または6ヵ月プランの2種類ですが、アカデミッ
クイヤーコースは合計2回の学期間休暇を含む8ヵ月プランとなっています。

K+ ONLINE

K+ LEARNING CLUBS**

ご存知ですか?

英語力を向上させつつ、滞在都市も楽しめるような最高の機会をお探しの方には、カプ
ランの中・長期留学プランが最適です。海外に数ヶ月滞在すれば、その都市と文化への
理解も深まり、より流暢に英語を話せるようになり、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。

15 時間

総合英語: 20レッスン

中長期留学プラン

K+ ONLINE EXTRA

自習のための追加学習教材K+ Online Extra を
活用します。

コースアップグレード
インテンシブ&スーパー
インテンシブアップグレード

REAL ENGLISH

実践的な英語力を身につけるために重要な言語スキルを
身に付けます。

レベルアップ保証制度

インテンシブ英語コースを受講の生徒へは、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。
条件を満たしていながらレベルが上がらなかった場合
には、4週間のレッスンが無料で追加されます。

15時間

K+ LIVEによるオンライン学習

21時間

K+ Liveクラスでは、フレンドリーな教師陣によるヴァーチャルな教室空間をお届
けします。講義はリアルタイムで行われるので、教師は即座にフィードバックを行
ってあなたの上達を促します。ヴァーチャルのソーシャルプログラムも楽しむこと
ができ、オンラインアクティビティを通してクラスメイトと仲良くなることができ
ます。もしも予期しない状況になって学校に通えなくなった場合は、通学が再開で
きるようになるまでオンラインレッスンでの代替を保証します。

柔軟なプラン設定

発音矯正からビジネスシーンでの会話など、それぞれ関心
のある特定のトピックについて専門的な語彙と文法を学習
します。REAL ENGLISHクラスを選択して、教室から現実
世界へより実践的な英語力を身に付けましょう。

REAL ENGLISH

Editable text version

LI
K+ VE

K+

詳細はこちら：kaplaninternational.com/jp

LI V E

コース終了後のK+アクセス

レベルアップ保証制度

A NTE

選択科目であるReal Englishでは、教室
の外に出てから必要となる実践的な英語
RO
GRE
の重要スキルを身につけることを目指し
ます。

カプランでの学習

カプランで勉強すればするほどより多くのことを学習し、
進歩に繋げることができるでしょう。これまで皆さんが思
っていたよりも早く、目標を達成することができます。

AR

P

フレキシブル英語コースでは初級から上級まですべてのレ
ベルに対応しており、一部のコースのみ初級レベルにて特
定の開始ぷ日があります。

選択科目で特定分野のスキルを伸ばす

ED

みなさんに合ったプランで学習を始めましょう。コースは
毎週開始することができます。 1〜52週の間で学習期間を
選択し、みなさんのニーズと目標に合ったレベルを選択し
てください。 そして教室での学習時間を最大限に活用し、
英語学習と休暇のバランスを取りながら楽しみましょう。

SS

15時間

**アメリカではビザの種類によっては週に3時間以上K +Learning Clubsに参加する必要があります。

16

要望に応じて、2人または3人グループでの個別授
業も提供いたします。

*スーパーインテンシブアップグレードはイギリスのみご利用
いただけます。

オフライン教材、オンラインツール、スタディクラブ
を組み合わせたカプラン独自のオンライン授業コース
です。

学習レベル

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人ひとりの個人目標を達成
するために役立つマンツーマン授業を提供してい
ます。その際にはコース予約時にマンツーマン
の授業を選択してください。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。

インテンシブコースへのアップルグレードを選択
すると、リアルイングリッシュクラスでのプロジ
ェクトベースの学習と、レベルアップ保証を受け
ることができます。

K+ LIVE

対面授業時間／週

マンツーマンクラス

授業をさらに週に6時間追加するインテンシブアッ
プグレード、または週に9時間追加するスーパーイ
ンテンシブアップグレードを選択することもでき
ます。コース全期間、もしくは一時的な期間のみ
アップグレードをして強化することもできます。

GU

語彙やビジネスシーンでの会話、留学地の文化
など、さまざまな特定分野に焦点を当て強化す
る授業です。

6 時間

選択科目: 8レッスン

カプランのコース終了後もK＋Online
とK＋Online Extraにアクセスできるの
で、帰国後に自宅で英語の上達を続ける
ことができます。

集中英語コースを選択し、最低95％の出席率で授業
態度が良く、宿題をきちんと仕上げれば、10週間ご
とに技量が1レベル上がることを約束しています。
条件を満たしていながらこの目標も到達しなかった
場合には、4週間レッスンを無料で追加します。
A4 Page size

Outlined text version with solid white centre

Outlined text version with white centre knocked out

アメリカ、カナダ、イギリス、アイルランドで適応となります。
詳細はレベルアップ保証の約款をご参照ください: kaplan.to/gptc22
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試験対策コース

こんな人におすすめ

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。このコースは、TOEFL®の試験で
求められるアカデミック英語と試験テクニックに焦点が当て
られます。 TOEFL IBT（インターネットベース）は、リーデ
ィング、ライティング、リスニング、会話の4技能で構成され
ています。これはスピーキングを評価しない紙ベースのテス
トよりもさらに実践的な効果が期待されます。

アメリカで博士、修士課程を履修したい場合には、GRE® と
GMAT® のスコアが必要になります。またカプランのすべて
のコースの中でも、このGMAT®/GRE® の修了生が最も多
く就職や大学院進学を果たしています。さらにこのコースに
は、ハイスコア保証* もあります。公式テストで高得点を取
得できることを保証し、もし取得できなかった場合には無料
でさらにコースを延長するか、払い戻しを受けるかのいずれ
かを選択することができます。

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：20レッスン

GRE®

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

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

26.25 時間

ストラクチャースタディー：7セッション

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。

TOEFL IBT® ＆アカデミック英語 特別スキル：

8レッスン

TOEFL IBT® ＆アカデミック英語 - パートタイム

コース開始レベル

1週間の授業構成
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

カレッジまたは大学卒業資格とTOEFL iBT® スコア77
15 時間

TOEFL IBT® & アカデミック英語：20レッスン

受講可能期間

TOEFL iBT ® スコア55または事前テストに合格

受講可能期間
1～16週間*

コース開始日
毎週月曜日（祝日の場合は火曜日となります）

こんな人におすすめ

1週間の授業構成

1週間の授業構成

IELTS集中コース：

ケンブリッジ英検対策：20レッスン*

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、カナダで
は、IELTS が最も一般的な英語検定になります。

選択科目：8レッスン

語彙、実務英語、現地文化などの選択科目を履修

K+ 学習教材

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 試験対策：8 レッスン

コース開始レベル
中級から上級まで（30ページ参照）

上記レッスンに加えて

受講可能期間

K+ 学習教材

4～12週間（ロケーションによって異なります）

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。

受講可能期間

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。

1～24週間（ロケーションによって異なります）

• カプラン代理店で適用されるその他の条件

詳細は12ページ参照

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

中級から上級まで（30ページ参照）

• 登録した試験コースを初めて受講する学生であること

語彙、実務英語、現地文化などの選択科目を履修

総合英語：20レッスン

開始日はロケーションによって異なります。詳しい情報
は、kaplan.do/gregmat の料金表をご参照ください。

• 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

選択科目：8レッスン

IELTS 選択コース：

コース開始レベル

• 100%の出席率

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

上記レッスンに加えて

コース開始日

*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。

カプランではB2 First、C1 Advanced、の2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。

または

詳細は12ページ参照

12週間

コース開始レベル

こんな人におすすめ

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
22 時間

1週間の授業構成

ケンブリッジ英語検定

IELTS 試験対策：20 レッスン*

22 時間

1週間の授業構成

レッスンの時間は？
45分です
参加できる年齢は？
16歳から参加可能です
クラスの平均人数は？
TOEFL IBT®、IELTS、ケンブリッジ英検は、平均で12名、最
大15名です。GRE®、GMAT®は、平均で15名、最大30名です
場所はどこにありますか？114ページをご覧ください

IELTS

21 時間

こんな人におすすめ

21 時間

GRE®/GMAT®

5.25+
時間

TOEFL IBT® ＆アカデミック英語

コース内容について

21 時間

カプランでは各種試験対策に向けて学生をサポートしてきた80年の歴史があります。これこそ私たちにとってすべての始まり
でした。
英語資格はみなさんのキャリアに大きな変化をもたらします。 カプランではTOEFL®、IELTS、ケンブリッジ英検、GRE®、
GMAT試験におけるみなさんの目標達成に向けてサポートする準備が万全に整っています。

試験当日には、きっと十分な実力と自信が付いているでし
ょう。どの試験を受験する場合でも、それぞれに合わせた
カプランの試験対策コースと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。

コース開始日
開始日はロケーションによって異なります

5.25+
時間

試験対策コース

コース開始日
開始日はロケーションによって異なります。詳しい情報
は、kaplan.to/ceaの料金表をご参照ください。

*ケンブリッジ英検対策20レッスンと選択科目
到着前にプレイスメントテストが必要な場合
があります。
公式試験日をプログラム内に含めるには、追加
で滞在が必要になる場合があります。
ケンブリッジ英語検定試験の試験料はコース料
金に含まれておりません。
各ロケーションで受講可能なケンブリッジコー
スレベルはカプラン担当者にご確認ください。

*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。

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

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

お問い合わせください。

合わせください。

IELTS受験費用はコース料金には含まれていません。

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。
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ビジネス英語

アカデミック英語コース*(カナダ)

ビジネス選択英語

通常の英語レッスンに加え、専門
化されたライティング演習、ロール
プレイ、ワークショップを通し、
国際的なビジネス現場での実践を学
びます。

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。

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やTOEFL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。

言語の重要な点すべてに焦点を合わせた演習をすることにより、アカ
デミックな英語環境において必要な英語スキルの上達を目指します。

21 時間

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、ビジネス交
渉、プレゼンテーションなど

15 時間

総合英語＋アカデミック英語:28レッスン**

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。

6 時間

ビジネス英語（選択
科目）:8レッスン

グローバルな職場で成功するため
に、ビジネスに特化した英語に集
中します。ビジネス英語授業２０
レッスンと選択授業8レッスンを受
講します。

ビジネス英語:20レ
ッスン

6 時間

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

総合英語:20レッスン

ビジネス集中英語

S

LI

ES

K+

K+

ビジネスの世界で活躍したり、より高い教育を受けるために必要な専門的な英語スキルを上達させましょう。あな
たが選択した分野に合わせて特別に設定された演習を通じて、英語を学ぶことができます。

S
ES

専門英語コース

E EXPR
LIV

VE E X PR

K+ LIVE EXPRESS
K＋Live Expressは私たちが推奨する没入型学習「immersive learning」に最適な融合型の
学習方法で、自宅にいながらリアルな英語学習体験をすることができます。熱心な教師陣に
よるライブのオンラインクラスで英語の学習をし、世界中から集まる他の生徒たちとのオン
ラインアクティビティで楽しくスキルを磨きましょう。K＋Live Expressは１日に１、２時間な
ので、忙しいスケジュールの中に英語学習取り入れることが可能です。.

K+ LIVE EXPRESS?
K+ ONLINE
K＋OnlineとK＋Online
Extraにアクセスし、クイ
ズ、質問、動画と音声の用
例を使うことで、教室で身
につけた英語をさらに上達
させましょう。

オンライン英語テスト
KITEは、生徒の回答に適
応し、テストが進むにつれ
て問題の難易度が調節さ
れることによって、個々の強
みと弱点をより正確に測定
できる高度なテストシステ
ムです。

リアルタイムの交流
安全なZoomのプラットフ
ォームを使って、教師やクラ
スメイトと一緒に、共有の
スクリーンに文字や絵を描
いたり、グループ別のディス
カッションをしたりと、リア
ルタイムで学びます。

オンラインソーシャル
英語の練習をしながら、ク
イズナイト、カラオケ、料
理教室、映画ナイトなどの
楽しいオンラインアクティ
ビティを通して、他の受講
生と仲良くなることができ
ます。

K+ LIVE EXPRESSのオプションと詳細
• あなたの進度がモニターできるKITE英語レベルテスト
• 月～金の週５日間、１日に１時間あるいは２時間のレッスン
• スピーキング＆リスニング または 文法＆語彙:１週間に５時間オプション
• スピーキング＆リスニング および 文法＆語彙:１週間に10時間オプション

上記レッスンに加えて

• 最低1日1回のオンラインのソーシャルアクティビティで、英語の練習をしながらクラスメイトとの交流

K+ Online

授業内容と連動したオンライン学習教材を活用します。

5.25 時間

• 授業の補足学習可能なK＋OnlineとK＋Online Extraへのアクセス

K+ Learning Clubs

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。

• クラスの定員は最大15名
• コース終了時に修了証明書発行

無制限

K+ Online Extra

追加学習教材K+ Online Extra を活用します。

コース開始レベル

コース開始レベル

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
ビジネス集中：
≫中級（上）以上（リバプール校は中級以上）

中級（上）またはIELTS 5.5

受講可能期間

受講可能期間

ビジネス集中：1～ 10週間

レベルにつき10週間***

コース開始日

コース開始日

毎週月曜日（祝日の場合は火曜日となります）

ロケーションにより異なります。各校の開始日の詳細は料金
表をご参照くださいpricelist.

*アメリカ、カナダでは中級（上）レベルが必須です。
**受講可能期間は、渡航先の国のビザ規定により異なります。

*本コースは、カナダでは“English for Academic Pathways”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。
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フランス語&ドイツ語コース
アルパディアはスイス品質の語学レッスンとアクティビティを組み合わせた学習プログラムを20年以上にわたり提供し
ています。効果的でダイナミックな教授法により、フランス語とドイツ語コースを提供するベルリン、リヨン、フライブル
ク、モントルー、チューリッヒにあるすべての校舎では、平均97％の語学試験合格率を誇っています。

リヨンでの1ヵ月の滞在を私はとても楽みました！リヨンは居住や学習に理想的な都市だと聞き、私はこの都市を
留学先に選びました。 魅力的な美術館など、毎日訪れたいところがたくさんあり、学校の友達と夜に出かけるの
にも最適な街です。私はホームステイを選択しましたが、フランス語を練習するのには抜群の環境だったと思いま
す。授業は本当に面白くて分かりやすかったです。先生たちはとても優秀で、それに加えて私は世界中から来たた
くさんの友達に出会うことができました。
Alice, アルパディアリヨン校

教授法

アルパディアにおける言語教授法
は、単にレッスンで語彙を学んでク
ラス内で思い返すだけではなく、実
際の世界で流暢に話せるようにする
という目的に基づいています。 国際
標準規格であるCEFRレベル（ヨー
ロッパ言語共通参照枠）に従って、
さまざまな評価を得ているFLE（第2
言語としてのフランス語教授法）お
よびDaF（第2言語としてのドイツ
語教授法）メソッドを使用し、実際
に現地で報道されているニュース、
人気の映画、地元のお祭りなどを話
題にあげながら学習していきます。

熟練した教師陣

アルパディアでは学位レベルの資格
に基づいて、次のような教師を採用
しています。

言語の定着
言語は教室の中だけで学習するもの
ではなく、教室外でも同じくらい学
ぶ機会があります。 アルパディアで
行う放課後のさまざまなアクティビ
ティ、そして近隣の他都市や美術館
などへの観光は、魅力的な場所を探
索しながら新しい友人を作り、学ん
だことを実際の状況に当てはめる絶
好の機会です。

ワークショップとマスタークラス

海外での生活に慣れ、学習を終えた
後の滞在に備えるために、アルパデ
ィアではさまざまなワークショップ
とマスタークラスを毎週開催してい
ます。
• 銀行口座の開設方法
• 保険証券の設定

• 海外で外国語を教えた経験がある

• 履歴書の書き方

• 躍動感があり実践的なレッスンを
行う熱意と能力に長けている

• 就職面接の準備確定申告書の記
入方法

• 学生ひとりひとりに目を配ること
ができる

• スピーチやプレゼンテーション

• 長期的な学習進歩を保証し、学生
ごとに異なる目標に的確な指導が
できる1

• 進学試験の準備

学生の学習進歩

入学前のオンラインレベル判定テス
トにより、自分に合ったレベルのク
ラスでフランス語またはドイツ語コ
ースを始めることができます。コー
スが開始したら、毎週金曜日にテス
トを行い進捗状況を確認します。ま
た、毎週フィードバックフォームを
受け取ります。このフォームには、
これまでの学習と今後改善を必要と
する分野についての教師のコメント
が含まれています。クラスレベルを
上げるための十分なスキルが身につ
いていると感じた場合には、教師と
一緒に話し合い、学習を進歩させて
いくための最良の方法を決めていき
ます。
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フレックスフランス語&ドイツ語コース

アルパディアのフランス語とドイツ語コースは、すべてのレベルの学生に適しています。 豊富なコースの種類と
レベル設定で、せいとそれぞれのニーズと目標に最も適したクラスを受講することが可能です。
EACH WEEK YOU RECEIVE:

スタンダード 20

インテンシブ 25

プレミアム 30

コース内容

留学地を探索するた
めの十分な時間を確
保しながら、一般的
な言語コミュニケー
ションスキルを身に
付けます

スタンダード20コー
スに加え、週当たり5
コマのオーラルコミ
ュニケーションクラ
スがあります

少人数クラスで週に5
コマ行われるライティ
ングコミュニケーショ
ンクラスで学習時間を
最大化し、成果をあげ
ましょう

リーディング、ライティング、文法、語
彙、会話、発音のコアスキルをまんべんな
く伸ばしていきます。
1 レッスン = 45分

就労と学習
インターンシップ、就労、ボランティアプログラム
でみなさんの経験をさらに深めましょう。 アルパデ
ィアでは観光や会計、スポーツ、デザイン、その他
複数の地元企業とつながりを持っており、専門性を
磨きながら成長するための刺激的な機会を提供して
います。母国語以外の言語で職場の状況を日常的に
洞察することで、言語レベルを劇的に向上させるこ
とができます。

+3.75 時間

+5ライティングコミュニケーションレ
ッスン
最大8名の学生で行われる少人数クラス
でライティングスキルを向上させます。

5.25 時間

+5オーラルコミュニケーションレッスン
ロールプレイやシミュレーション演習を
通じて、コミュニケーションスキルを練
習して向上させます。

15 時間+

スタンダード20コース

就労体験
母国語以外の言語で職場状況を日常的に洞察するこ
とは、言語レベルを劇的に向上させることにつなが
ります。アルパディアはスキルに応じた雇用先を探
すサポートをいたします。

レベル：初級 to 上級 A1*-C1
期間： 1～48週
開始日：毎週月曜
対象年齢： 16歳以上
*A1レベルの初級者には特定の開始日を設けています

インターンシップ
プロフェッショナルな環境で働きながら語学スキル
を高めましょう。 アルパディアは履歴書の作成から
面接プロセスの準備まで、あらゆる段階のサポート
をいたします。
最低B2レベルの EEA（欧州経済領域）国民およびス
イス国民、居住者、ワーキングホリデービザ保有者
が対象です。
ボランティア
新たに習得した言語を生かし、価値ある時間を過ご
しましょう。アルパディアは、ボランティア先を探
すサポートを提供します。

最低B2レベルのEEA（欧州経済領域）国民およびス
イス国民が対象です。

コースアップグレード
プライベート & オンラインレッスン
目標に沿って自分のペースで自らを成長させ、向上
させたいスキル学習を重点的に取り組んでいきまし
ょう。プライベートレッスンは文化やビジネス、金
融、ヘルスケアなどのトピックをカバーし、自身の
仕事や学習の分野における特定のコミュニケーショ
ン状況に備えることができます。自宅やオフィス、
学校、またはオンラインにてレッスンを受けること
が可能です。 年間通じていつでも開始することがで
きます。*
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※7月、8月を除く。

コンビ5＆10コース
このコースではグループ授業とプライベートレッ
スンを組み合わせて、言語学習の理解をより深め
ることができます。スタンダード20の少人数制ク
ラスを受講し、さらに5時間もしくは10時間のプラ
イベートレッスンを受講することにより、個々の
目標に合わせた学習が可能です。
年間を通じ、毎週月曜より開始することができます。
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フランス語&ドイツ語試験対策コース
幅広いコースタイプとレベルを提供しているため、みなさんのニーズと目標に沿った最適なものを選択し、学習するこ
とができます。

試験対策30

コース内容
スタンダード20

リーディング、ライティング、文法、語彙、会話、発音のコアスキルをまんべんなく伸ばしていきます。

試験対策レッスン10

Sara, イタリア
リヨン校

フランス語またはドイツ語試験に備えて言語スキルの傾向と対策を行います

フランス語学習修了証書
150ヵ国以上で公式に認められているDELF/DALの学習修
了証書は各専門分野で高い需要があります。これらの試験
はアルパディアモントルー校とリヨン校のすぐ近くにある
試験センターで年に3回実施されます。

フランス語学校における試験

TCFはDELF / DALFに次いで、フランス語学校で最も多く
受験される試験です。フランス語学校としてモントルー
とリヨンに校舎を構えるアルパディアは、公式のTCF試験
センターに認定されています。 試験は、各校舎にて年に7
〜8回実施されます。

世界に広まるドイツ語とドイツ文化

Goethe-Institut試験はドイツ語力の証明として企業や教育
機関により国際的に認められた試験です。アルパディアベ
ルリン校では毎月、レベルB2 / C1のGoethe-Zertifikat準
備コースを提供しています。

第2言語としてのドイツ語試験

TestDaFとTELCはドイツの大学進学を希望する学生に推奨
される試験です。TestDaFは、アルパディアベルリン校で
年に5回開催されます。

ヨーロッパにおける語学証明書

TELC GmbHはドイツ最大の継続教育プロバイダーである
ドイツ成人教育協会の支部です。 アルパディアベルリン
校とフライブルク校はTELC認定の公式試験センターであ
り、B1 / B2 / C1 / C2のTELC試験準備コースを毎月提供
しています。
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留学前、アルパディアが提供するフランス語コース
について素晴らしいフィードバックを聞きました。
私の留学の目的はフランス語力を向上させ流暢にな
ることだったので、すぐ申し込むことを決め、実際
にコースを受けてとても満足しました。
クラスはとても活気があり楽しく充実していて、た
くさんのことを学びました。 先生方も本当に親切
でした！
私はフランス語とフランスにまつわる事全般に興味
を持っていたので、フランスで最も美しい都市の1
つであるリヨンに滞在できて本当に嬉しかったで
す。
リヨンは数日で満喫できる小さな街だと思っていた
のですが、それは間違いであることに気づきまし
た！ リヨンは本当にきれいな街で、とても充実し
ています。
文化や自然、スポーツ、川沿いの散歩など、毎日し
たいことがたくさんあります。食文化も私を驚かせ
ました！ ここは完璧です！

Mari, 日本
フライブルグ校

フランクフルトに近い街なので、フライブルクへの到
着はスムーズでした。 私は長距離バスで街に来ました
が、運賃も非常に安かったです！ アパートは本当に清
潔感があり、本当に整っていました。 ロケーションも
素晴らしかったです。 トラムを使って簡単に学校に行
くことができます。
フライブルクは素敵な街です。大きすぎず小さすぎ
ず、またいつでも近隣の街へ出かけることができま
す。 私はここでの生活がとても気に入り、今回は2回
目です。クラスの先生は本当に頼りになります。 文法
を学ぶのがとても楽しく、他の学生と沢山話し合う機
会があります。 素敵ですよね！
ここにはスイス人の学生がたくさんいますが、彼らは
私にドイツ語で話します。 私のドイツ語はまだ完璧で
はありませんが、今は話すことに抵抗がなくなり、と
てもみんな仲良くしています。
語学コースを終えたらドイツで就職したいと思ってい
ます。来週はバイエルンで就職の面接もあります！
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ドイツ:大学進学準備プログラム*

大学進学準備プログラム
大学入学 D

大学進学準備プログラムでは、ヨーロッパの多くの公立および私立の大学へ進学を希望する留学生のために、明確な進
路を提示します。言語スキルの構築、ビザの申請、海外での生活と学習の調整、そしてあなたが希望の大学に入学する可
能性を最大限に引き上げるお手伝いをします。

アルパディア進学準備プログラムを選ぶ理由

• 20,000以上もの学位がある400校以上の公立および私立
の大学への直接入学資格を獲得
• アカデミック資格がドイツ大学直接入学条件に満たない
場合、40以上ある公立と私立の「Studienkollegs」**へ
の入学への入学サポート

• 進学後のアカデミックな学習に必要な言語レベルに到達
するため、特別に設定した言語コースを用意
• 進学専門スタッフが、入学手続、ビザ申請、大学の願書
申請プロセスを、一貫してアドバイスとサポート提供

事前査定
1 週間

大学願書申請
CLA取得 A
12-16 週間

ビザ申請 B

語学研修

8-12 週間

12-46 週間

C1-試験

入学テスト
準備C

大学プレイス
メント

4-8 週間

6-8 週間

冬季学期開始
（8‐10月）
夏季学期開始
（6‐3月）

大学入学までのすべてのステップをサポート				

目標である進学のスムーズな達成に向けて、4つの追加パッケージをご用意しています: 		
1. 無料の事前査定プロセス
プログラムへの適性を評価し、お勧めの学習プランをご提示します。
2. 出願プロセス E
大学への願書申請と、条件付き入学のための書簡（CLA）取得、Studienkollegの入学テストの受験証を入手するお手伝いをしま
す。また、ビザ取得全過程の申請サポートを提供します。

ドイツ:キャリアパスウェイプログラム

3. 語学コース
C1レベルのドイツ語あるいはフランス語の達成に向けてサポートをします。ベルリン、フライブルグ、モントルーとリヨンでの
語学コース、宿泊施設、公式テストを提供します。
4. 大学プレイスメントプロセス

魅力的な福利厚生とフレックスタイム制、中小ビジネスの高い割合で知られているドイツは、国際的なキャリアを始めるのに
とても良い場所と言えます。

志望大学コースの入学許可を得るためのプロセスをごサポートします。パッケージの価格は各学校のページでご確認ください。

こちらのキャリアパスウェイプログラムは、あなたをドイツの就職戦線まで導きやすいように設定されています。ビザを確実
に手に入れて、宿泊施設を手配し、必要な事務手続を完了し、ドイツ語の学習をするお手伝いをします。エキスパートのコー
チたちがキャリアプレイスメントプロセスを通してあなたを導き、理想の仕事を手に入れるまでサポートし続けます。

CAREER PATHWAY PROGRAM

*フランスおよびスイスでも受講可能です。詳細については、アルパディアアカデミックパスウェイズのパンフレットをご参照ください: kaplan.to/
alpadiapathways22
**Studienkollegsとはドイツの公立の教育機関で、ドイツの大学で学びたい留学生のために大学進学予備コース（ファウンデーションイヤーコース）を提供して
います。もしあなたの中等学校to中等教育学校の修了証明がドイツの大学に進学するための資格試験「Abitur」と同等とみなされない場合は、ドイツの大学に申
請する前にStudienkollegsに通う必要があります。Studienkollegsには大学入学後に希望する分野と関係のある科目を含む最終試験「Feststellungsprufung(FSP)
」に備えるための２つのセメスターがあります。一度FSPに合格すれば、希望する学習プログラムのあるドイツのどの大学にでも直接申請することができます。
詳細はアルパディアアカデミックパスウェイズのパンフレットをご参照ください: kaplan.to/alpadiapathways22

事前査定
1 週間

保持資格査定
CLA B

ビザ申請
8-12 週間

ドイツ語研修

B2-試験

C1-MED または
C1-PROFESSIONAL

キャリア
コーチング

ブルーカード/
労働許可

12 週間

8-12 週間

6-8 週間

すべてのステップをサポート

あなたのキャリアパスウェイ達成をサポートするために、7つの追加パッケージをご用意しています。
1. 無料の事前査定プロセス
プログラムへの適性を評価し、個別の就職活動プランをご提示します。
2. 学歴と職歴 Fの査定
ビザと就職申請に必要な認定証を取得するお手伝いをします。
3. ビザ申請プロセス
必要な事務手続の照合と正しい種類のビザ申請のお手伝いをします。
4. 到着時のサポート
空港での送迎、宿泊施設の予約、あるいは到着に関わる事務手続の支援など、必要なことがあればなんでもお手伝いします。
5. ドイツ語コース
就職活動に向けて、手早くドイツ語を身につけ、現地の習慣を学ぶお手伝いをします。
6. キャリアコーチング
希望の仕事に就く直前まで、就職活動のすべてのプロセスをサポートします。
7. 家族帯同
仕事が軌道に乗った後にパートナーや配偶者、子どもたちの帯同を予定している場合、家族ビザの申請から現地の学校探しま
で、すべてお手伝いします。
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A

CLA = Conditional Letter of Acceptance（条件付許可書）

B

student applicant visa 取得対象となるかご確認ください。

C

Studienkolleg Mathematics 準備コースはベルリンのみで提供しているオプションです。

D

多くの大学学位は8月、9月または10月から始まります。中には1月、2月、3月から始まるコースもあります。

E

student applicant visa取得を必要とする学生に必須オプションです。

F

Job-Seeker visa取得対象となるかご確認ください。
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GU

ED

学習期間と上達の目安AR ANTE

SS

P

コース開始時に高精度の適応型テストシステムKITEを使用して学生の英語
力を診断します。カプランにてすでに学習を開始している場合にもKITEを使
RO
用してレベルを診断します。 みなさんの現在のレベルと苦手分野を知るこ
GRE
とで、教師は学生を正しいクラスレベルに配置し、学習プロセスを微調整す
ることができます。 5週間ごとにKITEテストを受け、学習進捗状況を追って
いきます。
Editable text version

カプランの6つのレベルは、国際標準規格である、Common European
Frameworkof Reference（CEFR）のレベルに従い設定しています。 CEFR
は言語能力を評価するための国際標準規格です。 この規格により世界中の
企業や高等教育機関がみなさんの英語力を明確に知ることできます。

A4 Page size

Outlined text version with solid white centre
集中英語コースを選択した生徒
には、クラスの95％以上出席
し、すべての宿題を指示通り終
えた場合、10週間ごとに1レベ
ルアップをお約束します。条件
を満たしその目標に到達できな
かった場合には、4週間の追加授
業料を無料で提供します。

アメリカ、カナダ、イギリス、アイルランドで
み適応となります。

CEFR B1
CEFR A2
CEFR A1
初級
ELEMENTARY
簡単な単語や表現をいくつか知って
いるが、語彙はごく限られており、
基本的なニーズについてのやりとり
に限定される。

各種英語試験レベル
英検 5-3級
TOEIC 120-224
TOEFL® 0-12
IELTS 3.5-4.0
ケンブリッジ英検 100-120
KITE 225-274
到達までの目標期間:
0週間
各種フランス語試験レベル
• Delf A1
• TCF
• e-TEF
各種ドイツ語試験レベル
• Start Deutsch 1

中級
INTERMEDIATE

中級(下）
LOWER INTERMEDIATE (英語)
UPPER ELEMENTARY
(フランス語&ドイツ語)

なじみのあるトピックについて文
章を読み、簡単な文を書くことが
できる。

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

各種英語試験レベル
英検 準2級
TOEIC 225-549
TOEFL® 13-36
IELTS 4.0-4.5
ケンブリッジ英検120-140
A2 KEY
KITE 275-349
到達までの目標期間:
10週間
各種フランス語試験レベル
• Delf A2
• TCF
• e-TEF
各種ドイツ語試験レベル
• Start Deutsch 2
フランス語&ドイツ語
到達までの目標期間:15週間

各種英語試験レベル
英検 2級
TOEIC 550-784
TOEFL® 37-54
IELTS 4.5-5.5
ケンブリッジ英検140-160
B1 PRELIMINARY
KITE 350-424
到達までの目標期間:
20週間
各種フランス語試験レベル
• Delf B1
• TCF
• e-TEF
各種ドイツ語試験レベル
• Zertifikat Deutsch (ZD)
• TELC Deutsch B1 + Beruf
• Goethe Zertifikat B1
フランス語&ドイツ語
到達までの目標期間:24週間

CEFR C2

中級(下）
Outlined text version with white centre knocked out

CEFR C1
CEFR B2
中級(上）
HIGHER INTERMEDIATE(英語)
UPPER INTERMEDIATE
(フランス語 & ドイツ語)
より複雑な会話に十分に参加し、
より高度な文章を読んだり、簡単
な小論文を書くことができる。

各種英語試験レベル
英検 準1級
TOEIC 785-944
TOEFL® 55-74
IELTS 5.5-7.0
ケンブリッジ英検160-180 B2
FIRST
KITE 425-499
到達までの目標期間:
30週間
各種フランス語試験レベル
• Delf B2
• TCF
• e-TEF
各種ドイツ語試験レベル
• Goethe Zertifikat B2
• TELC Deutsch B2
• TestDaf 3
• TELC Deutsch B2 + Beruf
フランス語&ドイツ語
到達までの目標期間:36週間

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

各種英語試験レベル
英検 1級
TOEIC 945+
TOEFL® 75-91
IELTS 7.0-7.5
ケンブリッジ英検180-200
C1 Advanced
KITE 500-534
到達までの目標期間:
40週間
各種フランス語試験レベル
• Delf C1
• TCF
• e-TEF
各種ドイツ語試験レベル
• Goethe Zertifikat C1 (ZMP)
• TELC Deutsch C1 Hochschule &
TELC Deutsch C1 + Beruf
• TestDaf 4 & TestDaf 5
• Deutsch Sprachprüfgung für den
Hochschulzugang (DSH)

特級
PROFICIENCY (英語)
VERY ADVANCED
(フランス語&ドイツ語)
難しい文章を読み、長く突っ込んだ
議論に対処できる。意味の微妙なニ
ュアンスを理解し、表現できる。ネ
イティブスピーカーに極めて近いレ
ベルで英語を使用。

各種英語試験レベル
TOEFL 92+
IELTS 7.5+
ケンブリッジ英検 200+
C2 Proficiency
KITE 535+
到達までの目標期間:
50週間
各種フランス語試験レベル
• Delf C2
• TCF
• e-TEF
各種ドイツ語試験レベル
• Goethe Zertifikat C2
• TELC Deutsch C2
フランス語&ドイツ語
到達までの目標期間:60週間

フランス語&ドイツ語
到達までの目標期間:48週間

フランス語&ドイツ語
到達までの目標期間:7週間
30
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社会人向
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。
30歳以上向キャンパスでは、1年を通じて最短1
週間から最長で9ヵ月までいつでも学習すること
ができます。どの学習レベルからでも開始でき、
適切なクラスに割り当てられます。

30+を開講しているロケー
ション
ロンドン, イギリス

世界最大級のビジネス街の中心地に位置し、30
歳以上の学生向け専用エリアを備えています。
ロンドンコベントガーデン校については69ページをご参照下
さい

リバプール,イギリス
音楽や文化、スポーツが盛んな街にあり、30歳
以上の学生専用のフロアを備えています。
リバプール校については67ページをご参照下さい

ニューヨーク,アメリカ

洗練された学習システムと街の素晴らしい景
色、30歳以上の学生専用フロアを備えた最新の
校舎です。
ニューヨークセントラルパークについては49ページをご参照
下さい

カプランの社会人向30+
を選ぶ理由
専用エリア
30歳以上専用のエリアでくつろいだりリラック
スしながら学校生活を思いきり満喫しましょう。
アクティビティプログラム
国際的なつながりを築いたり新しい街を探索した
り、刺激的で魅力あふれるカプランでの放課後学
ティビティをお楽しみください。アクティビティ
には、ネットワーキングイベントやワイン＆カク
テルナイト、ギャラリー訪問などがあります。
放課後レッスン
様々な講義や発音矯正、会話クラスなどで学習を
さらに深めましょう。
意見投票
教師にぜひ実施して欲しいと思う特別選択授業
があれば投票しましょう。 法律やマーケティン
グ、会計分野などに使用される英語などから選択
いただけます。
30歳以上向キャンパスに所属する専門スタッフ
すべてのキャンパスには、30歳以上の大人の学
生をサポートするために特別に割り当てられたス
タッフが1人以上在籍しています。彼らはどのよ
うな質問に対しても柔軟に応じ、みなさんへ可能
な限り最高の経験を得てもらえるよう奮闘して
います。

トロント,カナダ

文化と創造性にあふれたにぎやかなカナダの大都
市に位置し、30歳以上の学生専用のエリアを備
えています。
トロント校については57ページをご参照下さい

今回のサバティカル休暇は私にとってとても貴重な時間でした。今の仕
事のポジションには第2言語が必要で、昇格のためには絶対でした。なの
で、もし休暇を取ってカプランに来ていなかったら、きっと私の昇格は見
込めなかったでしょう。カプランでの体験は本当に素晴らしかったです。
Marcelo Fonseca, ブラジル
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カプラン
関連事業

KAPLAN TEST PREP

KAPLAN MEDICAL

カプランテストプレップでは中等・高等学校や大
学、大学院の入試、弁護士、医師、看護師などの
専門資格試験など、200を超える共通試験の対策を
行っています。

カプランメディカルは、米国医師資格試験
（United State
Medical Licensing Exam）受験者に向けた、医療
専門家による専門的なトレーニングを提供してい
ます

kaptest.com

80年以上前14歳だったスタンリー
カプランは、実家の地下室で仲間た
ちに学習の指導を始めました。ブル
ックリンに生まれ、移民の子供であ
り第一世代の大学生でもある彼は、
すべての人に対する教育の力と必要
性を感じていました。成功は遺産や
富、社会的地位ではなく、利点に基づ
くべきであると信じていました。 彼
は、育った背景に関係なく人々が平
等に教育を受けられるよう、標準化
されたテスト対策を生み出すきっか
けづくりに励みました。しかし彼は仲
間たちに対して単なるテスト対策だ
けではなく、一生の成功を収めるた
めのサポートをしました。

KAPLAN INTERNATIONAL
PATHWAYS
カプランパスウェイズは、イギリス、アメリカ、
オーストラリアの40以上の提携大学の学士号や修
士号、博士号を取得するための留学コースです。
現在の実力と目標とする大学の入学要件とのギャ
ップを埋めるために、アカデミックスキルや対象
分野の知識、英語力を身に付けるサポートを提供
します。
kaplanpathways.com

彼の小さな学習指導の始まりは、今
日我々カプランの始まりとなってい
ます。現在カプランファミリーにはさ
まざまな企業が加わっており、各々す
べての人が優れた教育を受けるべき
であるというカプランの信念に基づ
いています。 みなさんの学習目標が
医学や金融、ビジネス、その他どのよ
うなテーマに関連していても、カプラ
ンはみなさんの目標達成をサポート
します。

kaplanmedical.com

DUBLIN BUSINESS SCHOOL
(DBS)
ダブリンビジネススクールは人文、ビジネス、法
律、専門学校を統合し、データ分析、金融工学、
心理学、社会科学などキャリアに焦点を当てた科
目を履修することができます。学部と大学院のプ
ログラム両方を提供しています。
dbs.ie

MPW

KAPLAN FINANCIAL

MPWは、英国を代表するシックスフォームカレッ
ジグループの1つであり、少人数クラスでライフコ
ーチが学生ひとりひとりに注意を払い、高等教育
へ進むための準備をサポートします。

カプランファイナンシャルは、イギリス全土の都
市部27ヶ所でコースを提供しているほか、通信教
育やオンライン授業も提供しています。プログラ
ムには、専門的な会計と金融に関するトレーニン
グ、訓練プログラム、金融市場、イギリスの大企
業の多くでの実地職業訓練などが含まれます。

mpw.ac.uk

kaplanfinancial.com

KAPLAN BUSINESS SCHOOL
カプランビジネススクールは、オーストラリアの
高等教育機関として国際的な評価の高いカプラン
ビジネス スクールは、ビジネス、会計、マーケテ
ィング、マネジメント、観光、起業、医療サービ
ス、デジタルマネジメント、プロジェクトマネジ
メント、リーダーシップの分野で学部コースと大
学院コースを提供しています。

KAPLAN GENESIS
中東に拠点があるカプランプロフェッショナル中
東では、プロフェッショナル技能、ファイナンス
スキル、デジタルスキルと行動の開発のためのハ
イブリッド訓練を提供しています。
kaplangenesis.com

kbs.edu.au
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グループプログラムのための5ステップ

1.

グループタイプを選択する

プライベートグループ

試験対策

語学学校

友だちや家族、同僚とともにオリジナルの
語学学習体験を計画

試験準備の対象学生グループを海外に派遣

生徒への海外経験を補いたいと考えている
語学アカデミーのオーナー

社内トレーニング

カスタマイズグループプログラム

社員の語学スキル開発のため、社員グルー
プを派遣

カプランはみなさんのためだけにオーダーメイドの語学学習体験を作成することができます。医療専
門家向けの公式試験対策コースから、学生向けの楽しい海外留学体験まで、あらゆるものを提供して
います。

2.

カプランのカスタマイズグループプログラムとは?

目標に応じて、さまざまな学習レベルのさ
まざまな語学プログラムから選択

修学旅行
修学旅行にて海外での語学研修を計画

手ごろな価格設定

カプランでは予算に応じて目標に沿った学習プログラムを作成します。英語学習や希望するソーシャルアクテ
ィビティについて選びましょう。

グループリーダーについて

15名の学生ごとに1名のグループリーダーの引率が無料になります。グループリーダーがいない場合は追加の
学生を1名無料で連れてくることができます。

学生の数に応じた価格設定

海外での教育機関を探している政府や各種
スポンサー団体

コースを選択する

英語、フランス語、ドイツ語プログラム
（16歳以上）

カスタマイズプログラム（16歳以上）

サマーキャンプ（8〜18歳）

医学や法律、歴史、工学、試験準備など専
門的なトピックを含めた語学学習

ヨーロッパ、アメリカ、カナダの素晴らし
いロケーションで行われる若年層のための
実践的な英語、フランス語、ドイツ語のサ
マーキャンプ–

特定の目的のための英語研修

目標に応じたオリジナルプログラムを提供します。多彩な分野での職業トレーニングと組み合わせて、特定の
目標や業界に関連する語学クラスを提供することができます。

スポンサーシップ

3.

滞在方法を選択する

ホームステイ

非契約の宿泊施設*

自己手配の宿泊施設

カプランが厳選したフレンドリーなホス
トファミリー宅へ滞在

選択肢以外の代替宿泊施設オプション

自身のニーズに合わせた宿泊施設を探すサ
ポートも可能

学生寮

*状況により18歳未満のみでの滞在も可能

厳選された学生寮に滞在し、たくさんの
留学生と交流

グループ内の学生が多ければ多いほど、授業料やソーシャルアクティビティ費用などが安価になります。

スタンダードグループとは?

スタンダードグループとは、同じ日に同じ目的地へ同じプログラムに参加する8〜14名、15〜30名、31名以
上の学生のグループのことを指します。8名未満の学生グループも引き受けることができますが、スタンダー
ドグループの条件を適応することはできません。

グループのクラスはどのように構成されますか?

1.オープングループ：他の在校生との混合クラスで学習します

4.
ローシーズン– 9月～5月

渡航先

ローシーズン（5月～9月）はハイシーズ
ンよりも低価格で学習可能

学習の場所を選択すると、提供可能なコー
スが厳選されます

ハイシーズン– 6月～8月

2.クローズグループ：グループのみに提供されるクラスで学習します
3.混合グループ：一部のクラスは在校生との混合クラスとなり、一部のクラスはグループのみに提供されるク
ラスで学習します

4. 日程と渡航先を選択する

夏季時期（6月～8月）は休暇に入った学
生の学習に最適
各国の祝日
イースターやクリスマス、旧正月などそ
れぞれの国や地域での休暇時期にカプラ
ンで学習し、休暇を最大限に活用

5.
空港送迎や専門分野の教師、そ
して工場やスポーツ施設、美術
館への現地視察など、さまざま
な追加オプションサービスを提
供しています。

もしくは学習したいコースを選択すると、
提供可能な校舎が絞られます

フランス・ドイツ・スイス：フランスやドイ
ツの歴史と文化、美食、ホスピタリティ、
観光など
渡航先一覧については45ページをご参照下
さい

カプランが提供するアクティビティ例：
アメリカ・カナダ：スポーツやレクリエ
ーションのための英語（サッカー、ホッケ
ー、野球など）
イギリス・アイルランド：エンジニアリン
グのための英語

5. 追加オプションサービス
オリジナルグループ
プログラムの詳細に
ついてはこちらQR
コードよりご覧いた
だけます。

ブロンズ、シルバー、またはゴ
ールドのソーシャルアクティビ
ティパッケージを選択すること
もできます。
36
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滞在先オプション

私のホストファミリーはとても素敵なファミリー
でした。 私たち学生とたくさん話し、食事はいつ
も一緒でした。そして私たちが外出した際には、
いつも迎えに来てくれました。 ファミリーは本当
に私たちの面倒を見てくれて、快適に過ごせてい
るかの確認をしてくれました。 家の中でもたくさ
ん英語を話したため、より早く上達させることが
できました。ホストファミリーと一緒に過ごせた
ことは、私たちにとってとても良いことばかりで
した。私はクラスメートと学生レジデンスに住ん
でいました。レジデンスにはいつも交流があり、
楽しいことがたくさんあります。
また世界中から来た友達を作ることができます。
ここで出会った友達とは将来また会えると確信し
ています。

留学の間の滞在先は、みなさんの語学力を大幅にアップさせる大切な要素です。
リラックスしたり新しい友達を作ったり、各国の食文化や話題を共有できる場所となります。

ホームステイ（16歳以上）

実家の様な快適さを味わい、リラックスした
居心地の良い環境で学習しましょう。ホスト
が朝食と夕食を提供し、その国の新しい文化
に浸ることもできます。わたしたちはホスト
ファミリーと素晴らしい関係を築いており、
留学生の受入れ実績がある家庭のみと契約を
結んでいます。
ベルリンには自炊式のホームステイオプショ
ンもあります。（18歳以上のみ利用可能）
ドイツの家に自身のプライベートルームを持
ち、バスルームや共用エリア、キッチンをシ
ェアメイトを共有しながら生活することがで
きます。

Chloé Truelle, フランス

学生レジデンス（18歳以上）*

他の留学生と一緒に暮らし、世界の文化や話
題を共有しましょう。ベーシックで価格を抑
えられるものからより実用的な設備を備えた
プレミアムレジデンスまで、さまざまなオプ
ションを用意しています。
私たちが提供する学生寮は次のとおりです。
•シェアアパート
•プライベートルーム型のスタジオ
•朝食付きホテル
それぞれの留学先で利用できる宿泊施設のオ
プションについては、カプランのアドバイザ
ーご確認ください。
*レジデンスによっては16歳以上からの受け入れが可能です。
詳細は最寄のカプラン代理店にお問い合わせください。

私はクラスメートと学生レジデ
ンスに住んでいました。レジデ
ンスにはいつも交流があり、楽
しいことがたくさんあります。
また世界中から来た友達を作る
ことができます。ここで出会っ
た友達とは将来また会えると確
信しています。
Juan Jose, メキシコ

38

詳細はこちら：kaplaninternational.com/jp

39

ソーシャルアクティビティ

カプランでの一日

アクティビティプログラムはみなさんの語学学習において不可欠です。 クラ
スで学んだことを実践しながら仲間と楽しい時間を過ごし、自信をつけてい
きます。アウトドアやスポーツ、歴史、食事などいずれにおいても、カプラン
で過ごした日々を忘れられない経験になるでしょう。

カプランでの1週間は、魅力的で充実したレッスンを行い、楽しいアクティビティでみなさんの語学力に命を吹
き込みます。
週末には学校が主催する小旅行に申し込んだり、留学先でそれぞれの自由な時間を有意義に過ごしましょう。
毎週のスケジュールの例

正確なスケジュールは学校によって異なります。 多くのアクティビティは無料ですが、追加料金がかかるアクティビ
ティもあります。下記タイムテーブルは標準的なコースの一例です。

オンラインで授業に参加している場合でも、世界中どこからでもオンライン
アクティビティに参加することができます。

ロンドン
1週目
8:45-10:15

アクティビティーの例

10:15-10:30

対面開催

• ハイキング&自然散歩

月曜日
オリエン
テーション

火曜日

水曜日

木曜日

金曜日

英語クラス

英語クラス

英語クラス

英語クラス

休憩k

休憩

休憩

休憩

10:30-12:00

クラス分けテスト

英語クラス

英語クラス

英語クラス

英語クラス

13:30-16:30

学校周辺観光

クイズアクディ
ビティ

オックスフォード
ストリートショッ
ピング

博物館訪問

パブナイト

月曜日

火曜日

水曜日

木曜日

金曜日

ドイツ語クラス

ドイツ語クラス

ドイツ語クラス

ドイツ語クラス

休憩

休憩

休憩

休憩

• ビーチバレーボール
• フットボール
• ミニゴルフ
• ショッピング

ベルリン

• ミュージアム&ギャラリー訪問

1週目

• 屋外映画鑑賞

8:45-10:15

• サイクリング市内観光

10:15-10:30

• パブ巡り
• ワインテイスティング
• 公園ピクニック

10:30-12.00

クラス分けテスト

ドイツ語クラス

ドイツ語クラス

ドイツ語クラス

ドイツ語クラス

13:30-16:30

学校周辺観光

屋外映画鑑賞

国会議事堂訪問

ヴァン湖サイク
リング

ビアガーデン

リヨン

オンライン開催
• カラオケ

1週目

• テーマクイズ大会

8:30-8:45

• クッキングクラス
• 絵描き大会
• ムービーナイト

海外留学は、旅行生活では味わえない
日常を体験できます。暮らすように学
ぶことは英 語のアウトプット力にもつ
ながります。わたしは発話力が試せる
「コーヒーブレイク」 「パブナイト」
など参加しましたが、英語力+モチベ
ーションを与えてくれました。 学校に
は、週別のアクティビティが掲示され
ており、チケットなどの手配も受付で
でき ます。現地では考えるよりも、ア
クティビティに積極的に参加して、限
られた時間を有効に過ごすことをおス
スメします。
Mari Nagaii, 日本
(ロンドン)
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オリエン
テーション

月曜日

火曜日

水曜日

木曜日

金曜日

学校紹介
オリエンテーション

9:00-10:30

フランス語クラス

フランス語クラス

フランス語クラス

フランス語クラス

フランス語クラス

10:30-10:55

休憩

休憩

休憩

休憩

休憩

10:55-12:25

フランス語クラス

フランス語クラス

フランス語クラス

フランス語クラス

フランス語クラス

12:25-13:20

ランチ休憩

ランチ休憩

ランチ休憩

ランチ休憩

ランチ休憩

13:30-16:30

学校周辺観光

映画鑑賞

美術館訪問

ワインテイステ
ィング

サイクリング

サンフランシスコ - バークレー

昨日、雑学クイズゲーム（オンラ
インアクティビティ）に参加しま
した。 本当に楽しかったしとても
有意義な時間でした。
コロナウイルスが流行する中、オ
ンラインでのアクティビティは私
たちをとても充実させてくれまし
た。 トロントで私の今人生最高の
時間を過ごしています。

1週目

月曜日

火曜日

水曜日

木曜日

金曜日

8:30-10:00

クラス分けテスト

英語クラス

英語クラス

英語クラス

英語クラス

10:00-10:15

休憩

休憩

休憩

休憩

休憩

10:15-11:45

オリエンテーション

英語クラス

英語クラス

英語クラス

英語クラス

12:30-16:30

学校周辺観光

バークレーアート美
ティルデン公園ネ
術館 と Pacific Film
イチャーウォーク
Archive訪問

国際交流

アルカトラズ観光

これらはサンプルのタイムテーブルであり、季節や空き状況、地方自治体のガイダンスによって変更される場合がありますので
ご了承下さい。

Clara Mascaro
(トロント校)

詳細はこちら：kaplaninternational.com/jp
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目次

北米には9つのキャンパスを構えており、学生街やにぎや
かな大都市、世界で最も美しいビーチエリアのひとつと
して名をはせる街や山々に囲まれた沿岸部の都市など、
大陸がもたらす文化的、地理的な多様性を味わうことが
できます。

44 ボストン - ハーバードスクエア
45 シカゴ
46 ロサンゼルス

自分にぴったりの留学地を見つけましょう。

48 ニューヨーク
50 サンフランシスコｰバークレー
52 サンタバーバラ
54 シアトル
56 トロント
58 バンクーバー

バンクーバー
シアトル

カナダ
アメリカ

サンフランシスコ ｰ バークレー
ロサンゼルス

サンタバーバラ

シカゴ

トロント
ボストン ｰ ハーバードスクエア
ニューヨーク

BOSTON
ボストン ｰ ハーバードスクエア

シカゴ

石畳の通りと閑静な公園が広がるこの学術的な街で、ハーバード大学の偉大な精神を感
じながら勉強しましょう

おすすめポイント

• ケンブリッジ中心部に位置し、ハーバード大学か
らは数分、ダウンタウンからはわずか20分のロケ
ーションです。
• ボストンエリアにある複数の大学/カレッジへ進
学可能な優れた大学進学サポートを提供していま
す。
• 活気ある学生のナイトライフ–街の有名なアイルラ
ンドのバーやバックベイのレストラン、ナイトク
ラブを訪れたり、U2やキングスオブレオンなど多
くの著名人を迎えた有名なパラダイスロッククラ
ブでライブ音楽を楽しむことができます。
• ボストンは独立戦争の中心であり、豊かな文化遺
産があります。アメリカの自由のために闘いを記
念する街をたくさん探索してみましょう。

国籍トップ5

16% 中国, 10% ブラジル, 8% 日本,
8% 韓国, 8% サウジアラビア
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シカゴではアメリカ中西部独自の温かなもてなしと多国籍文化が混ざり合い、コミュニテ
ィ、料理、音楽スタイルも多種多様です。

コース＆プログラム

おすすめポイント

英語コース
•
•
•
•
•
•

Harvard
University

半日英語コース
セミ集中英語コース
集中英語コース
長期8カ月留学プラン
中期５・６カ月留学プラン
ビジネス英語コース

試験対策/大学進学準備

Massachusetts TD Garden
Institute of
Technology
Faneuil Hall and
Quincy Market
Boston Common
start of the Freedom Trail

• TOEFL iBT&アカデミック英語コース
• ケンブリッジ英検対策コース

アクセス:

USS Constitution

Fenway
Park
Museum
of Fine Arts

Institute of
Contemporary Art
Newbury St.
(shopping, bars
and restaurants)

Boston Logan
International Airport

• シカゴの有名なショッピング大通りマグニフィセ
ントマイルに位置し、美しいミシガン湖からも歩
いてすぐのロケーションです。
• キャンパスの外にはバス停があり、電車と水上バ
スの駅も徒歩5分以内という優れた利便性を誇り
ます。
• 数多くの象徴的な高層ビルやミレニアムパーク、
世界有数と称賛される美術館へは歩いてすぐで
す。

国籍トップ5
2.6 miles
Northeast

39 John F. Kennedy Street
Cambridge, MA 02138

24% サウジアラビア, 16% ブラジル, 6% 韓国,
6% コロンビア, 5% トルコ

コース＆プログラム

The Second City

North Avenue
Lincoln Beach
Park Zoo

英語コース
•
•
•
•
•
•

半日英語コース
セミ集中英語コース
集中英語コース
長期8カ月留学プラン
中期５・６カ月留学プラン
ビジネス英語コース

試験対策/大学進学準備

• TOEFL iBT&アカデミック英語コース
• GMAT / GRE 試験対策コース

アクセス:

The Magnificent Mile

Navy
Pier
United
Center

Millennium Park
Willis Tower
Art Institute of
Chicago

Shedd Aquarium
Museum of Science
and Industry

444 North Michigan Avenue
Chicago, IL 60611

kaplan.to/harvard
facebook.com/
kicbostonharvardsquare

kaplan.to/chicago
facebook.com/kicchicago

詳細はこちら：kaplaninternational.com/jp
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ロサンゼルス
ハリウッドサインの影、そしてカリフォルニアの太陽の下で揺れるヤシの木陰に憧れの街が広がっ
ています。

おすすめポイント

• ロサンゼルス西部に位置し、サンタモニカのゴー
ジャスなビーチからはバスですぐ、そしてカリフ
ォルニア大学ロサンゼルスキャンパスからは徒歩
数分、山に囲まれ、ロサンゼルスのダウンタウン
やハリウッドなどにも近い場所にキャンパスがあ
ります。
• また学生アンバサダープログラムを行っていま
す。学生が主体となって活動することにより学校
のさまざまなトピックについてフィードバックを
提供し、より実践的な環境で英語を学び、学校の
方針や活動を作り上げることができます。
• ビーチサイドでの自転車ツアー、サーフィンレッ
スン、スポーツの他、ディズニーランドやユニバ
ーサルスタジオ、サンフランシスコなどへの小旅
行を含む、充実したアクティビティを行っていま
す。

国籍トップ5

11% ロシア, 11% 韓国, 10% 日本,
10% イタリア, 9% ブラジル
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コース＆プログラム

Universal Studios
Hollywood

英語コース
•
•
•
•
•
•

Griffith Observatory

半日英語コース
セミ集中英語コース
集中英語コース
長期8カ月留学プラン
中期５・６カ月留学プラン
ビジネス英語コース

試験対策/大学進学準備

Hollywood
Sign

Hollywood
Walk of Fame
The Getty
The Grove
Center
Rodeo Los Angeles Dodger
County
Drive
Stadium
Museum
Malibu
Staples Center
Home of the Lakers
Santa Monica Pier
Venice Beach

• TOEFL iBT&アカデミック英語コース
• GMAT / GRE 試験対策コース

アクセス:

カプランではみんないつも笑顔で素敵な友達を迎えるのを楽しみにして
います。
実は私はとても恥ずかしがり屋なのですが、すでにたくさんの友達がで
きました。
カプランにいると、勇気を出すことは難しいことではありません！
MinKyeong Kim
韓国 - ロサンゼルス ウエストウッド キャンパス

1100 Glendon Avenue
Los Angeles, CA 90024
kaplan.to/westwood
facebook.com/kiclosangeles
詳細はこちら：kaplaninternational.com/jp
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ニューヨーク
メディア、ファッション、金融、テクノロジーなどあらゆる分野において世界の中心的存在である
ニューヨークは、世界の首都と言われることも珍しくありません。

社会人向

30歳以上専用ラウンジ

おすすめポイント

• セントラルパークに隣接し、MOMA（ニューヨ
ーク近代美術館）、タイムズスクエア、ロックフ
ェラーセンターのすぐそばにキャンパスがありま
す。
• 最先端の設備とニューヨーク全土への優れたアク
セスを備えた新しい学校です。
• 大学進学サポートを提供し、100以上の提携大学/
カレッジと連携しています。
• 英語を学ぶための実践的なアプローチとして、演
劇やリーダーシップについての英語プログラムを
提供しています。
• ブロードウェイ鑑賞、美術館巡り、スポーツイベ
ントなどさまざまなアクティビティを行っていま
す。

コース＆プログラム

30歳以上限定
ニューヨークセントラルパークキャンパス

英語コース
•
•
•
•
•
•
•

半日英語コース
セミ集中英語コース
集中英語コース
長期8カ月留学プラン
中期５・６カ月留学プラン
ビジネス英語コース
集中ビジネス英語コース

• 専用の英語クラスでキャリア志向の学生と一緒に
学びましょう。
• キャンパスには30歳以上の学生のための教室や
ラウンジ、受付を設けています。
• インストラクター率いる料理体験や市内観光、
美術館巡りなど、独自のアクティビティを行っ
ています。

試験対策/大学進学準備

• TOEFL iBT&アカデミック英語コース
• GMAT / GRE 試験対策コース

• 元シニアビジネス専門家によるキャリア開発ワー
クショップを提供しています。
• 30歳以上の学生専用の入学式と卒業式を行い、
同じ志を持ったクラスメイトと一緒に学びまし
ょう。

Theater District
Times Square

Empire State Building

Central
Park
Rockefeller
Center
Chrysler
Building

Chealsea Market
Washington Square Park
One World
Observatory

Statue of
Liberty

Brooklyn Bridge

国籍トップ5

16% 韓国, 12%ブラジル, 8% イタリア,
7% 日本, 7% 中国
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アクセス:

1790 Broadway, New York, NY 10019

詳細はこちら：kaplaninternational.com/jp

kaplan.to/central-park
facebook.com/kicnewyorkcentralpark
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サンフランシスコ ｰ バークレー
この美しい学生街は、アイデアに富んだチャレンジ精神あふれる芸術家、夢を追う人、哲学者にと
って最高の場所です。

おすすめポイント

• キャンパスはゴールデンゲートブリッジの壮大
な景色を望むクレアモントキャニオンの近くにあ
り、サンフランシスコからはわずか20分です。
• 徒歩数分の距離にある世界トップ10の大学カリフ
ォルニア大学バークレーキャンパスを含む現地の
大学/カレッジへの進学サポートを行っています。
• カプランの中上級レベルを修了した学生は、修了
証明書を利用してバークレーシティカレッジへの
入学許可が受けられます。

国籍トップ5

15% 中国, 11% ブラジル, 8% 韓国,
6% サウジアラビア, 5% 日本

コース＆プログラム

Botanical Gardens

英語コース
•
•
•
•
•
•

半日英語コース
セミ集中英語コース
集中英語コース
長期8カ月留学プラン
中期５・６カ月留学プラン
ビジネス英語

Golden Gate Fields
Angel Island

Alcatraz
Golden Gate
Bridge

試験対策/大学進学準備

• TOEFL iBT&アカデミック英語コース

University of
California
– Berkeley

Berkeley
Marina

Pier 39

San Francisco

アクセス:

150 Berkeley Square, Berkeley, CA
94704
kaplan.to/berkeley
facebook.com/kicberkeley
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私はカプランサンフランシスコ-バークレーキャンパスの先生が大好き
です。
フレンドリーで、情熱的で、忍耐強いからです。先生は時間をかけて物
事を明確に説明してくれます。
スーパーマーケット、おしゃれなカフェ、映画館、ショッピングなどす
べてが学校近くのダウンタウンにあるので、私はバークレーが大好きで
す。 中華料理、日本料理、地中海料理、ブラジル料理など世界各国の
レストランを巡ることができるのも嬉しいです。
Giovanny Mouzinho
アンゴラ - サンフランシスコ バークレーキャンパス

詳細はこちら：kaplaninternational.com/jp
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サンタバーバラ シティ カレッジ
緑の丘や暖かい海、花が並ぶ通りなど、地中海の優雅さを垣間見ることができます。

おすすめポイント

• サンタバーバラシティカレッジのキャンパス内位
置しており、またサンタバーバラの主要エリアに
も近いため、バスや鉄道での市内外移動も便利で
す。
• PS4やサッカーテーブルゲーム、卓球台を設置した
ゲームルームがあります。
• ロサンゼルス、サンフランシスコ、サンディエ
ゴ、ラスベガスへの定期的な週末旅行を行ってい
ます。

国籍トップ5

26% 中国, 16% ブラジル, 11% サウジアラビア,
8% イタリア, 6% フランス

コース＆プログラム

Santa Barbara Botanic Garden
Old Mission
Santa Barbara

英語コース
•
•
•
•
•
•

半日英語コース
セミ集中英語コース
集中英語コース
長期8カ月留学プラン
中期５・６カ月留学プラン
ビジネス英語コース

Goleta
Butterfly
Grove

試験対策/大学進学準備

• TOEFL iBT&アカデミック英語コース
• ケンブリッジ英検対策コース
• English for Academic Pathways at
Highline College

Santa Barbara
County Courthouse
Santa Barbara
Museum of Art

MOXI, The Wolf Museum
of Exploration + Innovation

West Beach

Santa
Barbara
Zoo

Santa Barbara
Farmers Market East Beach
Santa Barbara Museum of
Natural History and
the Sea Center

Stearns Wharf

Leadbetter Beach

アクセス:

カプランでの経験は、英語を学び世界について学びながら、本当に素晴
らしい楽しい時間を過ごすことです！
いちばんの学習方法は、さまざまなアイデアに耳を傾け、さまざまな生
き方について学び、積極的な気持ちを持つことです。
Bruna Terron
ブラジル - サンタバーバラキャンパス

721 Cliff Drive
Santa Barbara, CA 93109
kaplan.to/santabarbara
facebook.com/kicsantabarbara
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詳細はこちら：kaplaninternational.com/jp

53

シアトル
シアトルの驚くべき自然の風景、豊かな音楽の歴史、そして色鮮やかな街並みを探索しましょう。

おすすめポイント

• キャンパスは活気あるダウンタウンの中心に位置
し、ピュージェット湾の広大な景色とシアトル美
術館の近くにあります。
• 14以上のワシントン州立大学とコミュニティカレ
ッジへの進学サポートを行っています。
• 学生ラウンジ、コンピューターラボ、オリンピッ
ク山脈のパノラマビューを備えたモダンな施設が
備わっています。
• ハイラインコミュニティカレッジでの学部聴講プ
ログラムを提供しています。

国籍トップ5

18% サウジアラビア, 16% 日本,
12% 韓国, 10%ブラジル, 10%中国

コース＆プログラム

Museum of
Pop Culture

英語コース
•
•
•
•
•
•

半日英語コース
セミ集中英語コース
集中英語コース
長期8カ月留学プラン
中期５・６カ月留学プラン
ビジネス英語コース

試験対策/大学進学準備

Space Needle
Chihuly Garden and Glass
Olympic Sculpture Park

• TOEFL iBT&アカデミック英語コース
• English for Academic Pathways at
Highline College

Seattle
Aquarium

Pike Place
Market
Frye Art
Seattle Art Museum
Museum
Pioneer
Square

アクセス:

Seattle Downtown
51 University Street, Suite 300
Seattle, WA 98101

Julia Streicher
スイス - シアトルキャンパス

kaplan.to/seattle
facebook.com/kicseattle
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学校は多文化な場所です。 英語を勉強するという同じ目標を持った世
界中のさまざまな学生が出会う場所です。
英語を話すということは学生同士がお互いを理解し知ることであり、そ
れと同時に絆を深めることでもあります。 だからこそいきいきとフレ
ンドリーでおしゃべりな雰囲気があり、私はこの環境をとても楽しんで
います。

詳細はこちら：kaplaninternational.com/jp
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トロント
コスモポリタンな街として名をはせるトロントには、世界の大都市でありながら平和で穏やかな環
境があります。

おすすめポイント

• トロントは北米で最も治安のよい都市と言われ、
世界で最も「住みやすい」都市の1つとしてランク
付けされています。
• ユニオン駅に隣接し、有名なセントローレンスマ
ーケットの向かいにあり、CNタワー、リプリーズ
水族館、ロイヤルオンタリオ博物館、トロント島
へのフェリー、イートンセンター、公園、 ビーチ
まではわずか数ブロックの距離にキャンパスがあ
ります。
• 留学生調査に基づく「Top ESL School」を繰り返
し受賞しています。
• 現地の大学生と共用する新しい学生寮から徒歩圏
内。
• 素晴らしい街の景色、教室、学生ラウンジ、コン
ピューターラボ、共用エリアを備えた新しい近代
的な学校です。
• 毎月行われる移民コンサルタントによるプレゼン
テーションや、英語学習をかねてトロントを探索
し、友達の輪を広げるアクティビティを毎日行っ
ています。
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国籍トップ5

20% ブラジル, 13% 韓国,
9% メキシコ ,9% 日本, 8% トルコ

コース＆プログラム
英語コース
•
•
•
•
•

半日英語コース
セミ集中英語コース
集中英語コース
長期8カ月留学プラン
中期５・６カ月留学プラン

• ビジネス英語コース

試験対策/大学進学準備
•
•
•
•

TOEFL iBT&アカデミック英語コース
IELTS試験対策コース
ケンブリッジ英検対策コース
アカデミック英語コース
詳細はこちら：kaplaninternational.com/jp

社会人向

30歳以上限定
トロントキャンパス

• 専用の英語クラスでキャリア志向の学生と一
緒に学びましょう。
• キャンパスには30歳以上の学生のためのラウ
ンジや無料のスナックを設けています。
• ゲストスピーカーや課外活動、そして履歴書
の書き方や面接対策、スピーチ、人脈作りな
どに関するワークショップを含む、30歳以上
限定のアクティビティやK +クラブを行って
います。
• ニューヨーク30歳以上限定キャンパスとの毎
月のバーチャル会議にて、国際的な人脈作り
の場を提供しています。
• 30歳以上の学生専用の入学式と卒業式を行
い、同じ志を持ったクラスメイトと一緒に学
びましょう。

アクセス:

Casa Loma

35 The Esplanade, Suite 250
Toronto ON, M5E 1Z4
kaplan.to/toronto
facebook.com/kictoronto

High
Park

Art Gallery
of Ontario

Royal Ontario
Museum
Eaton Center

Toronto Zoo
St. Lawrence Market
Hockey Hall of Fame

CN Tower
Rogers Centre
Ripley’s Aquarium
of Canada
Centreville Theme Park
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バンクーバー
雪におおわれた山々と緑の熱帯雨林に囲まれた爽快な沿岸都市は、世界のビーチエリアトップ10に
もランク付けされています。

Kaplan student
@simoessbea

おすすめポイント

• アルバーニストリートのおしゃれなショッピング
地区の角に位置し、最寄りのビーチへからはわず
か徒歩15分の距離にキャンパスがあります。
• バス停と3つの駅もすぐそばです。
• カナダの複数の大学へスムーズな進学サポートを
提供しています。
• ウィスラー、ビクトリア、シアトルなどの他都
市へ定期的なスキー旅行や週末旅行を行っていま
す。

国籍トップ5

20% ブラジル, 15% 韓国, 13% 日本,
11% メキシコ, 3% イタリア

コース＆プログラム

Lions Gate
Bridge

英語コース
•
•
•
•
•
•

半日英語コース
セミ集中英語コース
集中英語コース
長期8カ月留学プラン
中期５・６カ月留学プラン
ビジネス英語コース

Capilano
Suspension Bridge

Stanley
Park Vancouver
Aquarium
English Bay
Gastown

Vancouver
Art Gallery

試験対策/大学進学準備

• TOEFL iBT&アカデミック英語コース
• IELTS 試験対策コース
• アカデミック英語コース

Kitsilano
Beach Park

Dr. Sun Yat-Sen
Classical Chinese
Garden

Rogers Arena
BC Place
Science
Granville
World
Island

アクセス:

775 Burrard Street
Suite 300, Vancouver BC, V6Z 1X6
kaplan.to/vancouver
facebook.com/kicvancouver
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詳細はこちら：kaplaninternational.com/jp

私は韓国で家庭教師と英語を勉強していましたが、結局はカナダで勉強
することが私にとって最良の選択肢でした。どこまでやりとげたかを振
り返ると笑顔になります。 バンクーバーに来たころと今とでは大きく
異なります。
私はカプランで世界各国たくさんの友人を作りました。彼らは文字通り
さまざまな都市、いたるところから来た生徒です！ カナダに住んでい
るだけで最高です。
Trisha Ko
韓国 - バンクーバーキャンパス
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目次

歴史と革新が時代を超
えて交わるイギリスと
アイルランドのさまざ
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しましょう。

61 バース
62 ボーンマス
63 ケンブリッジ

個性あふれる10キャン
パスの中から希望の都
市を選択し、伝統と現
代の調和を楽しみまし
ょう。

64 エディンバラ
66 リバプール
68 ロンドン
70 マンチェスター
72 オックスフォード
73 トーキー
74 ダブリン
エディンバラ

バース

マンチェスター
ダブリン

リバプール

アイルランド

イギリス

ケンブリッジ

18世紀の建築や美しいローマ大浴場が今もなお残る、ユネスコ世界遺産に登録されたイギリス
の都市です。

オックスフォード
バース
ロンドン
トーキー

ボーンマス

おすすめポイント

• 中世の修道院から歩いてすぐ、市内中心部のカフ
ェやショップ、レストランに近接した歴史的な建
物内にキャンパスがあります。
• 学校の静かな中庭でクラスメイトと勉強したりリ
ラックスしたり、交流を深めることができます。
• バースからはロンドン、ブリストル、カーディ
フ、オックスフォード、ソールズベリー、ストー
ンヘンジなど、あらゆる他の主要都市へ簡単にア
クセスでき、さまざまなアクティビティを楽しむ
ことができます。

• 国籍トップ5

20% イタリア, 13% サウジアラビア, 10% スペイン
7% オマーン, 6% クウェート

コース＆プログラム
英語コース
•
•
•
•
•
•

半日英語コース
セミ集中英語コース
集中英語コース
長期8カ月留学プラン
中期５・６カ月留学プラン
ビジネス英語コース
(要望に応じて提供)

Royal
Crescent
Georgian
Garden
Pulteney
Bridge

Jane Austen
Centre
Theatre Royal
Odeon Cinema

Bath Rugby
Football Club

Roman Baths

試験対策/大学進学準備

Bath Abbey
Thermae Bath Spa

その他のコース

Stonehenge

• IELTS 試験対策コ―ス

• クラシックプログラム（40歳以上）
• デミペアプログラム

1 Hour Drive
South West

Bath Train
Station

アクセス:

5 Trim Street, Bath, BA1 1HB
kaplan.to/bath
facebook.com/kicbath
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ボーンマス

ケンブリッジ

色鮮やかなビーチ小屋や桟橋で行われるマーケットでのアトラクション、熱く塩辛いフライドポテ
トで知られる歴史ある海辺の街です。

おすすめポイント

• ビーチや街の中心部からバスでわずか5分の広々と
したモダンなキャンパスは、カプラン最大規模を
誇ります。
• キャンパスには静かな中庭や広々とした学生共用
ルームが備えられています。
• レストランやカクテルバー、ナイトクラブ、コメ
ディー会場といった活気あるナイトライフを楽し
むことができる、にぎやかな学生街に位置してい
ます。

国籍トップ5

19% サウジアラビア, 11% イタリア, 10% トルコ,
7% 中国, 5% 韓国

コース＆プログラム
•
•
•
•
•
•

おすすめポイント

Meyrick Park

英語コース

Upper Gardens

半日英語コース
セミ集中英語コース
集中英語コース
長期8カ月留学プラン
中期５・６カ月留学プラン
ビジネス英語コース
(要望に応じて提供)

Bournemouth
Train Station

The Avenue
Shopping Centre
Lower Gardens
Parliament
Speakers Bureau

Bournemouth
Beach

試験対策/大学進学準備

• IELTS 試験対策コース
• ケンブリッジ英検対策コース

Oceanarium
Bournemouth
Pier

• 市内中心部までは自転車でわずか10分程の閑静な
ニューナム地区に位置しており、美しいエドワー
ド様式の建物内にキャンパスがあります。
• ケンブリッジ大学の講義に参加し、ゲストスピ
ーカーの興味深いプログラムを聴講してみましょ
う。
• 夏には学校の中庭でバーベキューをお楽しみくだ
さい。
• 全ての学生が利用できる無料のレンタル自転車が
用意されています。

国籍トップ5

13% 中国, 9% サウジアラビア, 9% イタリア,
8% トルコ, 6% ブラジル

アクセス:

130-136 Poole Road, Bournemouth,
BH4 9EF
kaplan.to/bournemouth
facebook.com/kicbournemouth
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世界で最も古く最も偉大な学問の都市のひとつ - 歴史に残る偉大な作家、科学者、政治家の足跡を
たどりましょう。

詳細はこちら：kaplaninternational.com/jp

コース＆プログラム
英語コース
•
•
•
•
•
•

半日英語コース
セミ集中英語コース
集中英語コース
長期8カ月留学プラン
中期５・６カ月留学プラン
ビジネス英語コース
(要望に応じて提供)

試験対策/大学進学準備

• IELTS 試験対策コース
• ケンブリッジ英検対策コース

Stansted 22 miles
South
Airport

Bridge of Sighs
Grafton Shopping
Centre
Trinity College
Anglia Ruskin
Queen’s College
University
Mathematical
Bridge
King’s College

The Fitzwilliam
Museum

River Cam
Cambridge University
Botanic Gardens
Grantchester Cambridge Train Station
Meadows

アクセス:

75 Barton Road, Cambridge,
CB3 9LG
kaplan.to/cambridge
facebook.com/kiccambridge

63

エディンバラ
ゴシック様式の尖塔や一流大学、そして世界最大規模を誇る芸術祭の本拠地であるエジンバラは、
歴史や文化、教育に卓越しています。

おすすめポイント

• ケイリーダンス、ウイスキー蒸留所への訪問、ス
コットランド高地への週末旅行など、ユニークな
スコットランドが体験できるアクティビティを行
っています。
• エディンバラフェスティバルコースやスコットラ
ンド文化が学べる選択科目を提供しています。
• 学生寮は学校の近くにあり、1年中利用できます。
素晴らしいホストファミリーもカプランで手配す
ることができます。
• ヨガクラスを行っています。

国籍トップ5

15% イタリア, 12% 中国, 11% サウジアラビア,
10% スペイン, 10% ブラジル

コース＆プログラム
英語コース
•
•
•
•
•
•

Edinburgh Playhouse
Calton Hill

半日英語コース
セミ集中英語コース
集中英語コース
長期8カ月留学プラン
中期５・６カ月留学プラン
ビジネス英語コース

Palace of
Holyrood

Queen Street

Scottish National
Portrait

Edinburgh
Old Town

Edinburgh Castle
National Museum
of Scotland
Usher Hall

試験対策/大学進学準備

• IELSTS試験対策コース
• ケンブリッジ英検対策コース
• トリニティGESE試験対策コース
（クローズドグループのみ）

Edinburgh
Airport

9 miles
West

University of
Edinburgh

アクセス

9 Albyn Place, Edinburgh, EH2 4NG
kaplan.to/edinburgh
facebook.com/kicedinburgh
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詳細はこちら：kaplaninternational.com/jp

私は英語の先生なので、カプランでの経験は英語をさらに上達させ、ス
コットランドの文化についても学ぶ最高の選択でした。
カプランの先生は素敵です。私たちの英語を上達させる良い方法を教え
てくれます。私はとても充実し、たくさんの英語を学びました!
Myriam Martinez
スペイン - エディンバラキャンパス
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リバプール
A thriving capital of music, culture, business and sport, home to The Beatles and rich maritime history
ビートルズや豊かな海運業の歴史的本拠地であり、音楽、文化、ビジネス、スポーツのが盛んな都市。

おすすめポイント

• ビジネスシーンに特化した英語コースを開講して
います。市内のビジネス中心地区に位置するキャ
ンパスで、集中ビジネス英語コースを受講しまし
ょう。
• 地下鉄ムーアフィールズ駅から徒歩わずか2分、新
しい学生寮からは徒歩10分の利便性に優れた場所
にキャンパスがあります。
• ビートルズが最初に演奏したキャヴァーンクラブ
の近くです。
• 学校から徒歩わずか5分の距離には、ユネスコの世
界遺産に登録されているリバプールの象徴、美し
いピアヘッドがあります。
• リバプールフットボールクラブの本拠地である有
名なアンフィールドスタジアムへの定期的なアク
ティビティを行っています。
• 生活費が控えめなことで知られるリバプールに
は、予算を押さえて学習できる環境があります。
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国籍トップ5

20% サウジアラビア, 11% イタリア,
9% 中国, 8% オマーン, 7%クウェート

コース＆プログラム
英語コース
•
•
•
•
•
•
•

半日英語コース
セミ集中英語コース
集中英語コース
長期8カ月留学プラン
中期５・６カ月留学プラン
ビジネス英語コース
集中ビジネス英語コース

試験対策/大学進学準備

• IELTS 試験対策コ―ス
• ケンブリッジ英検対策コース

その他のコース

社会人向

30歳以上限定
リバプールキャンパス

Anfield Stadium

• 専用の英語クラスでキャリア志向の学生と一緒に学
びましょう。
• キャンパスには30歳以上の学生のための受付やスタ
ディセンター、休憩室を設けています。
• 落ち着いた環境で英語を学ぶ毎週のコーヒークラブ
など、30歳以上限定のアクティビティを行っていま
す。
• 毎月、イギリスにおけるさまざまな専門的かつビジネ
スシーンが学べるゲストスピーカーを迎えています。
• 30歳以上の学生専用の入学式と卒業式を行い、同じ
志を持ったクラスメイトと一緒に学びましょう。

World
Museum
The Cavern Club
Liverpool
Liverpool Lime
Waterfront
Street Station
Maritime Merseyside Museum
Albert
Liverpool Cathedral
Dock
Echo Arena

• クラシックプログラム（40歳以上）

アクセス:

Cotton House, Old Hall Street,
Liverpool, L3 9TX

詳細はこちら：kaplaninternational.com/jp

kaplan.to/liverpool
facebook.com/kicliverpool
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ロンドン
ロンドンには他にはない最高の魅力があり、歩くたびに様々な物語が浮かんでくる、文化的、
歴史的な街。

おすすめポイント

• スカイガーデン、化学自然博物館への無料招待、
受賞歴のあるウエストエンドミュージカルの割引
チケット、ヨーロッパ他都市への週末旅行など、
充実したアクティビティを提供しています。
• 初日にはロンドン市内観光を行っています。観光
スポットを巡る絶好のチャンスです。
• キャンパスはロンドンの有名なコベントガーデン
マーケットから徒歩ですぐ、大英博物館から徒歩2
分の場所にあります。
• 60ヵ国以上から集まる学生と親睦を深めることが
できるパブナイトを毎週開催しています。

国籍トップ5

15% 中国, 12% イタリア, 10% トルコ, 9% 韓国,
9%フランス
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コース＆プログラム

30歳以上限定
ロンドンキャンパス

英語コース
•
•
•
•
•
•

社会人向

半日英語コース
セミ集中英語コース
集中英語コース
長期8カ月留学プラン
中期５・６カ月留学プラン
ビジネス英語コース

• 専用の英語クラスでキャリア志向の学生と一
緒に学びましょう。
• キャンパスには30歳以上の学生のための専用
学習エリアを設けています。
• より専門的または学術的な分野に焦点を当て
た特別コースを開講しています。工学、医
学、法学などの専門的な英語を学びたい方
は、マンツーマンクラスで集中的に学習する
ことができます。
• 素晴らしいゲストスピーカーとの交流イベン
トや講演会を開催し、イギリスにおける専門
的かつ様々なビジネス事情についての学びの
場を提供します。
• 30歳以上限定のアクティビティとして、パブ
ナイトやアートギャラリー、美術館への訪
問、リバークルーズなどを楽しむことが
できます。

• 集中ビジネス英語コース

試験対策/大学進学準備

• IELTS試験対策コース
• ケンブリッジ英検対策コース

詳細はこちら：kaplaninternational.com/jp

アクセス:

3-4 Southampton Place
London, WC1A 2DA
kaplan.to/coventgarden
facebook.com/kiclondoncolleges

Madame Tussauds
London

The British
Museum

Oxford Circus

Soho
Theatreland

Piccaddily Circus
Hyde
Park

Trafalgar
Square
Buckingham
Palace

London Heathrow 19 miles
West
Airport

London Eye
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マンチェスター
活気と創造性、誇りに満ちたマンチェスターは、学生でにぎわい、食文化が国内で最も急成長して
いる居心地の良い都市です。

おすすめポイント

• キャンパスは、アーティスト、DJ、インディーズ
バンドが集まる市内中心部の活気に満ちたノーザ
ンクウォーターに位置しています。
• 最寄りのバス停からは歩いてすぐ、そしてなんと
市内中心部周辺のバス料金は無料です。
• 優秀な学生とのメンタープログラムを行い、学生
がリーダーシップスキルを高められるようにして
います。
• マンチェスターユナイテッドやマンチェスターシ
ティのサッカーチームの本拠地であるオールドト
ラフォードやエディハドスタジアムへの定期的な
アクティビティを行っています。

国籍トップ5

33% サウジアラビア, 10% クウェート, 8% 中国,
6%オマーン, 3% ブラジル

コース＆プログラム
英語コース
•
•
•
•
•
•

半日英語コース
セミ集中英語コース
集中英語コース
長期8カ月留学プラン
中期５・６カ月留学プラン
ビジネス英語コース(要望に応じて提供)

試験対策/大学進学準備

• IELTS 試験対策コ―ス
• トリニティGESE試験対策コース
（クローズドグループのみ）

National Football
Manchester
Museum

City F.C.

Royal Exchange
Theatre
John Ryland’s
Library

Manchester
Art Gallery
Palace Theatre

Museum of
Science and
University of
Industry
Manchester
Manchester
United F.C.

マンチェスターが大好き！ 大きすぎず小さすぎず、必要なものはすべ
てそろい、街の人もとてもフレンドリーです。
Serap Arisal
トルコ - マンチェスターキャンパス

アクセス:

1 Portland Street, 6th Floor,
Manchester, M1 3BE
kaplan.to/manchester
facebook.com/kiemanchester
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詳細はこちら：kaplaninternational.com/jp
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トーキー

オックスフォード
古代の図書館、ゴシック様式の回廊、中世の大学が今もなお残り、何世紀にもわたり偉大な精神を
育んできた魔法の街です。

おすすめポイント

• 街の中心部からバスまたは自転車で5分のエレガン
トなサマータウンエリアに位置し、ポートメドー
から歩いてすぐ、大きなエドワード様式の一軒家
がキャンパスです。
• ベジタリアンやハラールのオプションを含めた軽
食を提供するおしゃれなカフェが敷地内にありま
す。
• 学校の広い中庭でクラスメイトとの交流、屋外ゲ
ーム、夏にはバーベキューを楽しみましょう。
• パリ、アムステルダム、エジンバラなどの他都市
への週末旅行を手配しています。

国籍トップ5

16% イタリア, 11% 中国, 11% サウジアラビア,
8% 韓国, 6% トルコ

コース＆プログラム

おすすめポイント

英語コース
•
•
•
•
•
•

半日英語コース
セミ集中英語コース
集中英語コース
長期8カ月留学プラン
中期５・６カ月留学プラン
ビジネス英語コース
(要望に応じて提供)

Oxford University
Museum of Natural
History

Ashmolean
Museum

University
of Oxford
Bodleian Library

Christ Church
Meadow
Cowley Road cafes, bars and shops
O2 Academy Oxford

試験対策/大学進学準備

Oxford Castle

• IELTS試験対策コース
• トリニティGESE試験対策コース
（クローズドグループのみ）

• スイミングプール、カフェ、テラスガーデンには
見晴台など、キャンパス内には美しい校庭があり
ます。
• 街の中心部からは徒歩わずか5分の場所に位置して
います。
• イギリスの保養地として知られるトーキーは、ユ
ネスコ世界ジオパークに定められており、独特の
地質学的価値と自然の美しさを備えたエリアとし
て、有機農場と環境への持続的な取り組みが盛ん
に行われています。

国籍トップ5

21% サウジアラビア,16% イタリア, 11% ロシア,
7% フランス, 7% スペイン

コース＆プログラム
英語コース
•
•
•
•
•
•

半日英語コース
セミ集中英語コース
集中英語コース
長期8カ月留学プラン
中期５・６カ月留学プラン
ビジネス英語コース (要望に応じて提供）

試験対策/大学進学準備

• IELSTS試験対策コース
• トリニティGESE試験対策コース
（クローズドグループのみ）

Oddicombe Beach

Lymington Road Coach Station

Kents Cavern
Prehistoric Caves
Torre Abbey &
Union Street cafes,
Riviera Sports Centre bars and shops
Fleet Walk Central Cinema
Torquay Museum
shopping centre
Torre Abbey
AMF Bowling Centre
Sands
Princess Pier and
Torquay
harbourside marina
shopping
train station

アクセス:

アクセス:

108 Banbury Road, Oxford, OX2 6JU
kaplan.to/oxford
facebook.com/kieoxford
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イギリスの爽快な海辺と豊かな歴史、そして地中海の魅力を持つ美しい海岸沿いの街です。

30 Ash Hill Road
Torquay, TQ1 3HZ
kaplan.to/torquay
facebook.com/kictorquay

詳細はこちら：kaplaninternational.com/jp

73

ダブリン
現代と伝統が交り合うフレンドリーな街ー古代の城ときらびやかなテッククォーターを1日で巡りま
しょう。

おすすめポイント

• 街の文化やナイトライフの中心地としてにぎわう
ダブリンのテンプルバーエリアに位置し、交通機
関の利便性も最高です。
• キャンパスはリフィー川のほとりにあるエレガン
トな19世紀の建物内にあり、学生寮から徒歩20分
以内の距離にあります。
• アイルランド周辺での定期的なアクティビティを
行っています。有名なモハーの断崖、ウィックロ
ー山地、絵画のように美しいハウサンド村など、
アイルランドの劇的な景色を訪れましょう。

国籍トップ5
18% イタリア, 15% トルコ, 15% ブラジル, 9% ス
ペイン, 8% フランス

コース＆プログラム
英語コース

• 半日英語コース
• セミ集中英語コース
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•
•
•
•

集中英語コース
長期8カ月留学プラン
中期５・６カ月留学プラン
ビジネス英語コース

Dublin City Gallery
Jameson
Distillery

試験対策/大学進学準備

The Spire

The Brazen Head

• IELSTS試験対策コース
• ケンブリッジ英検対策コース
• トリニティGESE試験対策コース
（クローズドグループのみ）

Guinness
Storehouse

Trinity
College

Dublin Castle
National Gallery of Ireland
St Patrick’s
Cathedral
Dublin St Stephen’s
Green
Business
School
Iveagh
Gardens

その他のコース
• CELTA teacher training

アクセス:

The Presbytery Building,
7 Exchange Street Lower, Temple Bar
Dublin D08 PX27
kaplan.to/dublin
facebook.com/kicdublin
詳細はこちら：kaplaninternational.com/jp

私は最高の英語を学びたいと思い、カプランは世界で最高の英語学校の
ひとつであることを知りました。その評判や教育メソッドについてをさ
らに調べるようになり、インターネットで見つけたすべてのレビューは
私にとってとても励みになりました。
さまざまな人との関わりによってコミュニケーション力が高まり、それ
ぞれの違いを理解することができるようになります。また今ではより多
くの求人を得ることができています。
Zaira Vasconcelos
アンゴラ - ダブリンキャンパス
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オーストラリアで英語を学ぶ

オーストラリア各地に広
がる魅力的な都市を選べ
ます。穏やかな気候、ゆ
ったりとした生活スタイ
ル、魅力的な大自然や観
光地があります。

オーストラリアのカプランでは、シドニー、メルボルン、ブリスベン、アデレード、パースにある５つからキャン
パスを選択して英語を学ぶことができます。各学期ごとに違うキャンパスに移動し、それぞれの都市が持つ個性や
特質を体験できる機会もあります。（空席状況によります）
シドニーのビーチと湾に囲まれた生活、文化の中心地であるメルボルンの散策、ブリスベンの陽気で気楽なライフ
スタイル、アデレードのイベントカレンダーをチェック、パースではありのままの自然の美しさを堪能できます。
どのキャンパスにもカプランビジネススクールが併設されており、学生経験と卒業後の進路のために質の高いビジ
ネスコースを提供しています。
*パースのカプランビジネススクールでは限られたコースのみ提供可能です。詳細はこちらをご参照ください。 kbs.edu.au/perth

カプランビジネススクール
英語研修に加え、カプランビジネススクールでは大学と大学院の多様な領域のビジネスコースを提供しています。
英語レベルを迅速に上達させて、国際的なキャリアを築くために、世界で認められているビジネス資格を取得しま
しょう。

オーストラリア

ブリスベン

パース

シドニー

2,375人が好成績で
学位・資格取得

クラス平均人数
23人

オーストラリア人気
MBAトップ3

2020年の全学期を通して

2020年の平均による

2021年3月教育省発行Skills and
Employment2019年申込による

80ヵ国以上の学生国籍
2018-2020の在籍データによる

アデレード
メルボルン

AUSTRALIA

カプランビジネススクールを選ぶ理由

• 質の高い教育

• 実務経験のあるエキスパートの教師陣
• 傑出した学生サポート
• 世界的に認定されているコースの提供
• 産業界や大学との強い提携
• 生涯ずっとアクセスできる教材とキャリアコーチング

コース内容
カプランビジネススクールの大学および大学院コースでは、会計学、マーケティング、デジタルマネージメン
ト、リーダーシップといったビジネスと直結した科目を提供しています。また、産業界の知識やスキルを身につ
けるためのアカデミックインターンシップや、さらには英語スピーキング環境の職場で役立つ英語コースもご用
意しています。
コースの全リストについては、こちらをご参照ください。 kbs.edu.au/courses
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フランス語&ドイツ語
目次
80 リヨン
82 ベルリン
83 フライブルグ
84 モントルー

アルパディア語学学校でフランス
語やドイツ語を学び、フランス、
ドイツ、スイスの比類のない自然
の美しさや豊かな歴史、文化の多
様性を肌で感じてみませんか。
ヨーロッパに広がる山々や森林、
世界トップクラスの美術館、魅力
的なギャラリー、最先端の建築物
を探索してみましょう。

ベルリン

ドイツ

フランス

フライブルグ

モントルー
リヨン

スイス

FRANCE

GERMANY SWITZERLAND
78

詳細はこちら：kaplaninternational.com/jp
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リヨン
The
city of lights is sophisticated and historic, with excellent museums, a dynamic cultural life and
輝き続ける洗練された街は、歴史的な美術館やダイナミックな文化、環境、魅力的なショッピング
fantastic shopping
エリアにあふれています。

おすすめポイント

• ローヌ川を見下ろす美しい19世紀の建築物をキャ
ンパスとして使用しています。
• 市内中心部に位置し、リヨン最大の広場へも徒歩
圏内の立地を誇ります。授業後は近くのカフェや
レストランで街の雰囲気を堪能しましょう。
• 市内最高の歩行者用ショッピングエリアに直接ア
クセスできます。
• 地下鉄駅やバス停からは徒歩わずか5分以内です。
• すべての教室は明るく広々としており、天井も高
く設計されています。

国籍トップ5

26% スイス, 12% コロンビア, 7% アメリカ
7% イタリア, 6% スペイン

コース&プログラム
フランス語コース
•
•
•
•
•
•

スタンダード
インテンシブ
プレミアム
コンビ5
コンビ10
フランス語+就労体験/インターン
シップ
• フランス語+ボランティア

ALPADIA

Lyon

試験対策/大学進学

• DELF/DALF
• TCF
• 大学進学プログラム

アクセス:

Alice Pignacca
イタリア- リヨンキャンパス

Quai Jules Courmont 6
69002 Lyon, France
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リヨンには魅力的なアクティビティやスポットがたくさんあり、夜に友
達と出かけるのにも最適な街です。私はホームステイを選択しました
が、フランス語を練習するためには最良の選択だったと思います。クラ
スは本当に楽しくてたくさんのことを学びました。先生はとても有能な
方たちで、世界中から来たたくさんの友人と出会うことができました。

詳細はこちら：kaplaninternational.com/jp
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ベルリン

フライブルグ
The Black Forestの首都として知られるフライブルクは、ドイツで最も日当たりが良く、
見事な自然の景観を誇る街です。

魅力的な歴史を誇り、創造性豊かで多様な文化を持つドイツの首都

おすすめポイント

• 活気あるシェーネベルク地区に位置し、多くのカ
フェやバー、レストラン、そして首都として国を
代表する主要観光スポットにも隣接したエリアに
あります。
• 敷地内にはミーティングルームやインターネット
カフェ、休憩中に軽食を購入できる広々としたラ
ウンジがあります。
• 美術館訪問や屋外映画鑑賞、旅行など、幅広い学
校アクティビティを提供しています。
• 宿泊施設からのアクセスも利便性が高く、地下鉄
駅とバス停からはわずか徒歩2分です。

B2レベル保証制度を提供しています ： それ
ぞれ個人に与えられた学習目標計画に沿って
きちんと学習した学生へは、B2レベルへの達
成を保証することができます。
コース期間を過ぎてもB2レベルに達成するこ
とができなかった学生へは、最大4週間のグル
ープレッスンを無料で提供します。
詳細については、アルパディアアドバイザ
ーにお問い合わせください。
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国籍トップ5

おすすめポイント

33%スイス, 22% シリア, 9% イタリア
4% 韓国, 4% スペイン

コース&プログラム
ドイツ語コース
•
•
•
•
•
•

スタンダード
インテンシブ
プレミアム
コンビ5
コンビ10
ドイツ語+就労体験/インターンシ
ップ
• ドイツ語+ボランティア

試験対策/大学進学
•
•
•
•
•

Goethe Zertifikat
TELC Deutsch
TestDaF
大学進学プログラム
キャリアパスウェイプログラム

ALPADIA

Berlin

アクセス:

Haupstraße 23/24, 10827
Berlin, Germany

詳細はこちら：kaplaninternational.com/jp

• 活気ある学生街の中心部に位置しており、エレガ
ントなネオクラシック調の建築物をキャンパスと
しています。
• 大学やショップ、美しいゴシック様式の大聖堂が
ある歴史的な街の中心エリアに隣接しています。
• 敷地内にはカフェテリアや素晴らしい庭園、そし
て広々としたテラスがあります。
• フライブルクには400キロメートル以上の自転車
専用道路があり、自転車で複数方面へのアクセス
ができます。
• フライブルクに隣接するスイス-チューリッヒとフ
ランス-ストラスブールへの週末旅行を実施してい
ます。

国籍トップ5

41% スイス 11% アメリカ, 10% シリア,
9% イタリア, 4% 日本

コース&プログラム
ドイツ語コース
•
•
•
•
•
•

スタンダード
インテンシブ
プレミアム
コンビ5
コンビ10
ドイツ語+就労体験/インターンシ
ップ
• ドイツ語+ボランティア

ALPADIA

Freiburg

試験対策/大学進学

• TELC Deutsch
• 大学進学プログラム
• キャリアパスウェイプログラム

アクセス:

Werthmannstrasse 18, 79098
Freiburg, Germany
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モントルー
リビエラの真珠と称される、マウンテンスポーツに理想的なスイスの美しい湖畔リゾート

おすすめポイント

• スイスの人気都市の1つであり、ジュネーブ湖のほ
とりにキャンパスを構える素晴らしいロケーショ
ンです。
• 滞在施設からは公共交通機関を使用して5分以内と
いう抜群の利便性を誇ります。
• カフェテリアや設備の整ったキッチン、友達との
談話に最適な居心地よいテラスなどが備わったキ
ャンパス施設。
• 世界最大のスキーリゾートの1つであるLesPortes
du Soleilに近く、冬のアクティビティも充実して
います。
• 小規模な人数でより静かに、おだやかな学習環境
を望む学生に最適です。

国籍トップ5

75% スイス, 5% ロシア, 3% コロンビア,
2% スペイン, 2% メキシコ
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コース&プログラム
フランス語コース
•
•
•
•
•
•

スタンダード
インテンシブ
プレミアム
コンビ5
コンビ10
フランス語+就労体験/インターン
シップ
• フランス語+ボランティア

ALPADIA

Montreux

試験対策/大学進学

• DELF/DALF
• TCF
• 大学進学プログラム

アルパディアの先生たちのおかげで、シャイな自分をすぐに乗り越え、
言語の壁を取り除き、スイスでの語学留学を満喫することができまし
た。ロシアに帰国して、身に着けたフランス語でビジネスが出来ること
が楽しみです。
Linda Gabin
ロシア- モントルーキャンパス

アクセス:

Grand-Rue 42
1820 Montreux, Switzerland
詳細はこちら：kaplaninternational.com/jp
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ジュニア向け語学プログラム
ヨーロッパもしくはアメリカのジュニア専門
語学コースで言語を学ぶ
8〜17歳の学生を対象とした語学コースでは、質の高い授業とアクティビティを組み合わ
せたプログラムを提供し、世界中の学生から人気を集めています。イギリス、スイス、ドイ
ツ、アメリカ、カナダにて英語を学びましょう。 もしくはフランス、スイス、ドイツでドイ
ツ語またはフランス語を学びましょう。

ランゲージキャンプの所在地
私たちのサマー、スプリング、そしてフォールキャンプは、アクティビティと小旅
行がすべて含まれているリッチでアクション満載のプログラムです*。楽しい語
学クラスとスポーツやショッピングの旅、観光などたくさんのアクティビティで
充実した日々を過ごせます。
「プレミアムプラスアクティビティ」にアップグレー
ドもできます。ウォータースポーツ、アミューズメントパーク、アート創造、乗馬な
ど、盛りだくさんのパーッケージの中から選んでください。キャンプでは自由時
間もあるので、新しい友達とただリラックスして楽しんでもいいでしょう。

イギリス

(英語のみ)

ロンドンシティー

すばらしい施設の整ったゴールドスミス
大学のキャンパス内にあります。

充実したパッケージプログラム
一生に一度の素晴らしい時間を経験しながら
たくさんの 思い出を 作り、語学力をさらに
向上させていきます。エキサイティングな小
旅行や楽しい課外活動は、ジュニアプログラ
ムで行われる授業の単なる一貫ではなく、語
学学習のプロセスにおいて必要不可欠な部分
です。

ブライトン

バース

ドイツ

伝統的なイギリス都市の中心にある歴史
的な建物の中にあります。

トーキー

イギリスのリヴィエラにある魅力的な身
海沿いの街の中心で、プールと屋外テラ
スがあります。

フランス

プロジェクトベースの学習

屋内プールもあるモダンな設備の整った
アルペンリゾートです。

モントルー リヴィエラ
(フランス語のみ)

海の眺めがすばらしい、絶壁の頂上にあ
る印象的なビクトリア式の建物の中にあ
ります。

私たちの教師はその日の学習項目内容に基づ
いて、教室での活動を準備します。みなさん
は学習した語学スキルを実践しながら新たな
場所や観光スポットを探索し、その土地につ
いての学習を深めていきます。ホームステイ
を選択した場合はフレンドリーなホストファ
ミリーと一緒に過ごし、クラスで学んだこと
を自宅で練習することができます。

レザン ジュニア＆ティーン向け
(英語＆フランス語)

ジェノバ湖の湖畔沿いのすてきな海岸遊
歩道のすぐそばです。

ベルリン‐ヴァンゼー (ドイツ語のみ)
穏やかなグルーネヴァルト地区にあるベ
ルリンの中心から30分のところです。

ベルリン‐ヴェルベリン
(ドイツ語のみ)

ヴェルベリン湖の湖畔の森に囲まれた場
所です。

フライブルグ (ドイツ語のみ)

森の先端にあり、タウンセンターからた
ったの20分です。

若年層向けに特別に設計された楽しく魅
力的なカリキュラムに従い、文法、リス
ニング、リーディング、ライティングの
スキルを伸ばしていきます。雑誌を制作
したり、ファッションショーや映画を上
映し、独自のビデオを編集したりと実践
的な学習も行います。これらはすべて、
語学レッスンの一環として行われます。
他の学生と協力しながら行うエキサイテ
ィングなプロジェクトを通し、言語の流
暢さを向上させながら、創造性、リーダ
ーシップ、時間管理のスキルを身に付け
ることができます。

パリ‐イニー (フランス語のみ)

食事付き滞在施設

ビーチからたったの650メートルで、美
しいプロムナードドゥパイヨンの目の前
です。

• ロンドン市内観光 (ブライトン)

スイス

• アクアパーク日帰り旅行
(モントルーリヴィエラと レザン
ジュニア＆ティーン向)

５ヘクタールもの広さの公園内にあり、
パリの中心から40分の場所です。

パリ‐パッシー (フランス語＆英語)
みずみずしい緑のキャンパスの中にあ
り、シティセンターから45分です。

ラーンバレイの上部に位置し、特徴的な
中世時代の建築の中にあります。

ビアリッツ (フランス語のみ)

古風で趣のあるバスクの街にあり、ビー
チと山の近くです。

ニース (フランス語のみ)

学生寮には厳格な安全及びセキュリティ
ポリシーがあり、24時間体制でスタッ
フが常駐しています。私たちのフレンド
リーなホストファミリーは、若年層留学
生の受け入れ経験実績に基づき徹底的な
チェックを受けた厳選されたファミリー
です。質問事項や懸念点、問題点の相談
については、24時間対応の緊急ヘルプ
ラインもあります。

エンゲルベルク (ドイツ語＆英語)

美しく改修された12世紀のベネディクト
修道院にあります。

アクティビティ例
• ウィンザー城へ小旅行 (バース)
• パリ ディズニーランド日帰り旅行
(パリ、イニー)

• チェックポイントチャーリー
(ベルリン‐ヴェルベリン)

*レザン（スイス）では、8から17歳のジュニア向けの英語、フランス語、ドイツ語のスプリングとフォールキャンプを提供
しています。ジュニア向けプログラムはこちらをご参照ください：kaplaninternational.com/junior-language-courses

すべての食事はホストファミリーまたは
学生寮で提供され、幅広い食事制限にも
対応することが可能です。
86

フランクフルト‐ラーンタール
(ドイツ語のみ)

その他の詳細はこちらのサマーキャンプのパンフレットをご参照ください: https://www.alpadia.com/en/brochure

詳細はこちら：kaplaninternational.com/jp
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66

ロンドン

68

マンチェスター

70

オックスフォード

72

トーキー

73

アイルランド

ダブリン

74

社会人向30+
提供校

リバプール

66

ロンドン

68

ニューヨーク

48

トロント

56

フランス

リヨン

80

ドイツ

ベルリン

82

フライブルグ

83

モントルー

84

スイス

L

ケンブリッジ

M

エジンバラ

L

リバプール

M

ロンドン

L

マンチェスター

M

オックスフォード

M

トーキー

S

ダブリン

M

リヨン

S

ベルリン

M

フライブルグ

M

モントルー

S

スタジオ

TestDaf

Goethe-Intitut 試験対策

TELC 試験対策

TCF Test in Language Skills

DELF / DALF 試験対策

試験対策

キャリアパスウェイ

大学進学準備

試験対策 30

コンビ 5 & 10

プライベート & オンライン

プレミアム 30

スタンダード 20

インテンシブ 25

フランス語＆ドイツ語コース

クラシック (40+)

その他のプログラム

教員養成

アカデミック英語（EAP)

Cambridge 試験対策

IELTS 試験対策

GMAT®/GRE® 試験対策

試験対策 / 大学進学準備コース

TOEFL iBT® & アカデミック英語

ビジネス集中

ビジネス選択

集中アカデミックセメスター

アカデミックセメスター

集中アカデミックイヤー

アカデミックイヤー

集中英語

セミ集中英語

スイミングプール

リバプール

ボーンマス

ガーデン/屋外エリア

64

身障者対応

エジンバラ

S

自動販売機 / カフェテリア

63

S

バース

図書室

ケンブリッジ

バンクーバー

WiFi

62

学生ラウンジ

ボーンマス

S

スタディーセンター

61

S

トロント

K+ カリキュラム

バース

イギリス

シアトル

インタラクティブホワイトボード

58

ボランティア

バンクーバー

L

設備

56

S

サンタバーバラ

就労体験

トロント

カナダ

サンフランシスコ バークレー

インターンシップ

54

有給ワーク & スタディ

シアトル

L

大学プレイスメントサービス

52

L

ニューヨーク

海外留学生健康保険

サンタバーバラ

ロサンゼルス

海外旅行・医療保険

50

M

空港送迎

サンフランシスコ バークレー

シカゴ

サービス

48

M

宿泊施設なしのコース

ニューヨーク

ボストン ハーバードスクエア

ホテル Bed & Breakfast

46

学生数300人以上

自炊ホームステイ

ロサンゼルス

L

レジデンス

45

S 学生数150人以下
M 学生数150–300人

学生アパート

44

シカゴ

学校規模
ホームステイ

ボストン ハーバードスクエア

カプラン＆アルパディア
学校別 設備・サービス一覧

滞在

アメリカ

英語コース

参照ページ

半日英語

カプラン＆アルパディア
学校別 コース一覧

学校サイズは、年ごとの学生の人数の平均を基にしており、実際の人数はその年によって異なることにご留意ください。
ロンドンとダブリンのインターンシップにはビザの規制があるため、ＥＵパスポートまたは就労ビザを取得している学生のみ受講可能です。
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詳細はこちら：kaplaninternational.com/jp
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認定機関およびメンバーシップ
カプランには80年にわたる
教育実績があり、現在では英
語教育におけるリード―とし
て認知されています。
全ての学校は正式な認定機関
による審査を受けており、そ
れにより教育水準の高さと提
供するすべての分野における
サービスレベルの高さが証明
されています。
従って、どの学校を選択し
ても、また教室の中でも外
でも、間違いなく高水準の
サービスを受けることがで
きます。

カプランの英語コース
カナダ

イギリス

アイルランド

アメリカにあるカプラ

カナダにあるカプラ

このパンフレットに掲載さ

カプラン インターナショナ

ン インターナショナル

ン インターナショ

れているイギリスのカプ

ルダブリンは、MEIのメンバ

は、ACCET（Accrediting

ナルは、Languages

ラン インターナショナル

ーであり、アイルランドにお

Council for Continuing

Canadaのメンバーであ

は、British Council の認可

ける英語教育機関（ELT）の

Education and Training）

り、International Student

を受けています。

質と資格を審査するACELS

の認定を受けています。

Program（ISP）の指定を受

このパンフレットに掲載さ

による認可を受けています。

カリフォルニア：

けています。

れているイギリスのカプ

California Bureau for

カプラン インターナショナ

ラン インターナショナル

Private Postsecondary

ル バンクーバーは、PTIB

Educationより運営が許

より指定証明を取得してお

は、English UKのメンバー
校です。

可されています。これ

り、またBC EQA(Education

は、California Private

Quality Assurance) の認可

Postsecondary Education

のもと運営されています。

Act of 2009（改正法を含
む）およびカリフォルニア
州規則（California Code of
Regulations）の第5条7.5項
に定められた最低基準を満
たしていることを意味して
います。
ニューヨーク：
New York State Education
Departmentより認可を受け

オーストラリア

ています。
カプラン インターナショナ
ルは、NAFSA Association
of International Educators
および Teachers of English
to Speakers of Other
Languages（TESOL）のメ
ンバーです。

オーストラリアにある、カ
プラン インターナショナ
ル ランゲージは、English
Australia のメンバーです。
また、National
ELT Accreditation
Scheme（NEAS）によっ
て質の高さが裏付けられて

www.eaquals.org

アルパディアのフランス語と
ドイツ語コース

います。

An introduction to the Eaquals logo

The Eaquals logo is designed to reflect the values of the organisation. Its recognisable
symbol; legible, bespoke typestyle; and strong colours aim to create a clear brand in the
worldwide language education marketplace.

The Eaquals logo is derived from the organisation’s
original logo, which utilised the ring of yellow stars
within the EU flag to reflect its earlier links with

language teaching in Europe. The new logo develops

that heritage to present a more unique, focused image.

The Eaquals logo retains the blue and yellow of the EU
flag, to provide continuity with its heritage, but instead
of the ring of stars, it focuses on a single ‘gold’ star - a

The logo uses a modern, bespoke, hand-drawn

typestyle for the name. This is in lower case characters,
apart from the initial capital ‘E’, to make it clear and
legible to stakeholders from different language

traditions. This clear presentation is designed to make
it easier for students to know what to enter into a

search engine, as well as to indicate how the name
should be spoken: ‘equals’ not E-A-Q-U-A-L-S.

recognised symbol of reward around the world. The

The strapline - Excellence in Language Education - is

gold star is central to the Eaquals brand and you will

retained from the previous logo and its sentiment is

see it used in isolation within Eaquals publications.

enhanced by the single gold star.
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