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我々は、カプランを通して経験する留学の全ての行程で、
学生のみなさんに寄り添っていきたいと考えています。 
入学手続き、滞在、受講コース、学習進度など、ニーズに
合わせた細やかなサポートを提供しています。カプランの
熱意溢れる社員の努力が、学生のおすすめ度97％という
評価につながっています。
多くの人々に、人生の転機となる経験を与えられること
は、我々にとってこの上ない喜びです。未来にはばたく皆
さんと共に過ごせることを、心より楽しみにしています。
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カプランでは過去80年以上に渡り、教育のあらゆる分
野において、みなさんの仕事や人生の目標を達成する
ためのお手伝いを続けてきました。
グローバル教育事業のリーダーとして、我々が最も大
切にしているのは、質の高い教育と目に見える成果を
提供することです。これからの社会では、「個」とし
ての真の実力が問われます。ビジネスまたはアカデミ
ックの現場での実践的な英語力を身につけたい学生
に、カプランが選ばれ続けています。

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

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

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

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

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

リスニング リーディング 文法 スピーキング ライティング

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

カプランのレベルアップ保証
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Real English

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

学習期間と上達の目安

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

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

(Listening, Reading, and
Grammar) 225–274

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

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

160–180 B2 First
•  KITE Main Suite (Listening,

Reading, and Grammar)
425-499

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

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

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

Reading, and Grammar)
275–349

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

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

Reading, and Grammar)
500-534

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

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

140–160 B1 Preliminary
•  KITE Main Suite

(Listening, Reading, and
Grammar)
350-424

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

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

(Listening, Reading, and
Grammar) 535+
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  菊地優奈さん（大学生）
アメリカ、シアトル校留学＆
K+ Live受講
英語レベル：中級（上）

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

たと感じます。

対面でもオンラインでも 
「K+」で英語力を伸ばせました! 

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

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

留学事前準備として
「K+ LIVE EXPRESS」をおすすめします

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

K+のアプローチは、英語学習の効果を最大限に高める
ために、研究結果に基づいたフィードバック演習とグ
ループベースの学習を採用しています。K+は、生徒た
ちが教室で一緒に新しいスキルを試し、十分に訓練を
積んだ教師からフィードバックを得られる機会が最大
限に提供されるように工夫されています。K+Online
なら、学生は必要なだけ自分の裁量で演習に取り組む
ことができるため、クラスやソーシャルアクティビテ
ィの時間をより効果的かつ楽しいものにすることがで
きます。

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

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

; 未来の可能性をカプランで広げる
教育認定機関が発行する修了書

; ・ を帰国後も活用

カプラン独自開発オンライン学習教材を、
特別価格で提供

授業教材 教室の枠を超えて

「テキストとノートの
一体型ワークブック」

「教師主導の授業外
グループ学習クラブ」

「予習・復習用 : 
授業連動型オンライン教材」

「自主学習用 : 
レベル別オンライン補足教材」

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

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

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

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

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

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

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

LEARNING 
SYSTEM

オンライン教材



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

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

教員、カリキュラム、 
そしてクラスメイトの質が高い！

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

午前シフト例
時間 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

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

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

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

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

午後シフト例
時間 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

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

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

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

15:30-17:00 総合英語 総合英語 総合英語 総合英語 総合英語
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一週間の授業構成

上記レッスンに加えて「K+ ラーニング（補足学習）」で強化

受講可能期間

コース開始日

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

最短1週間～ 最長52週間まで

毎週月曜日（祝日の場合は火曜日となります）

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

15
時
間

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

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

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

一週間の授業構成

上記レッスンに加えて「K+ ラーニング（補足学習）」で強化

授業内容と連動した学習教材を活用します。

15  
時
間

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

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

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

一週間の授業構成

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

上記レッスンに加えて「K+ ラーニング（補足学習）」で強化

15  
時
間

5
・
25 
時
間
以
上

6
時
間

†半日英語コースの期間は各国のビザ条件により異なります。

†アメリカのセンターでは、週3時間以上はK+Learning Clubsで学ぶ必要があります。

レッスン時間

クラス平均人数

45分

平均12名、最大15名

コースレベル

開講センター

初級から特級レベルまで

カプラン全ロケーション

†レベルアップ保証には諸条件が適用されます（P4参照）

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

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

GU

ARANTEED

P R O G R E SS

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

A4 Page size

参加可能年齢
16歳以上

自
主
学
習

自
主
学
習

追加学習教材K+ Online Extra を活用します。

教師主導でおこなわれるスタディグループに参加します。

選択科目例
苦手克服 :
スピーキング、ライティング、会話＆発音矯正 など

キャリア重視 :
ビジネス英語、Real English（プロジェクト型学習）な
ど
試験対策 :
IELTS、TOEFL など

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

授業内容と連動した学習教材を活用します。

5
・
25 
時
間
以
上

自
主
学
習



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

アカデミック英語コースでは、カナダのカレ
ッジや大学で必須となるアカデミックライテ
ィング、リーディング、プレゼンテーション
などのスキルを徹底的に教えます。また、ク
リティカルシンキングや効果的なノートテー
キングなど、大学修了の鍵となるスキルにも
焦点をあてます。私たち教師は個々の生徒の
進度を常にモニターし、世界中から集まる大
学進学を目標とする学生全てに、着実に実力
を養える環境を整えています。

15 
時
間

10 詳しい情報はこちら：www.kaplaninternational.com/jp 11

ビジネス英語コース

ビジネス選択英語（BUSINESS SUPPLEMENTARY）

一週間の授業構成 一週間の授業構成

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

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

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

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

ビジネス集中英語（BUSINESS INTENSIVE） 

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

英語圏の大学へ進学し、海外の文化を肌で触れながら真の国際感覚を身に付けませんか。
国際感覚とは母国語以外の言葉が話せるだけではなく、様々な人種や文化に出会いながら自らの考える力を養い、
近年ますますグローバル化していく社会の中で柔軟に生きていくことが出来る人間だと考えます。
カプランのアカデミックコースでは英語力を習得するだけではなく、ディスカッションやプレゼンテーションを通
して伝える力・考える力を磨き、英語圏への大学進学に必要な国際感覚も身に着けることが可能です。このコース
を受講すれば、IELTSなどのスコアなしに数多くの提携先の大学へ進学する事が可能となります。

アカデミック英語コース

アカデミック英語

一週間の授業構成

上記レッスンに加えて

現在はカナダでのみ開講しています。総合英語：20レッスン
総合的なスキルアプローチにより、リーディング、ライ テ
ィング、リスニング、会話、文法、語彙、発音のスキ ル
向上に取り組みます。

15
時
間

†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。

上記レッスンに加えて

6
時
間

上記レッスンに加えて

6
時
間

受講可能期間

コース開始日

アメリカ・カナダ : 1～ 10週
イギリス・アイルランド : 1～ 52

週

毎週月曜日（祝日の場合は火曜日となります）

レッスン時間

クラス平均人数

45分

平均12名、最大15名

コース開始レベル
アメリカ・カナダ : 中級 ( 上 ) 以上
イギリス・アイルランド : 中級以上

参加可能年齢
16歳以上

教師主導でおこなわれるスタディグループに参加します。

追加学習教材K+ Online Extra を活用します。

授業内容と連動した学習教材を活用します。

5
・
25 
時
間
以
上

自
主
学
習

教師主導でおこなわれるスタディグループに参加します。

追加学習教材K+ Online Extra を活用します。

授業内容と連動した学習教材を活用します。

5
・
25 
時
間
以
上

自
主
学
習

教師主導でおこなわれるスタディグループに参加します。

追加学習教材K+ Online Extra を活用します。

授業内容と連動した学習教材を活用します。

5
・
25 
時
間
以
上

自
主
学
習

受講可能期間

コース開始日

最低5週間以上～20週間

ロケーションによって異なります

レッスン時間

クラス平均人数

45分

平均12名、最大15名

コース開始レベル

B2

参加可能年齢
16歳以上

15 
時
間

ビジネス集中 ビジネス選択

アメリカ ボストン

シカゴ

ロサンゼルス

ニューヨーク

サンフランシスコ

サンタバーバラ

シアトル

カナダ トロント

バンクーバー

イギリス バース

ボーンマス

ケンブリッジ

エジンバラ

リバプール

ロンドン

オックスフォード

マンチェスター

トーキー

アイルランド ダブリン

アカデミック英語：8レッスン
アカデミックに特化したライティング、エッセイ、リス ニ
ング、リーディングやプレゼンテーションはもちろん, 進
学した際に役立つ内容の学習を行います。 

8
時
間

†ニューヨーク校では ESTA 対象のビジネス Part Timeを開講しています



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

Georgia Papamichailidou（教師）
イギリス、ボーンマス校勤務歴5年
バーミンガム大学修士（TEFL・TESOL）卒

12 詳しい情報はこちら：www.kaplaninternational.com/jp 13

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

試験対策コース 

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

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

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

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

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

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

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

TOEFL iBT® ＆アカデミック英語：8レッスン

15
時
間

6
時
間

15
時
間

受講可能期間

コース開始日

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

毎週月曜日（祝日の場合は火曜日となります）

レッスン時間

コース開始レベル

45分

TOEFL iBT スコア55以上、または中級（上）以上

参加可能年齢

開講センター

16歳以上

アメリカとカナダの全校

クラス平均人数
平均12名、最大15名

† イギリスとアイルランドではIELTS試験対策20レッスンと選択授業8レッスン
になります。
† IELTS受験費用はコース料金には含まれていません。

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

一週間の授業構成

上記レッスンに加えて

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

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

IELTS 選択コース（IELTS SUPPLEMENTARY）

15
時
間

一週間の授業構成

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

15
時
間

IELTS 集中コース（IELTS INTENSIVE）

6
時
間

上記レッスンに加えて

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

6
時
間

教師主導でおこなわれるスタディグループに参加します。

追加学習教材K+ Online Extra を活用します。

授業内容と連動した学習教材を活用します。

5
・
25 
時
間
以
上

自
主
学
習

教師主導でおこなわれるスタディグループに参加します。

追加学習教材K+ Online Extra を活用します。

授業内容と連動した学習教材を活用します。

5
・
25 
時
間
以
上

自
主
学
習

上記レッスンに加えて

追加学習教材K+ Online Extra を活用します。

授業内容と連動した学習教材を活用します。
自
主
学
習

教師主導でおこなわれるスタディグループに参加します。

追加学習教材K+ Online Extra を活用します。

授業内容と連動した学習教材を活用します。

5
・
25 
時
間
以
上

自
主
学
習

受講可能期間

コース開始日

イギリス・アイルランド : 1-10週間
カナダ : 1-16週間
*カナダでは集中IELTSとIELTS PART TIMEのみの提供

毎週月曜日（祝日の場合は火曜日となります）

レッスン時間
45分

クラス平均人数
平均12名、最大15名

コース開始レベル
中級以上

参加可能年齢

開講センター

16歳以上

イギリス、アイルランド、カナダの全校



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

今回のサバティカル休暇を、今後のキャリアに重要な転機に
するためにカプランでの留学を決意しました。今の仕事のポ
ジションには第二言語は必要で、キャリアアップするために
は絶対でした。ビジネス集中英語コースを12週間受講後、
より自然なコミュニケーション力を高めるために、9週間延
長しました。もし30＋のコースを受講していなかったら、
ここまで英語力を上げることは難しかったと思います。同
じ志を持つカプランでの留学体験は、本当に素晴らしかっ

たです。

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

カプランの4週間英語漬けの生活のおかげで、語学留学終
了後、10年ぶりに受けたTOEICも865点（リスニングは満
点）と、 仕事に要求されていたスコアを取得できました。
30＋センターでは、キャリアに英語が必須なクラスメイト
が多く、学習環境が優れています。 またプログラムは、ビ
ジネスのケーススタディが盛り込まれた「ビジネス英語力
＋α」に力を入れているので自身の探していた学びを得ら
れました。社会人の方は特におススメです。
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†イギリスとアイルランドではケンブリッジ英検対策20レッスンと選択科目授業8レ
ッスンになります。
†事前英語レベルテストの受験が必要な場合があります。詳細はカプラン代理店まで
お問い合わせください。
†実際の試験日を含めた滞在期間の延長が必要になる場合があります。 
†ケンブリッジ英検受験費用はコース料金には含まれていません。

ケンブリッジ英語検定

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

一週間の授業構成

上記レッスンに加えて

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

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

15
時
間

6
時
間

受講可能期間

コース開始日

4、８または12週間のパッケージ

ロケーションにより異なります

レッスン時間

コース開始レベル

45分

FCE：中級（上）、CAE：上級、CPE：特級

参加可能年齢

開講センター

16歳以上

教師主導でおこなわれるスタディグループに参加し
ます。

追加学習教材K+ Online Extra を活用します。

授業内容と連動した学習教材を活用します。

5
・
25 
時
間
以
上

自
主
学
習

イギリス: ボーンマス、リバプール、ロンドン校
アメリカ: サンタバーバラ校
カナダ：トロント、バンクーバー校
アイルランド : ダブリン校

マンツーマン（個別指導）
を活用し、弱点強化
マンツーマンの授業
個別のサポートが大きな違いを生む場合もあります。カ
プランではマンツーマンによる指導を各センターで提供
しています。この授業では、集中的に個別のレッスン
を受けたい場合、通常の授業時間以外に勉強する必要
がある場合、そして重要な試験を受ける準備をするため
に準備が必要な場合などに、生徒1人1人の目標にそっ
て個別に支援します。コースを予約する際にマンツーマ
ンの授業を追加で選択できます。渡航後は、学校ス
タッフに個別レッスン内容について相談してください。
要望に応じた、2人または3人のグループでの個別授業
も提供可能です。

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

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

カプラン
社会人・大人向けコース

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



アカデミック イヤー 長期8ヶ月コース（3学期制）

コース期間 休暇① 休暇② 1学期
授業週

2学期
授業週

3学期
授業週

授業週
合計

休暇週
合計

滞在週
合計開始日 終了日 開始日 終了日 開始日 終了日

2023年01月09日 2023年09月01日 2023年03月06日 2023年03月10日 2023年06月05日 2023年06月09日 8 12 12 32 2 34

2023年04月10日 2023年12月01日 2023年06月05日 2023年06月09日 2023年08月28日 2023年09月01日 8 11 13 32 2 34

2023年06月19日 2024年02月09日 2023年08月28日 2023年09月01日 2023年12月25日 2024年01月01日 10 16 6 32 2 34

2023年07月24日 2024年03月15日 2023年10月02日 2023年10月06日 2023年12月25日 2024年01月01日 10 11 11 32 2 34

2023年08月21日 2024年04月12日 2023年12月25日 2024年01月01日 2024年02月19日 2024年02月23日 18 7 7 32 2 34

2023年09月18日 2024年05月10日 2023年12月25日 2024年01月01日 2024年04月08日 2024年04月12日 14 14 4 32 2 34

1学期 （約10週間）

1学期 （約10週間）

• 8ヵ月プランでは、授業合計32週間、
滞在合計34週間となります。
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中･長期留学プラン 中・長期留学プラン-コーススケジュール

ACADEMIC SEMESTER/INTENSIVE ACADEMIC SEMESTER

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

アカデミック セメスター 中期5ヶ月プラン（2学期制）

コース期間 休暇 1学期
授業週

2学期
授業週

授業週
合計

休暇週
合計

滞在週
合計開始日 終了日 開始日 終了日

2023年01月09日 2023年06月02日 2023年03月6日 2023年03月10日 8 12 20 1 21

2023年02月13日 2023年07月07日 2023年04月24日 2021年04月28日 10 10 20 1 21

2023年03月20日 2023年08月11日 2023年06月05日 2023年06月09日 11 9 20 1 21

2023年04月10日 2023年09月01日 2023年06月05日 2023年06月09日 8 12 20 1 21

2023年05月15日 2023年10月06日 2023年07月24日 2023年07月28日 10 10 20 1 21

2023年06月19日 2023年11月10日 2023年08月28日 2023年09月01日 10 10 20 1 21

2023年07月24日 2023年12月15日 2023年10月02日 2023年10月06日 10 10 20 1 21

2023年08月21日 2024年01月19日
2023年10月30日 2023年11月03日

10 10
(7+3) 20 2 22

2023年12月25日 2024年01月01日

2023年09月18日 2024年02月09日 2023年12月25日 2024年01月01日 14 6 20 1 21

2023年10月23日 2024年03月15日 2023年12月25日 2024年01月01日 9 11 20 1 21

アカデミック セメスター 中期6ヶ月プラン（2学期制）

コース期間 休暇 1学期
授業週

2学期
授業週

授業週
合計

休暇週
合計

滞在週
合計開始日 終了日 開始日 終了日

2023年01月09日 2023年06月30日 2023年03月06日 2023年03月10日 8 16 24 1 25

2023年02月13日 2023年08月04日 2023年04月24日 2023年04月28日 10 14 24 1 25

2023年03月20日 2023年09月08日 2023年06月05日 2023年06月09日 11 13 24 1 25

2023年04月10日 2023年09月29日 2023年06月05日 2023年06月09日 8 16 24 1 25

2023年05月15日 2023年11月03日 2023年07月24日 2023年07月28日 10 14 24 1 25

2023年06月19日 2023年12月08日 2023年08月28日 2023年09月01日 10 14 24 1 25

2023年07月24日 2024年01月19日
2023年10月02日 2023年10月06日

10 14
(11+3) 24 2 26

2023年12月25日 2024年01月01日

2023年08月21日 2024年02月16日
2023年10月30日 2023年11月03日

10 14
(7+7) 24 2 26

2023年12月25日 2024年01月01日

2023年09月18日 2024年03月08日 2023年12月25日 2024年01月01日 14 10 24 1 25

2023年10月23日 2024年04月12日 2023年12月25日 2024年01月01日 9 15 24 1 25

†レベルアップ保証には諸条件が適用されま
す（P4参照）

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

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

GU
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休暇
（1週間） 2学期 （約10週間）

2学期 （約10週間） 3学期 （約10週間）
休暇

（1週間）
休暇

（1週間）

☑ 中・長期留学プラン夏季追加授業料免除
☑ コースや学校の変更・転校が可能

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

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

カプラン中・長期プランのメリット :

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

総合英語 : 基本４技能

選択科目オプション:
• 語彙＆文法
• リスニング＆スピーキング

総合英語 : 基本４技能

選択科目オプション:
• 語彙＆文法
• リスニング＆スピーキング
• Real English
• ビジネス選択英語
• IELTS選択

総合英語 : 基本４技能

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

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

総合英語 : 基本４技能

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

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

初級～中級(下) 
A1-A2レベル

中級　
B1レベル

中級(上) 
B2レベル

上級～特級 
C1-C2レベル

英語力向上進度に合わせて増える選択オプション :

• 5ヵ月プランでは、授業合計20週間
滞在合計21週間となります。

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

   浅香豪（学生） 
アメリカ、LAウェストウッド校留学
英語レベル：初級→上級 

ほぼ準備なしで渡米したので、最初の2ヶ月程は本当に苦労しまし
た。当初はBe動詞もわからず、英語力は初級。それでも留学後半
は英語力も上級レベルになり、アメリカの現地企業を調査するカリ
キュラムに参加出来るほどになりました。留学の準備をしておいて
損することはないと思いますが、それ以上に『何事にもトライし諦

めない気持ち』を持つことが大事だと思います。

全くのビギナーから、ビジネスプロジェクトに参加で
きるトップレベルに！

   三浦志穂（学生） 
イギリス・ケンブリッジ校留学 
英語レベル：中級（下）→上級 

リスニング・スピーキング力が弱いと自覚していたので、大学を休
学して長期留学しました。留学当初は、ヨーロッパの学生の発話力
に圧倒されてばかりでしたが、次第に授業のコツも掴み、客観的に
自身の英語力を分析するようにしました。結果、卒業時には自然と
英語でコミュニケーションがとれるまでに成長することができまし
た。帰国後は希望する仕事に就き、海外出張のチャンスも掴むな

ど、日々活躍の場が広がっていると実感しています。

大学休学留学で、ビジネスで通用するコミュニケーシ
ョン力を徹底的に磨く



サンタバーバラ、シアトル、LA、サンフランシスコバーク
レー、ボストンの5都市で、英語を学びながらカレッジ単
位を取得します。今後のキャリアのために、ビジネスシー
ンで通用する高度な英語力を獲得し、さらに現地カレッジ
でも学びたいという意欲のある方に最適なプランです。科
目の選択や手続き等、UPSスタッフが現地でお手伝いしま
す。

KAPLAN 英語研修 + UPSサービス

A2（中級下） B1（中級） B2（中級上） C1（上級）

UPSサービス　 
願書申請 
カレッジ開始約1ヶ月前までにB2終了

カレッジ単位取得

カレッジ単位取得開始
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カプラン提携コミュニティーカレッジ
• Bellevue College
• Highline College
• Seattle Central College

カプラン提携コミュニティーカレッジ
• De Anza College
• Santa Barbara City College
• Santa Monica College

カプラン校（英語研修）
• シアトル

カプラン校（英語研修）
• LA ウェストウッド
• サンフランシスコ・バークレー
• サンタバーバラ

カプランでは250校以上もの大学と提携を結び、皆様を進学へと導くサポート体制が整っています。
海外大学のAssociate's degree（准学士号）、Bachelor's degree（学士号）、Master's degree (修士
号）取得に向けて、学校選びから出願までの海外の大学進学に必要なプロセスを、個別に指導します。 

カプラン提携大学進学サポート
UNIVERSITY PLACEMENT SERVICE（UPS）

UPSを利用した大学進学までの流れ

STEP 3
ビザ取得後
希望留学先に渡航

STEP 4 
 カプラン英語研修＆ UPS

アカデミックサポート：
• 英語レベル・進度チェック
• 定期的なテスト受験＆モニタリングなど
 出願申請サポート：
• 希望大学・コース選定、 大学見学手配
• 出願書類の案内・添削、出願手続きなど

希望大学への願書提出完了 !

STEP 5
大学からの合格通知

STEP 6
希望大学進学 - 卒業

アメリカ大学進学への道

大学休学留学・休職留学 IN USA

こんな人におすすめ!
• 日本の大学在籍のまま、１年未満の休学留学を考えている
• 海外大学進学を見据え、英語力を上げながら大学授業に挑戦したい
• 英語だけでなく、キャリアアップにつながる勉強もしたい
• 高校卒業後、日本の大学に進学する前に海外経験を養いたい

• 中級（上）以上の英語力があるので、半年留学で英語のブラッシュアップ
をしながら、海外大学の単位を取得したい

UPSサポート内容:

•  無料英語力診断テスト
•  プログラムや大学の選択に関する個々に

合わせたアドバイス
•  出願に必要なプロセス全体をトータルサ

ポート
• 条件付入学許可書発行

•  必要アカデミックスキル、英語力のサポ
ートとモニタリング

•  カプランで到達した英語レベルが入学条
件に*
*提携大学によっては、TOEFLまたは 

     IELTSの公式スコアが必要になります

日本にいながら自分に合う大学やコースを探し出し、現地4年生大学に直接出願するには、多大の時間
と労力を要します。また、入学条件を満たす英語力やGPAスコア（学業成績平均点） に不安のある方
がほとんどでしょう。
必要な英語力を身につけながら現地で情報を収集し、最終的な志望大学の学位取得を着実にすすめて
いきたい方に、カプランの提携コミュニティーカレッジを通した進学の道をおすすめします。カプラ
ン終了時英語レベルで提携カレッジに進学し、准学士過程2年間で4年制大学の一般教養課程相当の単
位を取得後、最終的に4年制大学の3年次に編入します。下記、カプランの中級（上）または上級レベ
ル*を修了した多くの学生が歩む進学パターンの一例です。

カプラン学生の進学PATH（例．カリフォルニア州）:

カプラン学生の進学PATH（例．ワシントン州）:

3年次編入先 / 最終卒業大学
• University of Washington
• Washington State University
• University of Oregon
• Oregon State University
• Arizona State University など

3年次編入先 / 最終卒業大学
• University of California, Berkeley
• University of California, Los Angeles
• University of California, Santa

Barbara
• University of California, San Diego
• University of California, Irvine
• University of California, Davis
• University of California, Riverside
• University of California, Santa Cruz
• University of California, Merced
• California State University
• University of Southern California など

*提携コミュニティカレッジにより、英語レベル条件が異なります。 入学条件詳細、その他の提携先リストについては、最寄のカプラン代理店までお問い合わせください。

STEP 1
テスト受験

STEP 2
テストの結果にもとづき、 
必要英語研修期間決定
滞在先・空港送迎手配など 

カプランへの申込手続き完了 !

カプランのサンフランシスコ・バークレーで英語力を上げ、UPSを利用してDeAnza 
Collegeに進学し、その後UCLAの社会学コースに編入しました。学校だけでなく、ホ
ームステイ先で生活に馴染みながら着実に英語力を伸ばしたことが、その後の大学生
活の基盤となりました。 – Cho, Whoohyung、UCLA卒業



学校の週別アクティビティの
掲示板

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

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

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

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

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

イギリス、ロンドン校

アイルランド、ダブリン校 イギリス、オックスフォード校

アメリカ、LAウェストウッド校

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

カナダ、トロント校

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

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

現地の生活を知る家庭にホームステイ

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

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

国際色豊かなコミュニティで友だちを作る

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

ソーシャルプログラム

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

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

効に過ごすことをおススメします。

アクティビティ参加が
英語学習のモチベーションに
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サマーキャンプ（英語）
イギリス ドイツ スイス

• ロンドン・
ゴールドスミス大学
(13-17歳、7月2日-8月12日)
• ブライトン・
ローディンスクール
(10-17歳、7月2日-8月12日)
•バース
(12-17歳、6月11日-8月12日)
•トーキー
(12-17歳、6月11日-8月12日)

• ベルリン-ヴェルリン
(10-17歳 7月2日-8月12日)

• レザン
(8-14歳 6月25日-8月12日)

• エンゲルブルク
(10-17歳 7月2日-8月5日)

サマーキャンプ: 団体または個人
夏休みを利用したジュニア留学（英語） 
8～17歳までの学生を対象にしたサマーキャンプは、イギリス、アメリカ、カナダ、ドイツ、フランス、スイスで、
充実したカリキュラムを提供しています。

サマーキャンプでは、授業・滞在のパッケージの中に、ジュニア向けのアクティビティや小旅行が含まれていま
す。滞在期間中は、言語レッスンに加えて、日々企画されるアクティビティや旅行などに参加したり、新しくでき
た友達とショッピングや観光などをする自由時間やリラックスしてキャンプでの生活を楽しむこととができます。

カプランでは、英語のみならず、フランス語とドイツ語コースも提供していま
す。スイスを拠点に、20年の実績を誇るアルパディア ランゲージ スクールが
運営しています。

まったくのビギナーから、アカデミックやビジネスで使うレベルまで、幅広い
コースタイプと集中度合いに合わせた授業オプションが用意されています。
あなたが求める言語目標に見合うコースが必ずみつかるはずです。

アルパディアで 
フランス語＆ドイツ語留学

スタンダード20 (STANDARD 20) 
週 20 レッスン
レベル 初級～上級
期間 1～48週間
レッスン 週20レッスン
開始日 毎週月曜日
基本的な言語スキルを上達させるのと同時に勉強以外の時間
をしっかり確保できるコース。午前授業＆午後アクティビテ
ィ参加。

インテンシブ25 (INTENSIVE 25)
週25 レッスン
レベル 初級～上級
期間 1～48週間
レッスン 週25レッスン 

スタンダード20 + 5 スピーキングレッスン 
開始日 毎週月曜日
スタンダード20のレッスンに、スピーキングスキルに注力し
たレッスンが週5回追加。

プレミアム30 (PREMIUM 30)
週30 レッスン
レベル 初級～上級
期間 1～48週間
レッスン 週30週 

インテンシブ25 + 5 ライティングレッスン
開始日 毎週月曜日
短期間で飛躍的な上達を目指している方におすすめのコー
ス。インテンシブ25のレッスンに、8人の少人数グループに
分かれて行われるライティングスキルレッスンが追加。

プライベートとオンラインレッスン
レッスン数と期間は、自由にカスタマイズできます
レベル 初級～上級
期間 カスタマイズ可能
レッスン 目標に併せてレッスン時間を調整
開始日 *7月と8月を除く* 

個人の目標に合わせてオーダーメイドできるオプション。個
々の要望に対応し、文化やビジネス、ファイナンス、ヘルス
ケアなど様々な分野でも活用できるようなレッスンを提供。
対面レッスンの他に、オンラインレッスンの受講も可能。

コンビ5 & コンビ10 (COMBI 5 & 10)
週25 もしくは 30 レッスン
レベル Combi 5 初級～上級

Combi 10 初級～上級
期間 1～48週間
レッスン 週25 または 30レッスン 

スタンダード20 + 5または10プライベートレッスン
開始日 毎週月曜日
スタンダード20に含まれる少人数制のグループレッスンとプ
ライベートレッスンをあわせたコース。ビジネスやエンジニ
アリング、ファイナンス、ガストロノミー、ツーリズムにジ
ャーナリズムなど様々分野において直面する言語での挑戦に
備えて、オーダーメイドのアクティビティを用意。

試験対策30 (EXAM PREP 30)
週30 レッスン
レベル 中級～上級 （B1～C1） 
期間 4週間
レッスン 週30レッスン 

スタンダード20 + 10試験対策レッスン（定員
最大8人）

開始日 試験日による
集中的に試験対策したい方におすすめのコースです。スタン
ダード20のレッスンに試験対策のレッスンが1日2レッスン追
加され、選択した言語試験への対策ができます。クラスの定
員は最大8人での少人数制を採用しています。 

ドイツ大学進学準備
週20, 25もしくは30 レッスン
レベル 
期間 

初級～中級（上）（ A1～C1） 
16～44週間

Program  University 20: U20 / University 25: U25 /  
University 30: U30 
A1 > C1 44 週間 
A2 > C1  36 週間 
B1 > C1  28 週間 
B2 > C1  16 週間 

開始日 試験日による
スタンダード、インテンシブ、プレミアムをある一定期間受
講した後、言語試験に備えて、4週間の試験対策コースを受講
するコースです。本コースはドイツの教育機関にて学業を成
し遂げたい方に向けたコースです。言語レベルに併せてスタ
ディプランを選び、高等教育に向けて第2言語にてC1レベル
を習得を目指します。

フランス

ドイツ

スイス
リヨン モントルー

ベルリン

フライブルク

ドイツ大学進学コース
ドイツでの大学進学準備コースは、経済が発展
し多文化が共存する国で、アカデミックスキル
を身につけながら現地の大学に進学を希望して
いる方に最適なプログラムです。

学科で必要な知識、高等教育で通用するドイツ
語を習得しながら、海外留学生活にスムーズに
なじめるよう、様々なサポートをしています。

おすすめポイント！
• 学費が安く、卒業後の18ヵ月の就労が可能

• 大学就学中の学生を対象とした就労が可能

• グローバルなネットワークを構築し、将来のキャリ
アを拓く

• 学位、修士、博士課程での幅広い学科の選択がある



 アメリカにあるカプラ
ン インターナショナル
は、ACCET（Accrediting 
Council for Continuing 
Education and Training） 
の認定を受けています。

ニューヨーク 
 New York State Education   
Departmentより認可を受け 
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。

カナダにあるカプラ
ン インターナショ
ナルは、Languages 
Canadaのメンバーであ
り、International Student 
Program（ISP）の指定を受 
けています。
カプラン インターナショナ
ル バンクーバーは、PTIB
より指定証明を取得してお
り、またBC EQA(Education 
Quality Assurance) の認可 
のもと運営されています。

このパンフレットに掲載さ
れているイギリスのカプ
ラン インターナショナル
は、British Council の認可 
を受けています。
このパンフレットに掲載さ
れているイギリスのカプ
ラン インターナショナル
は、English UKのメンバー 
校です。

カプラン インターナショナ
ルダブリンは、MEIのメンバ 
ーであり、アイルランドにお
ける英語教育機関（ELT）の
質と資格を審査するACELS 
による認可を受けています。

認定機関およびメンバーシップ

アメリカ

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
ーダーとして認知されて
います 
すべ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
したがって、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

アルパディアの 
フランス語とドイツ語コース

カプランの英語コース

K A P L A N I N T E R N AT I O N A L . C O M / J P

カナダ イギリス アイルランド
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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
recognised symbol of reward around the world. The
gold star is central to the Eaquals brand and you will
see it used in isolation within Eaquals publications.

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.

The strapline - Excellence in Language Education - is
retained from the previous logo and its sentiment is
enhanced by the single gold star.
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