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LANGUAGE SCHOOL
英語を身につけることで、自由に
散策し、働き、友だちをつくるこ
とができる自分の姿を想像をして
みてください。
現在英語は、世界の25%もの人々に
より話されています。英語はもはやネ
イティブスピーカーだけとは限りませ
ん。英語はみんなのものであり、英語
を通して世界中の人々がつながり、ア
イディアを交換しています。単なる言
語という枠を超えて、英語はあらゆる
場所でチャンスを切り開くカギとなる
のです。
カプランでは、英語圏に留学すること
が英語を学ぶ最善の方法だと考えてい
ます。学生のみなさんは、質の高い授
業を受け、最新のテクノロジーを活用

した学習システムを利用できるほか、
滞在先の魅力を発見することもできま
す。カプランでは、英語圏の主要6ヶ
国にセンターを開校しています。エネ
ルギーに満ちあふれドラマチックなニ
ューヨーク、壮麗で魅力がいっぱいの
ロンドン、金色に輝くビーチが印象的
なオーストラリアなど、さまざまな特
徴があるロケーションにセンターを構
えています。世界中から集まった新し
い友だちと、日々生きた英語に触れる
ことで、自分の想像より早く英語力が
つくことがわかります。
英語力が仕事にどのように役立つかに
ついてはすでにご存じかもしれません
が、留学して英語を学ぶことで、さら
に大きな価値を得ることができます。
自信と主体性が身につくほか、他の国
や文化に対する理解を深めることが
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質の高い英語教育を提供する
カプランのセンター

英語力を伸ばす

英語圏の主要6ヶ国にセンターを展開するカプランは、数ある語学学校の中でも世界的に知名度の高い
学校です。カプランは、英語検定試験に備える方、短期留学の方、1年間集中的に学びたい方のため、
そして皆さまの夢の実現と、皆さまの可能性を最大に引き出すための努力をしています。

カプランは、少人数クラス制度、高度なテク
ノロジーを活用した学習システム、そして質
の高い教師など、生徒が短期間でも英語を習
得できるよう工夫されています。センターに
は、多様な背景を持つ、エネルギッシュで経
験豊かな教師陣が揃っています。教師は、留
学生の気持ちをよく理解し、生徒が可能性を
最大限発揮できるよう全力でサポートしま
す。センターは歴史的な建物や近代的な高層
ビル、活気あふれる大学のキャンパス内など
にあり、生徒は電子黒板とカプラン独自の学
習メソッド「K+」に基づき学習しています。

英語で
チャンスをつかむ

英語力があるといろいろな面でチャンスを感じられるでしょう。たとえば
海外勤務や留学のチャンスをつかんだり、キャリアアップの機会を得たり、
世界中を自由に旅行して友だちを作ったりすることができます。

カプランの協力体制：
海外大学出願サポート（UPS）

ご存じでしたか？

カプランでは250校を超える大学・カレッジとの提携とそのネットワーク
をもとに、コース修了後も英語圏で学位プログラムや職業訓練を受けられ
るサービスを提供しています。

• 世界各国の採用担当者によると、求職者のうち高レベルの英語力がある
人は、それ以外の人よりも30-50％高い給与を得ています1

大学や専攻分野を選ぶサポートから、願書書類の準備までお手伝いします。
その他、英語の授業と合わせて大学進学に向けた指導を行います。学力の
入学要件をすべて満たしている場合、UPS を選択した学生には条件付き入
学許可が与えられ、入学が保証されます。海外大学出願サポートは、カプ
ランの英語コースを受講する前、または受講中にお申し込みいただけます。
長期留学コースを受講する学生は、無料でサービスを受けることができま
す。

• 国際企業に勤める役員の70％近くが、従業員に対して英語の習得を求め
ると回答しています2
• 世界の上位10大学のうち9校がイギリスまたはアメリカを拠点とし、英
語で授業が行われています3
カプランで専門的な指導を受けることで、英語力を向上させることができ
るのです。そこで身につけた英語力はあなたの将来の夢をきっと叶えてく
れるでしょう。

真の英語環境こそ
英語習得の最短コース

英語環境に身を置くことが習得の近道
です。カプランでは、質の高い授業を提
供し、生徒が一日中英語に浸かる環境を
作ることで、生きた英語を実践的に身に
つけることができます。

約束された
成功への道

カプランでは、2週間から最長1年間ま
で、英語環境に身を置いて学ぶことがで
きます。ご自身のニーズに合わせたプロ
グラムのアレンジも可能です。コース修
了者には修了証書が発行されます。この
修了証書は、世界のいくつかの大学にお
いて英語力の証明として認められてい
ます。カプランでは、公式に認定された
さ ま ざ ま な 英 語 検 定 試 験（TOEFL®、
IELTS、ケンブリッジ英検、GMAT® な
ど）に合わせた授業と、試験対策のため
の語学力サポートも惜しみません。

カプランが昨年迎えた学生の出身国は、
150ヶ国に上ります。カプランの様々な
課外活動に参加すると、母国語に頼ろう
とする気持ちは起きにくくなります。魅
力的な英語圏の都市に滞在し、フレンド
リーで国際色豊かなコミュニティの一
員として暮らしているうちに、驚くほど
早く英語が身につきます。

また、ジュニア向けの特別プログラムも
ご用意しています。

Cambridge English および QS、
『English at Work: global analysis of language skills
in the workplace（仕事における英語：職場での言語ス
キルに関する世界規模の分析）』、2016年
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エコノミスト・インテリジェンス・ユニット
（Economist Intelligence Unit）、
『Competing across borders（国 境 を 越 え た 競 争）』、
2012年
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タイムズ・ハイヤー・エデュケーション
（Times Higher Education）、
『World University Rankings 2018（世界大学ランキン
グ2018）』、2018年
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詳しい情報はこちら：kaplan.to/jp
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80

年の
優れた教育提供の実績

英語圏最大の
センター
ネットワーク

150

毎年

97%

人の留学生が
カ国から参加

の受講生が推奨

カプランの強み

カプランは80年にわたり、皆さまの可能性を最大限に引き出すお手伝いをしてきました。
我々は語学教育には、人とのつながりを作り、新たなチャンスを生み出し、人生をより豊かなも
のにする力があると信じています。
わたしたちカプランは、皆さまの将来の夢を実現するお手伝いをします。

証明された実績

創業者のStanley Kaplanは、1938年、ニューヨークにある両親の家の地下室で、
受験生に大学入試に向けた指導をするビジネスを始めました。このささやかな出
発点から、カプラン社（Kaplan, Inc.）は、教育・研修を提供する世界の大手企業
へと成長しました。現在のカプランが提供する試験準備プログラム、留学プログ
ラム、専門研修プログラム、企業向け研修プログラムは、すべてStanley Kaplan
が築き上げた質の高い教育と志を引き継いでいるのです。

安心のサポート

豊富な課外活動

私たちは、あらゆる側面から皆さんをサポートしま
す。コース開始前に、レッスン、生活費、保険など、
必要な情報をお伝えします。希望される方には、信頼
できるパートナーによる空港送迎サービスを手配し、
滞在先に直接お連れします。現場では専任のスタッフ
が学生の安全面と生活面をサポートします。また学
生、保護者、エージェントの皆様に24時間対応の緊急
ヘルプラインを提供しています。

自然がいっぱいの島々をカヤックで巡り、コアラと触れ
合い、ローカルフードの作り方を英語で学ぶことを想像
してみてください。それらの人生を豊かにする体験を通
して、英語力が確かなものとなります。カプランが提供
するアクティビティと小旅行は、単なる楽しみのためだ
けではありません。英語を習得するために不可欠な要素
です。滞在先での素晴らしい体験を通じ、その国の文化
をより知ることで、英語学習へのやる気を自然と高める
ことができます。ストーンヘンジを訪れたり、ゴールデ
ンゲートブリッジをサイクリングしたり、オンタリオの
山麓をスキーですべったり！英語で話す機会がたっぷ
りあるはずです。

最高のロケーション

快適な滞在先

私たちは、毎年世界中の100万人を超える学生の夢の達成のため、それぞれの可
能性を最大限発揮するお手伝いをしています。

人生を変えるスキルを身につけること、一生の思い出に
なる旅行をすることのどちらか1つだけを選ぶ必要はあ
りません。カプランでは、魅力的な大都会、歴史を誇る
学園都市、穏やかで美しいビーチの近くにセンターを構
えています。アメリカ、カナダ、イギリス、アイルラン
ド、オーストラリア、ニュージーランドの6ヶ国で人気
のあるロケーションを選んでいます。その土地ならでは
の楽しみを見つけながら、英語を学ぶことができるでし
ょう。たとえばニューヨークでは、エンパイアステート
ビルの63階にあるセンターからの素晴らしい眺望を堪
能しながらの留学、またはソーホーのおしゃれなエリア
の一角にあるセンターでの留学という、2つのオプショ
ンを用意しています。
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詳しい情報はこちら：kaplan.to/jp

英語で観光し、英語が短期間で上達することは心躍る体
験ですが、その一方でゆっくりくつろげる場所があるこ
とも大切です。カプランでは、ハイクオリティーな学生
寮と、入念な審査を経て選ばれた現地ファミリーとの快
適なホームステイをご用意しています。学生の利便性を
重視して慎重に選ばれた学生寮の多くには、専用のバス
ルームやキッチンがついているほか、建物内に無料で利
用できるジムもあります。自分だけの生活空間を持ちな
がら、他の学生たちと交流を楽しむことができます。
また、ホームステイでは、実際の家庭の温かさを味わう
中でより自然な英語を身につけるチャンスにも恵まれ
るはずです。

7

独自の教育メソッド

K+のご紹介

カプランでは、優れた指導に裏打ちされた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。滞在先で素晴らしい体験を満喫しながら、教室で学んだことを日々実践
することで、新しい語彙も自然と身についていることに気づくでしょう。

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 Club）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CEFR（Common European Framework of Reference）のレベルに沿っています。

熱心な教師陣

カプランには、英語の指導に関す
る知識と、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
教師が揃っています。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。少人数
制のクラスのため、生徒１人１人
を把握し、効果的な学習プランを
立てるお手伝いをします。

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。5冊のテ
キストをすべて完了すると、次の
レベルに進むことができます。

360°ラーニング

カプランでは、教材を定期的に改訂
することで、常に新鮮な時事情報を
元にした授業を提供しています。こ
のため教室でのアクティビティが、
ニュースや最新の映画を中心に展
開されます。電子黒板やオンライン
学習を導入することで、学習プロセ
スがわかりやすくなるため、教室で
の学習と自主学習がスムーズに連
動されます。テキストやレッスン計
画と密接に統合されたカプラン独
自のオンライン学習のパッケージ
を活用すれば、時間と場所を問わず
いつでも英語力を身につけること
ができます。

教師主導で行われる K+Learning
Club 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 Club には、リーディ
ング、ディベート、会話、生活ス
キルクラブなどがあります。

K+Course Booksと連動し、オン
ラインで自分の成績を確認した

最新設備

すべてのセンターに最新の電子黒
板が導入されているため、カプラ
ン独自開発教材「K+」の総合的な
カリキュラムを実践的に活用でき
ます。マルチメディアラボは、単
にメールをチェックするだけの場
所ではありません。オンライン学
習教材を活用して、クラスで学ん
だことをさらに理解を深めること
ができます。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。

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、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。

先生方の熱意の強さにはとても驚きました。
今までにこれほど熱意のある教師に会ったこ
とはありません。先生はみな面倒見がよく、
熱心で、私たち生徒の質問や疑問にいつも時
間をかけて答えてくれました。
Sina Dommann、

スイス、トーキー校

8

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先生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

詳しい情報はこちら：kaplan.to/jp

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。
9

オンライン適応型
レベル測定テスト「KITE」
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。

リスニング
テストの採点方法

リーディング

文法

KITE では高度なソフトウェアエンジンを使用して、セクション
ごとに生徒の強みと弱点を診断します。

スピーキング

ライティング

テストの採点方法

KITE テストのスピーキングおよびライティングセ
クションについては、訓練を受けた専門家がCEFR
のレベルに沿った採点基準を使用して採点します。

カプランのレベルアップ保証
内容に自信のある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、およびカナダの特定の英語コ
ースでは、生徒の皆さんの英語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、4週間のレッスンが無料で追加されます。

A NTE

P

RO

SS

GU

語学学校の質は様々です。何らか
の形でレベルアップを保証する学
校はほかにもありますが、カプラ
ンでは、レベルごとに具体的な達
成内容を定めています。ただ単に
知っている単語数が少し増えた
り、ちょっと自信がついたりする
と言うだけではありません。目に
見える形の、意味のある英語力ア
ップを保証します。カプランで10
週間学ぶことで、最低でも１レベ
ルアップした英語力がつくことで
しょう。

AR

ED

優れたステップアップシステム

GRE

Editable text version

A4 Page size

Outlined text version with solid white centre

Outlined text version with white centre knocked out

成功する学習計画

カプランの英語レベルは、カプランが提供する英語コースに合わせて設
定されているだけではありません。6つのレベルはそれぞれ、国際標準規
格 CEFR の学習基準に沿っています。このため、あなたの英語力が評価
される場合、自分の成績が何を意味し、上達することにどれくらいの価値
があるかを的確に知ることができます。

諸条件が適用されます。アドバイザーにお問い合わ
せいただくか、kaplan.to/jp-gpをご参照ください
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10週間ごとに１レベルしか進めないのでしょうか。もちろんそんなこと
はありません。多くの生徒が、より速いペースでレベルアップしていま
す。カプランの提供する学習プログラムであれば、有意義な結果を出せる
ことは間違いありません。
詳しい情報はこちら：kaplan.to/jp
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10週間

学習期間と上達の目安

集中コースは10週間ごとに1レベル進むように設計されています

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。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週ご
とにレベルテストを行って、上達の度合いを測定します。
カプランの6つのレベルは、国際標準規格CEFR（Common European Framework
of Reference）のレベルに従い設定しています。

0
週間

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
• 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
•K
 ITE Main Suite 225274
12

10
週間

中級（下）
LOWER INTERMEDIATE
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
KET
•K
 ITE Main Suite 275–349

20
週間

中級
INTERMEDIATE
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 PET
•K
 ITE Main Suite 350424

詳しい情報はこちら：kaplan.to/jp

30
週間

中級（上）
中級（上）／
HIGHER INTERMEDIATE
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 FCE

40
週間

上級
上級／ADVANCED
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
• 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
CAE
•K
 ITE Main Suite 500-534

50
週間

特級
PROFICIENCY
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
• CEFR C2
• TOEFL® 92+
• IELTS 7.5+
• ケンブリッジ英検 200+
CPE
•K
 ITE Main Suite 535+

•K
 ITE Main Suite 425499
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LUKE WATSON

学校スタッフの
ご紹介

ソーシャルプログラム
マネージャー／リバプール校

「すべての学生が最大限に実りある体験をできるよう
にすること、そして新しい環境に慣れるようサポート
すること、
それが私の仕事です。バレンタインデーにキ
ューピットの衣装を着るときも、パンケーキデーにパ
ンケーキをひっくり返すときも、みんながカプランで
最高の時を過ごせるよう心掛けています。」

教室で短期間に英語力をアップしたり、教室外で充実
した活動を楽しんだり、居心地の良いホームステイや
学生寮でオフタイムをゆっくり過ごすなど、留学中は
どの時間も大切です。カプランの教師、センターディ
レクター、ソーシャルプログラムマネージャー、そし
て滞在先アドバイザーは、あなたの留学をできる限り
有意義で思い出深いものにするために力を尽くしま
す。

CHRIS KOUTSOVITIS
センターディレクター／
ニューヨーク校

「学生には、カプランでの初日
に、
皆さん１人１人の進学やキ
ャリアの目標を達成できるよ
うお手伝いをすることが私た
ちの使命なのだと伝えていま
す。」

カプランの学生の生活をサポートする学校スタッフを
何人かご紹介します。

LISA HOLSWORTH

センターディレクター／
サンフランシスコベイエリア

「毎日、1日中英語にどっ
ぷりと浸かった環境に
いると、驚くほど英語が
上達します。これに匹敵
する学習環境はほかに
ありません。」

GIULIANA SILVEIRA
校長／オークランド校

「私は毎週月曜日にオリエンテー
ションで新しい学生の皆さんを迎
え、何か必要があれば私に相談で
きるよう、自己紹介をしています。
この仕事での最も大きなやりがい
は、皆さんが英語レベルの向上の
みならず、自信を付けている姿を
目の当たりにできることです。」

LAUREN RIVAS
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「皆さんにとって、私たちは第2のわ
が家になれるよう心がけています。
みなさんをいつでもサポートしま
す。学生１人１人の名前を覚えて、
カプランのコースを修了した後、ど
のカレッジに通学したか、進学先や
帰国後のキャリアの目標についても
把握できるように努力しています。
」

ADAM CLARK

学生サービスマネージャー／トロント校

「私はすべてのアクティビティとツアーを担当してい
ます。校外の社会環境の中で学生と一緒に時間を過ご
しながら、楽しい体験をし、友だちを作ることが、英
語の練習とスキルの向上へとつながります。
」

ANNA ROBINSON

ROSA PARK

教師／マイアミ校

「皆さんが新しい環境
に慣れ、ネイティブス
ピーカーと交流する
きっかけを作るお手
伝いをします。カプラ
ンのカリキュラムは
効率的で生徒の興味
を引きつけるととも
に、英語力を大きく伸
ばす構成になってい
ます。皆さんには、カ
プランのプログラム
から得られるもの、つ
まり語学力と人間力
どちらも獲得して欲
しいと思います。」

JENNIE FITZGERALD

学生サービスコーディネーター／
ロサンゼルス校

校長／トーキー校

校長／シドニー校



DAVID JAY

大学出願サポートサービス（UPS）
アドバイザー／
ボストン ハーバードスクエア校

「英語圏で行きたい大学を見つける
という作業は、かなりの勇気がいる
かもしれません。しかし UPS アド
バイザーがそのガイド役になりま
す。UPS アドバイザーが質問に答
え、判断材料を提供し、具体的に何
をすべきなのかを教え、大学出願プ
ロセスをサポートします。」

「私たちは、世界中のさまざ
まな国から、多様な背景を
持つ学生を受け入れていま
す。カプランは、ほかの学
生との交流を通して異なる
文化に出会い、体験できる
巨大なネットワークなのだ
ということを常に皆さんに
伝えています。英語のスキ
ルを伸ばすだけでなく、世
界中の人と生涯続く友情を
結ぶことで、学生が成長す
る姿を見守っています。
」

詳しい情報はこちら：kaplan.to/jp

HOLLY ADAMS

教師／サンディエゴ校

「私はいろんな国を旅行し
て異なる文化や背景を持
つ人々と知り合うことが
好きなため、カプランのよ
うに国際色豊かな環境で
働くことは、まさに理想的
です。英語の指導にあたる
と同時に皆さんからも学
んでいます。
」

「この素晴らしいセンターに
皆さんをお迎えし、生徒１人
１人が目指す進学先やキャリ
アへとつながる努力をしなが
ら、英語のスキルを伸ばし、自
信をつけていく姿を見られる
ことを嬉しく思っています。
フレンドリーなイギリスのリ
ゾート地として有名な、カプ
ラントーキー校での留学は、
初めての海外留学でも安心で
す。トーキーはイギリス国内
だけでなく海外からの観光客
にも人気があります。周辺の
海岸、国立公園、穏やかな街
並みでの体験は、一生の思い
出になることでしょう。」
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学生のサクセスストーリー
英語を習得することで、すばらしい仕事や国際的なキャリア、世界を旅する機会、英語圏の
大学への進学の扉が開きます。このページでは、カプランで学んだ学生の皆さんがどのよう
に英語を使って生き方や未来を変えていったのかを紹介します。

ブラジル

DÉBORA GOMES

「私が英語を学ぼうと決めたのは、ニ
ューヨークで勉強するという経験を
したかったからです。この経験は本
当に忘れられないものとなりまし
た。現在はコネチカットで土木工学
のオンラインコースを受講していま
す。英語力は間違いなく私の役に立
っています！今では映画もテレビシ
リーズも字幕なしで理解できます
し、友だちを作るのも簡単で、いろ
いろな話題で話すことができます。」

目的に合った
コース選び
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、
カプランのスタッフがサポートします。

目標は何ですか？

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
ぞれの目的にピッタリ合ったプログラムを見つけ
られます。

フレックス英語コース

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２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。

カ プ ラ ン 留 学 体 験 を 動 画 で ご 覧 に な る 方 は、
こちら：KAPLAN.TO/GOFURTHER

長期留学コース

より流暢に英語を話し、実践的な語彙を増やしな
がら、海外で生活するという貴重な体験により総
合的に英語力をあげられます。

日本

DAIKI MURAKAMI

「最初は、生まれ育った国を離れることは不安だと思い
ます。でも今まで知らなかった文化に触れ、
様々な背景
を持つ人たちと知り合うのは、
かけがえのない経験にな
ります。カプランは僕の視野を広げてくれました。
」

試験対策コース
イタリア

CAMILLA BORRINI

アルゼンチン

CINTIA FIORE

「アルゼンチンからオーストラリアに到着後すぐに、カプラ
ンビジネスセンターのアドバイスにより、アカデミック英
語コースを10週間受講することにしました。中級レベルか
らスタートして、上級レベルで修了しました。カプランの
先生方には、英語のスキル向上だけでなく、仕事先を見つ
けてオーストラリアの文化になじむサポートもしていただ
き、大変お世話になりました。教室外で参加していた会話
クラブのことを懐かしく思い出します。このクラブに参加
したことで、新しい友だちを作ったりさまざまな文化につ
いて学んだりすることができました。また、Student of the
Month（今月の最優秀学生）に選ばれたことも、とても誇
らしく思います。カプランでは、そのまま修士コースに進
む自信をつけることができました。」
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「カプランの英語コースによ
って私の人生は本当に変わり
ました。カプランを修了して
１年、私は今チューリッヒに
住み、この分野では世界トッ
プクラスの米国企業で働いて
います！英語力が向上したお
かげで私は新しい国に移り、
キャリアを伸ばすことができ
たのです。そしてこれが一番
重要なことですが、出身国も
文化も異なる多くの人々と出
会うという機会を得られまし
た。これこそが『世界の言語』
を話す最大の醍醐味だと思い
ます。」

詳しい情報はこちら：kaplan.to/jp

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。

ビジネス英語コース

ビジネスシーンで実践的に使える英語力を身に
つけられます。

アカデミック英語コース

上級レベルの英語力を習得するとともに、英語圏
の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。

ジュニア向けプログラム

12～18歳の学生向けに、イギリス、アメリカ、カ
ナダの留学先で研修するサマープログラム。学生
のニーズにきめ細かく対応したグループ向けパ
ッケージも提供しています。
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フレックス英語コース

フレックス英語コース
半日英語（GENERAL ENGLISH）*

セミ集中英語（SEMI-INTENSIVE ENGLISH）*

集中英語（INTENSIVE ENGLISH）

こんな人におすすめ

こんな人におすすめ

こんな人におすすめ

• 根本的な英語スキルを伸ばしたい

• 自信を持って英語を話せるようになりたい

• 英語力を伸ばし流暢に話せるようになりたい

• 英語の勉強と旅行の両方を楽しみたい

• 英語の勉強とアクティビティにバランスよく取り組みたい

• アクティビティや小旅行で新しい英語スキルを試したい

• カプラン独自開発の K+ メソッドで学びたい

• カプラン独自の K+ メ ソッドで学びたい

• カプラン独自開発の K+ メソッドで学びたい

• カプランのオンライン学習教材（K+ Online 、K+ Online
Extra ）を利用したい

• カプランのオンライン学習教材（K+ Online 、K+ Online
Extra ）を利用したい
• 選択科目を利用して自分に合った学習がしたい
• 大学の入学許可に必要な英語レベルを満たしたい

一週間の授業構成

一週間の授業構成

一週間の授業構成

総合英語：20レッスン

総合英語：20レッスン

総合英語：20レッスン
15

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。
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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。

時間

15

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。

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.

K+ Online

K+ Online

上記レッスンに加えて
5

K+ Learning Club**

期間

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。

時間以上

25

K+ Online

授業内容と連動した学習教材を活用します。

K+ Learning Club

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。

5

25

時間以上

授業内容と連動した学習教材を活用します。

授業内容と連動した学習教材を活用します。

・

上記レッスンに加えて
・

上記レッスンに加えて

2～52週間 ( ロケーションによって異なります )**

コース開始日***

K+ Online Extra

K+ Online Extra

期間

期間

2 ～52週間 ( ロケーションによって異なります )

2～ 52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）

毎週月曜日（祝日の場合は火曜日となります）

自習のための追加学習教材K+ Online Extra を活用します。

自習のための追加学習教材K+ Online Extra を活用します。

毎週月曜日（祝日の場合は火曜日となります）
*ニュージーランド・オークランド校では「Vacation Englsih」と呼ばれています。
**半日英語コースの期間は各国のビザ条件により異なります。
***オーストラリアとニュージーランドでは、18歳未満の方はご利用いただけません。

*ニュージーランド・オークランド校では「General English」と呼ばれています。

コース内容について教えてください

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

レッスンの時間は？
45分です

月曜日

木曜日

金曜日

土曜日

日曜日

Lesson

Lesson

Lesson

Break

Break

Break

Lesson

Lesson

Lesson

オックスフ
ォード & ケン
ブリッジ日帰
り旅行

ウィンザー、
バース、
ストーンヘン
ジ日帰り旅行

13:30-16:30 ウェルカムウォーク マダムタッソー
ろう人形館見学

パブナイト・
グローブ座見学
ミュージカルナイト

テムズ川クルーズ

第2週目

月曜日

水曜日

金曜日

土曜日

日曜日

8:30-10:00

Lesson

Lesson

Lesson

Lesson

Lesson

パリ週末旅行

パリ週末旅行

10:00-10:20 Break

Break

Break

Break

Break

Lesson

火曜日

木曜日

10:20-11:50 Lesson

Lesson

Lesson

13:30-16:30 ハリーポッター
ウォーク

ボウリングナイト

ミュージカルナイト スカイガーデン見学

18

Lesson
ロンドン塔
バラマーケット

詳しい情報はこちら：kaplan.to/jp-flex

AR

クラスの平均人数は？
平均12名、最大15名です

A NTE

レベルアップ保証R

スタートレベルは？
初級から上級まであります（12ページ参照）

ED

水曜日

OGRE
このコースでは、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。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。

P

火曜日

オリエンテーション Lesson
& プレイスメントテ
10:00-10:20
Break
スト
10:20-11.50
Lesson

8:30-10:00

SS

第1週目

GU

ロンドンのセンターで、半日英語コース受講時のアクティビティ例です。
実際の時間・スケジュールはセンターごとに異なります。

Editable text version

Outlined text version with solid white centre

参加できる年齢は？
16歳から参加可能です
A4 Page size

場所はどこにありますか？
86ページをご覧ください

Outlined text version with white centre knocked out

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

中･長期留学プラン

コース内容について教えてください
レッスンの時間は？
45分です

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。

クラスの平均人数は？
平均で12名、最大15名です
スタートレベルは？
ビギナーから上級まであります（12ページ
参照）

中期５･６ヶ月留学プラン

長期8ヶ月留学プラン

こんな人におすすめ

こんな人におすすめ

一週間の授業構成
時間

15

2019年01月07日 2019年05月31日 2019年03月04日 2019年03月08日

20

1

21

2019年02月11日 2019年07月05日 2019年04月22日 2019年04月26日

20

1

2019年03月18日 2019年08月09日 2019年06月03日 2019年06月07日

20

1

2019年04月01日 2019年08月23日 2019年06月03日 2019年06月07日

20

2019年05月13日 2019年10月04日 2019年07月22日 2019年07月26日

20

2019年06月17日 2019年11月08日 2019年08月26日 2019年08月30日
2019年07月22日 2019年12月13日 2019年09月30日 2019年10月04日

教師主導でおこなわれる学習グループに参加します。

K+ Online Extra

自習のための追加学習教材K+ Online Extra を活用します。

K+ Online Extra

休暇

5

25

K+ Online

授業内容と連動した学習教材を活用します。

K+ Online Extra

自習のための追加学習教材K+ Online Extra を活用します。

コース期間

K+ Learning Club

自習のための追加学習教材K+ Online Extra を活用します。

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

学期末休暇①

学期末休暇②

授業

休暇

週

週

2019年01月07日 2019年06月28日 2019年03月04日 2019年03月08日

24

1

25

21

2019年02月11日 2019年08月02日 2019年04月22日 2019年04月26日

24

1

25

2019年04月01日

2019年11月22日

2019年06月03日

2019年06月07日

2019年08月26日

2019年08月30日

32

2

34

21

2019年03月18日 2019年09月06日 2019年06月03日 2019年06月07日

24

1

25

2019年06月17日

2020年02月14日

2019年08月26日

2019年08月30日

2019年12月23日

2020年01月03日

32

3

35

1

21

2019年04月01日 2019年09月20日 2019年06月03日 2019年06月07日

24

1

25

2019年07月22日

2020年03月20日

2019年09月30日

2019年10月04日

2019年12月23日

2020年01月03日

32

3

35

1

21

2019年05月13日 2019年11月01日 2019年07月22日 2019年07月26日

24

1

25

2019年08月19日

2020年04月17日

2019年12月23日

2020年01月03日

2020年02月17日

2020年02月21日

32

3

35

20

1

21

2019年06月17日 2019年12月06日 2019年08月26日 2019年08月30日

24

1

25

2019年09月16日

2020年05月15日

2019年12月23日

2020年01月03日

2020年03月02日

2020年03月06日

32

3

35

20

1

21

24

3

27

24

3

27

合計

23

2019年09月16日 2020年02月14日 2019年12月23日 2020年01月03日

20

2

22

2019年10月21日 2020年03月20日 2019年12月23日 2020年01月03日

20

2

22

終了日

2019年07月22日 2020年01月24日

2019年08月19日 2020年02月21日

開始日

終了日

2019年09月30日 2019年10月04日
2019年12月23日 2020年01月03日
2019年10月28日 2019年11月01日
2019年12月23日 2020年01月03日

開始日

終了日

開始日

終了日

開始日

終了日

2019年01月07日

2019年08月30日

2019年03月04日

2019年03月08日

2019年06月03日

2019年06月07日

レベルアップ保証

AR

2019年09月16日 2020年03月13日 2019年12月23日 2020年01月03日

24

2

26

2019年10月21日 2020年04月17日 2019年12月23日 2020年01月03日

24

2

26

詳しい情報はこちら：kaplan.to/jp-ays

授業週

休暇週

合計

32

2

34

A NTE

R

ED

3

開始日

合計

OGRE
このコースでは、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。
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。
P

20

20

授業内容と連動した学習教材を活用します。

上記レッスンに加えて

SS

週

2019年12月23日 2020年01月03日

授業内容と連動した学習教材を活用します。

K+ Online

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.

GU

休暇

週

2019年10月28日 2019年11月01日

K+ Online

アカデミック セメスター 中期6ヶ月コース（2学期制）
授業

終了日

25

21

時間以上

アカデミック セメスター 中期5ヶ月コース（2学期制）
休暇

5

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。

・

アカデミックセメスターには、ビザ条件に合わせて2つ
の期間があります。どちらのプログラムが適しているか
は、カプランの窓口にご相談ください。

25

上記レッスンに加えて

時間以上

自習のための追加学習教材K+ Online Extra を活用します。

5

教師主導でおこなわれる学習グループに参加します。

K+ Learning Club

総合英語：20レッスン

選択科目：８レッスン

K+ Learning Club*

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.

教師主導でおこなわれる学習グループに参加します。

K+ Online Extra

2019年08月19日 2020年01月24日

上記レッスンに加えて

・

授業内容と連動した学習教材を活用します。

開始日

21

15

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。

時間以上

時間以上

25

K+ Online

終了日

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。

一週間の授業構成

・

・

5

教師主導でおこなわれる学習グループに参加します。

開始日

総合英語：20レッスン

選択科目：８レッスン

K+ Learning Club*

コース期間

一週間の授業構成

集中アカデミック イヤー コース（長期8ヶ月留学プラン）
INTENSIVE ACADEMIC YEAR

時間

上記レッスンに加えて

アカデミック イヤー コース（長期８ヶ月留学プラン）
ACADEMIC YEAR

一週間の授業構成

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。

集中アカデミック セメスター コース（５・６ヶ月留学プラン）
INTENSIVE ACADEMIC SEMESTER

時間

総合英語：20レッスン

場所はどこにありますか？
86ページをご覧ください

長 期 8ヶ 月 留 学 プ ラ ン は、3 学 期 8ヶ 月 で 構 成 さ れ て い ま す。
英語環境に身を置き、より高いレベルの英語力を身につけます。

英語をより流暢に話し、短期滞在者の視点を超えた実際の生活も経験したい方には、長期留学プランの８ヶ月ま
たは５ヶ月・６ヶ月がおすすめです。英語環境に身を置くことで、英語で考え、時には英語で夢を見ることさえ
あるかもしれません！帰国する頃には、目指す進学先やキャリアにつながる英語力が身につき、自信を持ってコ
ミュニケーションできるようになっているでしょう。

アカデミック セメスター コース（５・６ヶ月留学プラン）
ACADEMIC SEMESTER

参加できる年齢は？
16歳から参加可能です

Editable text version

A4 Page size

Outlined text version with solid white centre

Outlined text version with white centre knocked out

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

試験対策コース

コース内容について教えてください

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皆さまのために、試験対策
コースを提供しています。試験対策の実績は80年に及び、キャリアにおける重要性を熟知した上
でコース設計をしています。修了時には、TOEFL®、IELTS、ケンブリッジ英検、GRE®、GMAT®
など英語力を証明する修了証書が発行されます。

レッスンの時間は？
45分です

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。

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？
86ページをご覧ください

TOEFL IBT® ＆アカデミック英語

GRE®/GMAT®

IELTS

ケンブリッジ英語検定

こんな人におすすめ

こんな人におすすめ

こんな人におすすめ

こんな人におすすめ

一週間の授業構成

一週間の授業構成

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

GRE®

IELTS インテンシブコース：
IELTS 試験対策：28 レッスン *

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® & アカデミック英語 – フルタイム

期間
4～16週間 *

5

25

21

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

スタートレベルは？
中級から上級まで（12ページ参照）

上記レッスンに加えて
5

25

期間
2～12週間（ロケーションによって異なります）

コース開始日

コース開始日

スタートレベルは？

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。

中級から上級まで（12ページ参照）

教科書とオンライン教材はコース料金に含まれていますが、試験料は含まれていません。
試験の名称はそれぞれの権利保有者に帰属する登録商標です。
*ハイスコア保証の資格を得るには、以下の条件を満たしている必要があります。

期間
2～24週間（ロケーションによって異なります）

• 100%の出席率
• 指定された締め切り日までに演習テストを完了している

コース開始日

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

詳細は8～9ページ参照

・ 時間
以上

TOEFL iBT ® スコア55または事前テストに合格

K+ 学習教材

21

時間

スタートレベルは？

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

IELTS サプリメンタリーコース：
総合英語：20レッスン

詳細は8～9ページ参照

12週間

ケンブリッジ英検対策：28レッスン *

上記レッスンに加えて

K+ 学習教材

期間

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。このコースは、世界のトップ企業や教育機関で
採用されているケンブリッジ英検の合格をサポートするも
のです。

または

・ 時間
以上

15

時間

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

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

21

時間

スタートレベルは？

一週間の授業構成
TOEFL iBT & アカデミック英語：20レッスン

22

時間

TOEFL IBT ＆アカデミック英語 - パートタイム
®

®

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

22

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。

時間

25

時間

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

・

ストラクチャースタディー：7セッション

26

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。

時間

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

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。

• 登録した試験コースを初めて受講する学生であること
• カプラン代理店で適用されるその他の条件

毎週月曜日（祝日の場合は火曜日となります）

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。詳しい情報は、
kaplan.do/cea の料金表をご参照ください。
*イギリスとアイルランドではケンブリッジ英検対策20レッスンと特別スキル授業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。
学校別のケンブリッジ英検対応レベルについては、カプラン代理店までお問い合わ
せください。

開始日はロケーションによって異なります
*イギリスとアイルランドではIELTS試験対策20レッスンと特別スキル授業8レッスン
になります。

教科書はコース料金に含まれています。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。

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。

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、最大12週間になります。

22

詳しい情報はこちら：kaplan.to/jp-examprep

23

アカデミック英語コース*

ビジネス英語コース
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。集中ビジネス英語コースでは、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英語を学ぶこともできます。

集中ビジネス英語（BUSINESS INTENSIVE）

一週間の授業構成

ビジネス英語：20レッスン

総合英語：20レッスン

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 15
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

ビジネス英語：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。
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6

時間

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

選択科目：８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。

時間

一週間の授業構成

こんな人におすすめ

コース内容について教えてください

•カ
 レッジ・大学進学に必要な英語スキルを伸ばし、学習の
戦略を立てることができます

レッスンの時間は？
45分です

• 英語圏の進学先で求められる理解力を身につけます

ビジネス英語（BUSINESS SUPPLEMENTARY）

• 課題をやり遂げ、流暢にコミュニケーションするための自
信と知識が身につきます
• オーストラリア、ニュージーランド、カナダのさまざまな
大学、カレッジ、および提携機関のプログラムに直接入学
する準備ができます

場所はどこにありますか？
ロケーションの一覧については86ページをご覧ください

アカデミック英語

時間以上
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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。
上記レッスンに加えて

スタートレベルは？

25

K+ Online

時間以上

K+ Online Extra

動画や音声を含む、追加のオンライン学習教材

5

・

K+ Learning Club

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。

制限なし

21

時間

5

・

K+ Online

クラスでの進歩をアクティビティ、ゲーム、クイズで強化

スタートレベルは？
オーストラリア：
レベル1：中級または IELTS 5.0
レベル2：中級（上）または IELTS 5.5
カナダ：
中級（上）または IELTS 5.5
参加できる年齢は？
16歳から参加可能です

アカデミック英語：28レッスン **

キャリア、趣味、または特定の英語スキルにフォーカスした教師主導の学習セッション

クラスの平均人数は？
平均で12名、最大15名です

一週間の授業構成

K+：7セッション
K+ Learning Club

カナダ、オーストラリア、
ニュージーランドで開講しています。

授業内容と連動した学習教材を活用します。

K+ Online Extra

中級から上級まで（12ページ参照）**

自習のための追加学習教材 K+ オンラインエクストラを活用
します。

期間
2～52週間（ロケーションによって異なります）*

期間

コース開始日

1レベルにつき10週間

毎週月曜日（祝日の場合は火曜日となります）

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

コース内容について教えてください
レッスンの時間は？
45分です

* 本コースは、カナダでは“English for Academic Pathways”、オーストラリア・ニュ
ージーランドでは“English for Academic Purposes”と呼ばれています。

クラスの平均人数は？
平均で12名、最大15名です

**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。

スタートレベルは？
中級から上級まであります（12ページ参照）**
参加できる年齢は？
16歳から参加可能です
場所はどこにありますか？
86ページをご覧ください
*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、カナダでは中級（上）レベルが最低レベルになります。
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詳しい情報はこちら：kaplan.to/jp-business

詳しい情報はこちら：kaplan.to/jp-business
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英語力を生かして次のステップへ

カプランのビジネスセンター

英語圏で勉強する理由はたくさんあります。世界の上位10校の大学のうち9校、また上位100校のうち大半の大学が
英語圏を拠点としています。海外で学位を取得すると、さまざまな国の人々から成るネットワークを築け、将来のキ
ャリアに生かせるでしょう。このような経験はあなたを真の国際人にしてくれるに違いありません。

世界で通用するビジネスの資格を取得する夢に向けて、次の一歩を踏み出しましょう。

カプランの大学留学サービス

カプランのビジネススクール

私たちは学生の皆さんが必要な英語スキルを身に
つけるお手伝いをするだけでなく、コーチングと
学習プランも提供いたします。また、カプランで
は250の大学とカレッジから成るネットワークに
アクセスできます。
詳しい情報はこちら：

kaplan.to/jp-higheredu

海外大学出願サポート

カプランでは、個別ガイダンスを通して、あなた
に適切な学業分野と大学を見つけるお手伝いをし
ます。また具体的なアドバイスを通して、大学出
願プロセス全体をサポートします。希望の大学か
ら条件付き入学許可を受け取った後、無料でカプ
ランが提供する事前英語力テストと学習プランを
利用して、目的に合わせて準備をすることができ
ます。またカプランでは、英語のレッスンのほか
にアカデミックコーチングもご用意しています。
一部の留学先（イギリスを除く）では、英語力の
証明書として、TOEFL® や IELTS の代わりにカプ
ランの修了証書を使用できます。

カプランビジネススクール

（KAPLAN BUSINESS SCHOOL）
カプランビジネスセンターは、キャリ
アに焦点を当てた会計、ビジネス、財
務、経営管理コースを専門とします。
オーストラリアに展開するセンター
のうち4校にキャンパスが設置されて
おり、1年間のビジネスディプロマか
ら修士号まで、国際的に認められてい
る資格を取得できます。仕事を始める
上で必要な実践的なスキルとビジネ
ス理論の両方を短期間で身につける
ことができます。

コミュニティカレッジプログラム

アメリカの大学で学びたいものの、準備が十分で
ないという方には、大学編入のステップとしてコ
ミュニティカレッジがおすすめです。コミュニテ
ィカレッジで取得した「単位」は、学士号取得に
必要な単位として移行することができます。また
多くの学生は大学に編入してさらに2年あたは3
年間学び、修了します。このプログラムでは、カ
プランが提携する一部の大学で条件付き入学許可
が適応されるため、大学に編入することも可能で
す。

人気コース
経営学士コース
高いコミュニケーションスキルと専
門分野のスペシャリストとしての知
識を身につけて、ビジネスの世界に飛
び込みましょう。
経営学修士（MBA）コース
革新的なリーダーになるために必要
な資格を取得しましょう。MBAコース
では、ビジネス分野の総合的な知識を
身につけることも、主要な5つの専門
分野から選択することもできます。

大学進学準備コース（PATHWAYS）

大学進学準備コース（Pathways）は、トップクラ
スの大学と提携して、学生の皆さんに素晴らしい学
習の機会を提供します。Pathwayプログラムでは、
現在持っている資格と希望する大学の入学条件の
ギャップを埋めるとともに、学位を取得する進学先
を確保することができます。カプランのサポートを
通して、大学で学ぶためのスキル、学業分野の知
識、および必要な英語力を身につけることができま
す。カプランのPathwayプログラムを修了すると、
大学への進学が保証されます。学士および修士レベ
ルのプログラムをご利用いただけます。プログラム
の期間は、通常4～15ヶ月間です。

会計学修士（MACC）* コース
財務報告、事業・法人法、企業統治、
規制手続きを含む、高いレベルの会計
知識とビジネススキルが身につきま
す。

入学条件
• 学校教育にお
ける12年の課
程を修了した
者、または求
められる学力
基準に相当す
る国際資格を
有する者
• IELTS スコア
5.5-6.0、
KITE スコア
396-426、ま
たはこれに相
当する英語力
（プログラム
によって異な
ります）。その
他の学業要件
が適用される
場合がありま
す。詳しくは
こちら：www.
kbs.edu.au
開始日
3月、7月、11月
ロケーション
アデレード、
ブリスベン、
メルボルン、
シドニー

ダブリンビジネスセンター

（DBS：DUBLIN BUSINESS SCHOOL）
ダブリンの中心地にあるDBSは、アイ
ルランド最大の私立カレッジです。当
カレッジは、National Education
Awards 2018の Overall Excellence
（総合優秀）部門で第1位に選ばれまし
た。DBSはアートセンター、ビジネス・
ローセンター、プロフェッショナルセ
ンターによって構成されており、ビジ
ネスと法律から映画学、そして社会学
まで、キャリアにフォーカスした分野
の学位・修士プログラムをフルタイム
またはパートタイムで受講できます。
人気のコース
金融サービス学士（Hons）コース
将来の金融マネージャーのために設
計されたコースを通して、金融市場の
主要なメカニズムと運用について学
び、必要なリスク管理スキルを身につ
けることができます。
映画・メディア学士コース
活気にあふれたこの職業訓練コース
では、デジタルイメージング、脚本、
放送などの主要なメディアスキルが
身につきます。

入学条件
• 学校教育にお
ける12年の課
程を修了した
者、または求
められる学力
基準に相当す
る国際資格を
有する者
• IELTS スコア
5.5-6.5、
KITE スコア
396-500、ま
たはこれに相
当する英語力
（プログラム
によって異な
ります）
。その
他の学業要件
が適用される
場合がありま
す。詳しくは
こちら：www.
dbs.ie
開始日
1月と9月
ロケーション
ダブリン

法学士コース
国際的な法体系について知り、EU 法
のソースと規制の枠組みを理解し、法
的な問題を特定して対処する方法を
学びます。

Kaplan Business School Pty Ltd. CRICOS 02426B

詳しい情報はこちら：kaplanpathways.com

*このプログラムはCPA Australiaから認定を受けています。またオーストラリア・
ニュージーランド勅許会計士協会によって認められています。
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詳しい情報はこちら：kaplan.to/jp-higheredu
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イギリスの提携校

オーストラリアの提携校

カプランは、名門ラッセルグループの一員であるバーミンガム大学、

オーストラリアの気候、ライフスタイル、多様性によって、この国ならではの留学を体験できます。
大学進学準備コース（Pathways）では、アデレード大学とマードック大学にスムーズに編入するため
の、専門家によるガイダンスを提供します。

ノッティンガム大学、ヨーク大学などの、イギリス屈指の大学への進学の道を提供しています。

バーミンガム大学
（THE UNIVERSITY OF BIRMINGHAM）

歴史ある赤レンガのセンターで有名な
バ ー ミ ン ガ ム 大 学 は、『Complete
University Guide 2019』において、イギ
リス国内で15位にランクインしています。
250エーカーの美しいキャンパスには、19
世紀の伝統的な建物と、イギリス最大規模
の大学図書館などの最先端の設備が揃っ
ています。

ノッティンガム大学

（THE UNIVERSITY OF NOTTINGHAM）
ノ ッ テ ィ ン ガ ム 大 学 は、『Complete
University Guide 2019』において、イ
ギリス国内で17位に選ばれているほ
か、イギリスの教育評価制度「2017

Teaching Excellence Framework」で
最高の評価を受けています。
大学のメインキャンパスには、美しい
湖がある広大な芝生の敷地内に伝統的
なセンターが点在しています。

ヨーク大学

（THE UNIVERSITY OF YORK）
『Guardian University Guide 2019』
において、イギリス国内で12位に選ば
れたヨーク大学は、研究における影響
力と、授業の質の高さに定評がありま
す。ヨーク大学はヨークシャー州の美
しい郊外に魅力的なキャンパスを構
え、緑地、湖、森が点在する500エー
カーの敷地内には、現代的な建物と伝
統的な建物が混在しています。

イギリスとアイルランドのUPS

イギリスとアイルランドで学ぶカプラ
ンのすべての生徒は、海外大学出願サ
ポートを無料で利用し、60を超える名
門大学の中から進学先を選ぶことがで
きます。カプランの英語学校の近くに
ある上位*校には、以下が含まれます。
• ボーンマス大学
• ブルネル大学ロンドン
• ロンドン大学シティ校
• リバプール大学
• マンチェスター・メトロポリタン大学
• オックスフォード・ブルックス大学
*『Complete University Guide』による

アメリカの提携校

アメリカは、留学先として世界で最も人気が高い国です。カプランでは、アメリカの有名都市で学位を取得
するチャンスを得ることができます。
ノースイースタン大学

（NU：NORTHEASTERN UNIVERSITY）
『US News 2018』において、アメリカ国内で
上位40校以内に選ばれたノースイースタン
大学では、ボストン、シアトル、シリコンバ
レーという3つの素晴らしいロケーションで
学位を取得できます。最先端の設備を誇り、業
界とのつながりが強いノースイースタン大学
では、世界的大企業への就職の道が開けます。

ペース大学（PACE UNIVERSITY）

ペース大学の優れたインターンシッププログ
ラムは、学生が希望する企業に就職する上で役
立っています。ニューヨーク、および近郊のウ
ェストチェスター郡のキャンパスは、理想的な
学習環境を提供します。またペース大学は、卒
業生の給与水準を調査している民間調査会社
「Payscale.com」の調査結果で、アメリカの大
学の上位15% 以内にランクインしています。

タルサ大学

（TU：THE UNIVERSITY OF TULSA）
アメリカ中西部の中心地にセンターを構える
タルサ大学では、学業とスポーツにおいて最高
レベルの体験をし、魅力的なキャンパスライフ
を送ることができます。タルサ大学はアメリカ
国内で上位100校（US News 2018）にランク
インしているほか、英国の高等教育専門雑誌
『Times Higher Education』によって世界の小
規模大学の上位20校に選出されています。
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コミュニティカレッジプログラム

コミュニティカレッジは、アメリカの大学
で学位を取得するための時間と費用を節約
したい学生に人気がある選択肢です。トッ
プレベルの大学に入学する水準にはまだ達
していない学生にとって、コミュニティカ
レッジは、希望の大学に進学するための代
わりの手段を与えてくれます。カプランの
提携校には、アメリカで有数の実績を誇る
次のコミュニティカレッジ*が含まれます。
• デアンザカレッジ（DeAnza College）
• フットヒルカレッジ（Foothill College）
• ミラコスタカレッジ（MiraCosta College）
• ピアスカレッジ（Pierce College）
• スノーカレッジ（Snow College）
• サンタバーバラシティカレッジ
（Santa Barbara City College）

• ニューヨーク州立大学アルフレッド
工科大学（SUNY Alfred State）
• UCLA エ ク ス テ ン シ ョ ン（UCLA
Extension）
• ブリティッシュコロンビア工科大学（British
Columbia Institute of Technology）
• キャピラノ大学（Capilano University）
• ロ イ ヤ ル ロ ー ド 大 学（Royal Roads
University）

* thebestschools.orgとniche.comによる
† niche.comとUnirank.orgによる

アメリカとカナダのUPS

カプランで8週間以上学ぶことで、海外大学
出願サポート（UPS）を利用し、アメリカの
150を超える大学とカレッジの中から進学先
を選ぶことができます。またバンクーバー校
とトロント校の学生は、カナダ屈指の大学30
校の中から選べます。UPSは、16週間の学習
を修了した学生は無料で利用できます。それ
以外の学生は、出願1件につき175ドルをお
支払いいただきます。カプランの英語学校の
近くにある上位 ランキング† の提携校には、
次の大学が含まれます。
• イリノイ工科大学（Illinois Institute
of Technology）
詳しい情報はこちら：kaplan.to/jp-higheredu

マードック工科大学

（MURDOCH INSTITUTE OF
TECHNOLOGY）
マードック工科大学は、世界中からの
留学生がマードック大学で学士また
は修士課程を学ぶ準備ができるよう
サポートします。マードック工科大学
は、魅力的な都市パースにあるマード
ック大学のキャンパスを拠点とし、準
備コースとディプロマプログラムを
提供しています。これらは、希望する
学位課程の1年次または2年次にス
ムーズに編入できるよう設計されて
います。人気の専攻科目には、会計、
経済学、人事管理、マーケティング、
ゲームテクノロジー、ジャーナリズ
ム、広報などがあります。

入学条件
• 学校教育にお
ける11または
12年の課程を
修了した者、
または求めら
れる学力基準
に相当する国
際資格を有す
る者
• IELTS スコア
5.5、KITE ス
コア396、また
はこれに相当
する英語力
開始日
2月、6月、10月
ロケーション
パース

Murdoch Institute of Technology は、Kaplan Higher Education
Pty Ltd. CRICOS 03127E によって運営されています

アデレード大学

（THE UNIVERSITY OF
ADELAIDE COLLEGE）
アデレード大学カレッジは、オーストラ
リアの名門8大学「Group of Eight」の
うちの1校である、アデレード大学への
優先的な編入を提供します。アデレード
市中心部にセンターを構えるアデレー
ド大学カレッジでは、アデレード大学で
の高等教育への編入をサポートしてい
ます。コースには、ファウンデーション
スタディ（Foundation Studies）と学
位移行（Degree Transfer）プログラム
があり、アデレード大学で学士課程の1
年次または2年次にスムーズに編入でき
るよう設計されています。学生には、希
望する学業分野、および関連する大学の
入試条件に基づいて、適切なクラスと専
攻科目がアドバイスされます。

入学条件
• 学校教育におけ
る11または12年
の課程を修了し
た者、または求め
られる学力基準
に相当する国際
資格を有する者
• IELTS ス コ ア
5 . 5 - 6 . 0、
KITE ス コ ア
396-426、ま
たはこれに相
当する英語力
開始日
2 月/3 月、6 月、
10月
ロケーション
アデレード

アデレード大学カレッジは、Kaplan Higher Education Pty Ltd. に
よって運営されています
アカデミックプログラム：アデレード大学、CRICOS 00123M
英語プログラム：Kaplan Higher Education、CRICOS 03127E

ル・コルドン・ブルー（LE CORDON BLEU）

ル・コルドン・ブルーは120年間にわたり、高い
ホスピタリティ教育を受けた従業員を求める業
界のニーズに応えてきました。オーストラリアで
は、労働人口の約8.1% * に相当する930,000人
近くがホスピタリティ・ツーリズム業界で働いて
いることからも明らかなように、このニーズはか
つてない高まりを見せています。ル・コルドン・
ブルーは、ホスピタリティと料理の教育を提供す
る世界的リーダーとして最高レベルのプログラ
ムを提供し、発展し続ける業界で認められるスキ
ルを身につけるよう生徒を指導します。ル・コル
ドン・ブルーでは、生徒が今後働く職場において
即戦力になることに注力しています。
*『Tourism and Hospitality Careers Report 2016（ツーリズ
ム・ホスピタリティ業界のキャリアレポート2016）』

ポイント

入学時に求められる
KIEでの英語レベル：
• EAP1 ま た は 2、
65% で合格
• IELTS 5.5 ま た は
6.0 に 相 当 す る 英
語力（中級（上）
）
開始日
プログラムによる
ロケーション
シドニー、
メルボルン、
アデレード、
ブリスベン

Le Cordon Bleu Australia Pty Ltd. CRICOS 02380M
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目的にあった個別留学体験
カプランでは、生徒１人１人にぴったりなコースをご提供します。学ぶ期間が2週間であ
れ、52週間であれ、ニーズ別のスケジュール、アカデミックレベル、コース内容を選ぶこと
で、あなたにとって最も重要なスキルを高めることができます。

集中・スーパー集中アップグレード

さらに短期間での習得を目指す方は、
集中英語コースをアップグレードし
て、授業時間とレッスンを毎週追加す
ることができます。各自のニーズに合
うようにコースをカスタマイズできま
す。例えば、留学期間中全期間をアッ
プグレードすることも可能ですし、期
間を選んで集中的に学んでから、通常
のペースに戻すことも可能です。

できるだけ年代の近い学生と学びたいという希望
があれば、年齢別に設定されたセンターがありま
す。共通の目標を持つ仲間の学生とネットワーク
を築き、交流を深めることができます。
ロンドンのレスタースクエア校は、25歳以上の学
生を対象とし、またリバプール校では、25歳以上
の学生専用のフロアが設けられています。どちら
のセンターも幅広いプログラムを提供しています
ので、落ち着いた環境で学び、キャリアアップを
目指す学生が集まります。

• スーパー集中アップグレード *
– 追加の英語学習：毎週9時間
*スーパー集中アップグレードは、イギリスでのみご
利用いただけます

マンツーマンの授業

またトーキー校とバース校では、40歳以上の方が
洗練された大人の雰囲気の中で学べるプログラム
をご用意しています。
カプランは学生１人１人に合ったプランをご用意
しています。

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。

海外を旅行する場合にはストレスを感じやすいものです。必要なビザがちゃ
んと取れているかということから、歯ブラシを荷物に入れたかまで、覚えて
いなければならないことがたくさんあります。私たちは、あなたの負担を軽
くするお手伝いをいたします。
旅行保険と医療保険
留学先の保険条件につい
て無料でアドバイスいた
します。カプランの保険
サービスを選ばれた方に
は、信頼できる保険会社と
提携して手配いたします
ので安心してお任せくだ
さい。
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空港までのお迎え
滞在先に無事に到着でき
るか不安な方もいるでし
ょう。カプランの空港送迎
サービスをご利用いただ
ければ、飛行機から降りた
ときにフレンドリーな担
当者が空港までお迎えし
ます。

何歳であっても、人生のどの時点にいても、英
語を学ぶことに早すぎることも遅すぎることも
ありません。 バイリンガルになるにはごく若い
うちだけだという迷信を信じて、学ぶチャンス
を逃さないでください。 今こそが、あなたの可
能性を広げ、キャリアアップする絶好のときな
のです。
カプランでは、学生の方も、働き盛りの方も、あ
るいは退職された方も、あらゆる人を歓迎いた
します。

留学は何歳からでも！

• 集中アップグレード
– 追加の英語学習：毎週6時間

きめ細かな対応

英語を学ぶなら今

私は36歳ですが、自らの挑戦を通して知力を鍛え
人として成長したいと思っています。英語力がつ
くことで、私の人生は大きく変わることでしょう。
さまざまな経験を通して、物事を理解して、人生
を満喫できるはずです。
Oleg Bubnov/
ロシア

ごく短期間で IELTS の試験に向け
た準備をする必要があり、できる
限り効率的に勉強したかったの
で、1対1の授業を受けることにし
ました。先生が、私のレベルとニー
ズに合わせてレッスンをしてくれ
たので助かりました。
Philippe Meneut/ フランス、
ニューヨーク・ソーホー校で学ぶ

詳しい情報はこちら：kaplan.to/jp
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ジュニア向け

ジュニア向け
プログラム

6つの素晴らしいロケーション
イギリス
バース

12~18歳の学生向けコースでは、英語環境に身を置き充実したカプ
ラン独自のプログラムから自然と英語を身につけることができます。
自分でスーパーヒーローの漫画を描いたり、ファッションショーをし
たり、古代のお城を見学したりすることを想像してみてください。こ
れらはすべて、英語のレッスンの一環なのです。経験豊かな教師の指
導の下、わくわくするプロジェクトを完成させたり、世界中から集ま
る友だちとアクティビティを楽しんだりすることができます。

アメリカ & カナダ
トーキー

サンディエゴ

ウィディア

トロント

バンクーバー

6月10日～8月18日

6月23日～8月17日

6月15日～8月3日

年間を通して提供

年間を通して提供

12～17歳

14～17歳

12～17歳

12～17歳

14～18歳

個人 & グループ

グループのみ

グループのみ

グループのみ

個人 & グループ

個人 & グループ

カプランのジュニア向けプログラム
ぴったりな期間をお選びいただけます
通常のコース期間は2週間からです。ジュニア向けのすべてのコースに、小旅行とアクティビティの楽しいソーシャルプログラムが含まれています。
半日英語

英語のレッスン：1週間に15時間

セミ集中英語 *

英語のレッスン：1週間に20.25時間

集中英語 *

英語のレッスン：1週間に26.25時間

イングリッシュプラス

英語のレッスンと特別なアクティビティ（乗馬、フットボール、演劇鑑賞など）を組
み合わせた、オーダーメイドのプログラム

オフシーズンのグループ向けオプション

友だちやクラスメートと一緒に勉強したい方向けに、ご要望に合わせてプログラムを
設計いたします

* セミ集中英語と集中英語は、グループ向けのオーダーメイドパッケージでご提供いたします

カプランでの1日
8am
朝食

9am-12pm
レッスン

2pm
午後のアクティビティ

終日
土曜日の小旅行

ホームステイ先では、ホストフ
ァミリーが朝食を用意してく
れます。また、昼食はパックラ
ンチを作って授業に送り出し
てくれます。

教室の内外での様々なアクティ
ビティを通して友達と楽しく勉
強しながら、リーディング、ライ
ティング、スピーキング、リスニ
ングのスキルを伸ばすことがで
きます。

バースで温泉から立ち上る湯
気を見学したり、サンディエゴ
のビーチでのんびり過ごした
り、フェリーに飛び乗ってバン
クーバー島に行ったりします。

小旅行の準備はできました
か？ストーンヘンジを旅行し
たり、ナイアガラの滝を訪れた
り、ディズニーランドを観光し
たりします。

*このスケジュールはあくまで一例です。実際のアクティビティと時間帯は異なります。

グループ向けプログラム

カプランの各センターでは、年間を通じてジュニアグルー
プを受け入れています。グループ向けプログラムについて
は、授業の時間割、ソーシャルプログラムの内容、および
宿泊先などに関するあらゆるご要望にお応えします。詳細
はカプラン代理店までお問い合わせください。
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詳しい情報はこちら：kaplan.to/jp

安全をお約束

• 厳格な審査を経て選ばれたスタッフ
とホストファミリー
• 24時間対応の緊急ヘルプライン
• 現地スタッフの手厚いサポート
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英語と暮らす
カプランの留学
毎日英語に囲まれた環境にいると、絶えず英語を学んでいること
になります。この小さな積み重ねが、留学を特別な体験にしてく
れます。意識しているにせよ、意識していないにせよ、学校へ向
かっているときも、新しい友だちと一緒にコーヒーを飲んでいる
ときも、夕暮れ時にくつろいでいるときも、新しい単語を使った
り多くのことを学んだりしているのです。
カプランでは、教室以外にも学びの場を提供することに力を注い
でいます。小旅行やアクティビティ、そして快適な滞在先のオプ
ションは、学生の皆さんが幅広い英語に深く触れることができる
ことを目指しています。朝起きてホストファミリーと一緒に朝食
をとったり、さまざまな国からやって来た友だち同士でランチを
食べながらおしゃべりしたり、都会での週末を楽しんだり、地元
のビーチでバレーボールを楽しんだり。英語で話す自信が付くと
ともに、一生忘れられない思い出を作っているのです。

34

詳しい情報はこちら：kaplan.to/jp
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滞在先オプション

ホームステイを選ぶ理由

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。私たちは、滞在先が充実した学生生活を決定する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。

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
ファミリーと一緒に朝食や夕食をとり、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。

学生レジデンスを選ぶ理由

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。

現地の生活を知る家庭にホームステイ

国際色豊かなコミュニティで友だちを作る

「常に誰かがいて、共に生活す
る。そんな最高のレジデンス
で私はクラスメートと暮らし
ていました。レジデンスでは、
世界中から来た仲間と友だち
になれます。私はきっとまた
彼らと再会できると信じてい
ます」
Juan Jose/ メキシコ

私のホストファミリーは本当に素敵
な人たちでした。私たちに興味を持
ってくれ、いろいろ質問してくれ、
一緒に食事を楽しみ、外出先にも迎
えに来てくれました。また面倒見が
よく、私たちが快適に暮らせるよう
気を配ってくれました。おかげで私
たちの英語の練習量は増え、レベル
アップのスピードもずっと速くなり
ました。ホストファミリーとの暮ら
しにはメリットしかないというのが
私の感想です
Chloé Truelle/ フランス
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詳しい情報はこちら：kaplan.to/jp
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ダブリン

充実した
ソーシャルプログラム
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。

私が大好きな場所は
フェニックスパーク
とキルメイナム刑務
所歴史博物館です。
ゴールウェイとベル
ファストも訪れたい
と思っています。そ
のほかに行ってみた
いところは、フラン
ス、ドイツ、イタリ
アです。

ロンドン
ロンドンの活気が
あるところが好き
です。BBC と国会
議事堂を見学した
り、テートモダン、
ヴィクトリア＆ア
ル バ ー ト 美 術 館、
ナショナルギャラ
リーの展示を見に
行ったりするソー
シャルアクティビ
ティが気に入りま
した。

Zaira Vasconcelos/
アンゴラ

Zhengzheng
Huang/ 中国

シドニー

ボストン
カプランのスタ
ッフは、スポー
ツ、コンサート、
ニューヨークや
その他の都市へ
の週末旅行な
ど、私たちのた
めにたくさんの
アクティビティ
を企画してくれ
ます。ボストン
では、食べ物も
楽しめます。そ
れはシーフード
です！想像でき
ますか。おいし
いですよ！

トロント

私が好きなソーシャルアクティビティは、ビーチでのバーベキュー、サーフィンキャン
プ、それにブルーマウンテンへの旅行です。カプランでの体験は、言葉では言い尽くせ
ません。これらの思い出は、私の心の中にずっと残ることでしょう。

メープルリーフスのア
イスホッケーの試合を
観戦したり、動物園に
行ったり、たくさんあ
る公園の1つを訪れた
りすることができま
す。私が気に入ったア
クティビティは、スカ
イゾーンです。ここに
はトランポリンがたく
さんあるんですよ。

Jennifer Kikuchi/ 日本

Lijun Zhang/
中国

Arnaud Escoubas/
フランス

サンフランシスコ
海辺を散歩したり、公園に
出かけたり、友だちと一緒
に過ごしたり。アルカトラ
ズ島も見学できます。ここ
はとても有名な場所なん
です。それにおいしい食べ
物がたくさんあります。

オークランド
「ロード・オブ・ザ・リング」
のファンなら、ホビット村
の映画セットにぜひ行って
みてください。ここは私に
とって、オークランドで好
きな場所の1つです。この場
所はずっと思い出に残るは
ずです。

Ana Leticia/ ブラジル
Hyejin Kim/ 韓国
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詳しい情報はこちら：kaplan.to/jp

39

カプラン生の１日
勉強に、交流に、街歩きに

留学先では、英語力に磨きをかけ、その土地を知り、一生の友情を育む機会がたくさんあ
ります。さらにカプランでは、学生生活をより楽しいものにする魅力的な機会にあふれて
います。
それでは、カプランの１日をご紹介しましょう。

午前7:00～8:00

1日の始まり

栄養満点の朝食で1
日がスタートします。
ホームステイでは、起
きた瞬間からホスト
ファミリーと英語の
練習が始まります。
レジデンスでは、共用
キッチンでルーム
メートと朝食をとり、
コーヒーとトースト
を片手に英語の練習
ができます。
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午前8:00～8:30

学校へ

ホームステイ先から
学校まではわずか40
～60分で、公共交通
機関も近くにありま
すので、地元っ子のよ
うに通学しましょ
う！それこそが本当
の文化体験です。
カプランではすべて
のレジデンスが学校
および公共交通機関
の 近 く に あ る た め、
通学も楽々です。な
かには歩いて通学で
きるところもあるで
しょう。

午前8:30～11:45

授業

少人数制で集中して
勉強できるようなク
ラス構成にしている
ため、教師とのコミュ
ニケーションも活発
におこなうことがで
きます。1日の授業は
90分一コマが2回あ
り、間には休憩時間が
あります。休憩時間に
友だちとリーディン
グや発音のような基
本的なスキルを試し
てみましょう。

午前11:45～12:30

昼食

学校内や地元のレス
トランやカフェでラ
ンチができます。昼食
は、リスニング力を鍛
えたり、会話に使える
フレーズを拾ったり、
英語を話す周囲の
人々から学んだりす
る絶好の機会です。

午後12:30～2:00

特別スキル

自分が本当に興味を
持っているトピック
について学習するチ
ャンスです。カプラン
の特別スキルコース
では、時事、文学、映
画など多くのトピッ
クを扱っています。

午後2:15～3:45

放課後の学習
*K+ Online や K+
Online Extra といっ
たオンライン学習に
は、学校の学習セン
ターでも、ホームス
テイ先／学生寮で
も、取り組むことが
できます。これらは
オンライン上のツー
ルであるため、移動
中などあらゆる時間
に利用できます。

*ア メリカでは、すべてのオ
ンライン学習は学校にて実
施しなければなりません。

午後3:45～6:00

交流や散策

滞在先がどこであっ
ても、その街を楽し
み、周辺を散策し、近
くの面白そうなスポ
ットを訪れ、ショッ
ピングを楽しんだり
する時間が必ずあり
ます。クラスメート
と午後の冒険に繰り
出し、クラスで学習
した英語を試してみ
ましょう。

午後6:00～7:00

夕食

ホームステイ先に戻
り、ホストファミリー
と手作りの夕食を楽
しみながら、その日の
出来事を話します。も
ちろん英語で！
レジデンスでは、手料
理に挑戦したり、ルー
ムメートとレシピを
交換し合ったり、近く
にあるレストランに
出かけたりします。

午後7:00～8:00

イブニング
アクティビティ

学校主催のソーシャ
ルイベントが開催さ
れる場合もあります。
またはリラックスし
て過ごし、日本にいる
家族や友人と積もる
話をすることもでき
ます。
ホームステイ先では、
夜のひと時を家庭の
温もりの中で穏やか
に過ごせます。
レ ジ デ ン ス で は、
ルームメートとおし
ゃべりをしたり、情
報を交換し合った
り、翌日また実りあ
る時間を過ごせるよ
うに準備をしたりし
て過ごします。

このスケジュールはロケーションやコースによって異なることもありますので、ご留意ください。

このスケジュールはロケーションやコースによって異なることもありますので、ご留意ください。

詳しい情報はこちら：kaplan.to/jp
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アメリカ & カナダ
学校紹介
カプランのセンターは、英語圏6ヶ国に38校あり
ます。活気に満ちた現代的な大都会から、緑あふ
れる田園地方、長い歴史を誇る学園都市、そして
太平洋のビーチまで、多彩なロケーションが揃っ
ています。
そのためニューヨークやロンドンといった経済の
中心地で暮らすことも、カリフォルニアやシドニ
ーでビーチカルチャーを楽しむことも、エジンバ
ラの古き歴史の香りやオックスフォードの伝統的
な街並みの中で学ぶことも可能です。
ワクワクするような体験をしたり、魅力的な文化
に触れたり、目を見張るような光景に感動した
り、そのどれもが皆さんの留学のはじまりとなり
ます。

カリフォルニアの暖かな太陽と美しいビーチ
のコントラストのイメージにご自身を重ねて
みてください。西海岸の豊かな自然を体感し
ながら、活気に満ちたライフスタイルも吸収
できるかもしれません。あるいは、ニューヨー
クやトロント、シカゴといった光り輝く大都
会で刺激的な毎日を送ることもお勧めです。
アメリカとカナダの学校のロケーション紹介
は、44ページ以降にあります。

オーストラリア & ニュージーランド

イギリス & アイルランド

太陽の光を全身に浴び、アウトドア・アクティ
ビティを楽しみ、これらの土地の自然の不思議
を探求しましょう。ここには、近代的な建物が
立ち並ぶ景観が印象的なシドニー、ヨーロッパ
の雰囲気や趣を感じられるメルボルン、美しい
ビーチや国立公園で自然を満喫できるケアンズ
など、魅力溢れる街が沢山あります。

英語発祥の地を体験してみませんか。目ま
ぐるしい変化を見せるロンドンやリバプー
ルなどの大都会から、落ち着いた魅力が漂
う都市バースやケンブリッジまで、多彩な
ロケーションが揃っています。イギリスは、
古代の文化と現代の刺激を両方体感できる
素晴らしい国です。

オーストラリアとニュージーランドの学校のロ
ケーション紹介は、78ページ以降にあります。

イギリスとアイルランドの学校のロケーシ
ョン紹介は、66ページ以降にあります。
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詳しい情報はこちら：kaplan.to/jp
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フェンウェイ

ハーバードスクエア

カレッジやミュージアムが立ち並ぶ活気にあふれたエリア、
アメリカの野球発祥の地

石畳の通りと閑静な公園が点在する学問の街で、
ハーバード大学のある学術都市の環境に浸る

両センター共通

両センター共通

コース & プログラム

これは必見

英語コース
• 半日英語コース

• ボストンはシーフードで有
名。シーポート地区でバター
がたっぷりしみたロブスター
ロールや、クラムチャウダ
ー、シュリンプスライダーに
トライ

General English

• セミ集中英語コース
Semi-Intensive English

• 集中英語コース

• 旧州議事堂の建物を利用した
博物館で、ボストン茶会事件
のときに海に投げ込まれた紅
茶の一部が保存されている小
びんを見学

Intensive English

• 長期8ヶ月留学プラン
Academic Year

• 中期5・6ヶ月留学プラン

大学やカレッジに囲まれたフェンウ
ェイ・ケンモア地区は地元の学生た
ちが集う人気のスポットです。この
川沿いのエリアには活気に満ちた
バーやレストランがひしめき、いつ
も学生たちでにぎわっています。近
くのランズダウンストリートはボス
トンのナイトライフを楽しむ穴場で
す。一方、緑豊かなバックベイフェ
ンズ公園では、ボストンの喧噪から
しばし離れてくつろぐことができま
す。ボストンの中心に位置するのが、
アメリカの野球発祥の地であり、ボ
ストン・レッドソックスのホーム球
場でもあるフェンウェイパークで
す。当スタジアムでは、コンサート
やフェスティバルなどのイベントが
1年中開催されています。
フェンウェイ校はフェンウェイパー
クのすぐそばにあり、ボストンの観
光スポットに出かけるにも大変便利
な場所です。
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おすすめポイント
• バスや地下鉄を利用してダウンタウ
ンに簡単にアクセスし、歴史あるボ
ストンコモンやファニエルホールな
ど、フリーダムトレイルのスポット
を巡る
• 夕暮れ時のボートクルーズ、ホエー
ルウォッチングツアー、地元レスト
ランでのディナーなどの魅力的なア
クティビティ
• 週末にはワシントンD.C.とニュー
ヨークへの小旅行を定期的に実施

Academic Semester

• ビジネス英語コース

Business Supplementary

試験対策/大学進学準備
• TOEFL iBT® & アカデミック英語
• GMAT®/GRE® 試験対策

アクセス：
ボストン フェンウェイ校
540 Commonwealth Avenue,
Boston, MA 02215
kaplan.to/jp-boston
facebook.com/kicboston

ボストン ハーバードスクエア校
39 John F. Kennedy Street,
Cambridge, MA 02138
kaplan.to/jp-harvard
facebook.com/
kicbostonharvardsquare

詳しい情報はこちら：kaplan.to/jp

当センターは、つたが絡まる壁と
青々とした芝生が美しいハーバード
大学のキャンパスからわずか1本通
りを隔てた場所にあります。バスを
利用すればマサチューセッツ工科大
学（MIT）にも短時間でアクセスで
き、そこで開催される一般向けの
ワークショップや講演会に参加でき
ます。ボストンには世界最高レベル
の8つの大学が集まっています。ま
た、学問が盛んなだけでなく、アメ
リカ最古の街として豊かな歴史を誇
ります。フリーダムトレイルは、金
色に輝くドームが印象的なマサチ
ューセッツ州議事堂からスタート
し、バンカーヒルの戦いの史跡を巡
って、ボストン茶会事件を記念して
建てられた、海に浮かぶ博物館を辿
るのがおすすめです。もちろん現代
的な楽しみもたくさんあります。夏
の間は屋外のビアガーデンでのんび
りし、秋にはニューイングランドの
紅葉の絶景を楽しみ、寒くなったら
ボストンコモンのフロッグポンドで
アイススケートに挑戦してみましょ
う。

おすすめポイント
• ボストンエリアの大学進学者を多く
輩出した、優れた大学進学準備プロ
グラムを提供
• 地下鉄レッドラインのハーバード駅
から徒歩1分。ボストン郊外へのア
クセスも便利
• 週末にはワシントンD.C.とニュー
ヨークへの小旅行を定期的に実施

• チャールズ川を渡り、SoWa
で現代アートを体感
• レッドソックスの試合を、ホ
ーム球場またはこの街に数多
くある活気あふれるスポーツ
バーにて観戦
• アメリカ最大で最も美しい公
立図書館であるボストン公立
図書館でリーディング力をア
ップ

Harvard
University

USS Constitution

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

Fenway
Park
Museum
of Fine Arts

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

Boston Logan
International Airport

2.6 miles
Northeast
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シカゴ

ハンティントンビーチ – ゴールデンウェストカレッジ

ジャズ、ロック、ヒップホップが世界で最も盛んな場所。世界初の
超高層ビルとディープディッシュピザ発祥の地

「サーフシティ・USA」として知られるカリフォルニア州オレンジ郡の
ハンティントンビーチで、キャンパスライフを体験

冒険を求める人々と労働者が世界中
から集まって、ミシガン湖のほとり
に高層ビルの街を築きました。今日、
シカゴが誇る多文化の歴史はその輝
きを増し、多様なコミュニティが共
存する中、さまざまな料理や音楽の
スタイルが発展し続けています。ウ
ェストループでは四川風ヌードル、
ギリシャ風ミートボール、フランス
風煮込み料理に舌鼓を打ち、ピルゼ
ンではメキシコ系アメリカ人の描い
た壁画を楽しみ、有名ミュージシャ
ンのバディ・ガイが経営するレジェ
ンズやキングストンマインズでは南
部のブルースがシカゴ風に洗練され
た演奏を聴くことができます。夕暮
れ時にはセカンドシティに行ってみ
ましょう。このコメディクラブは、
スティーブ・カレル、ステファン・
コルバート、ティナ・フェイなどの
スターを輩出しています。
カプランのシカゴ校は、シカゴ有数
のショッピング街マグニフィセント
マイルにあり、通りの向かい側には
1920年代に建てられたネオゴシッ
ク様式の高層ビル、トリビューンタ
ワーの美しい姿が見られます。

おすすめポイント
• 最新の設備が整った17のクラ
スルームと、快適な2つの学生
ラウンジ
• 徒歩10分以内の場所には、
バス停や「L」トレインと
Metra（メトラ）の駅、水上タ
クシーの停車場あり
• シカゴ川や夏の人気スポット、
オークストリートビーチへは歩
いてすぐ

これは必見
• シカゴ・カブスのホーム球場で
あるリグレーフィールドで野球
観戦
• 禁酒時代のスリリングな魅力
を、当時の雰囲気を味わえるも
ぐり酒場グリーンミルで追体験
• シカゴ校から徒歩4分の場所に
あるディープディッシュピザを
発明したレストラン、ピッツェ
リアウノを訪問

コース & プログラム

10マイルもの光り輝く砂浜に理想
的な波が打ち寄せるハンティントン
ビーチでは、1世紀以上にわたって
サーフカルチャーが育まれてきまし
た。サーフィンを楽しんだ後はビー
チバレーにも挑戦してみましょう。
無料で使えるファイヤーピットが
500台ありますので、のんびりバー
ベキューをしながら、岬の向こうに
広がる海に日が沈んでいくのを眺め
るのもおすすめです。

英語コース
• 半日英語コース
General English

• セミ集中英語コース
Semi-Intensive English

• 集中英語コース

Intensive English

• 長期8ヶ月留学プラン
Academic Year

• 中期5・6ヶ月留学プラン
Academic Semester

試験対策/大学進学準備
• TOEFL iBT® & アカデミック英語
• GMAT®/GRE® 試験対策

アクセス：

444 North Michigan Avenue,
Chicago, IL 60611
kaplan.to/jp-chicago
facebook.com/kicchicago

当センターはゴールデンウェストカ
レッジのキャンパス内にあります。
ゴールデンウェストカレッジは2年
制の学位が取得できるコミュニティ
カレッジであり、カリフォルニア大
学の4年制の学位プログラムに編入
することができます。カプランで学
ぶ 学 生 に は、半 日 英 語 コ ー ス
（General English）とゴールデンウ
ェストカレッジでの授業を組み合わ
せるという選択肢があります。実際
にアメリカのキャンパスで地元学生
を相手に毎日英語を話す練習をしな
がら、カレッジのキャリアサービス、
スポーツ施設、現代的な図書館など
の充実した設備を利用することがで
きます。

おすすめポイント
• ゴールデンウェストカレッジの
図書館の利用と貸し出しが可能
• テニス、バスケットボール、バ
レーボールのコート、陸上競技
場、サッカー場の利用が可能
• ゴールデンウェストカレッジの
アカデミックプログラムへのス
ムーズな編入が可能

これは必見
• ディズニーランド、ロサン
ゼルス、パームスプリング
ス、ラスベガスへの小旅行
に参加
• ハンティントンビーチでスケー
トボードを体験。ヴァンズ・オ
フ・ザ・ウォール・スケートパ
ークは通りを渡ってすぐ
• カリフォルニア州内とその周り
にある自然の不思議を体験：ビ
ッグベア湖、ジョシュアツリー
国立公園、グランドキャニオン

コース & プログラム
英語コース
• 半日英語コース
General English

• セミ集中英語コース
Semi-Intensive English

• 集中英語コース
Intensive English

• 長期8ヶ月留学プラン
Academic Year

• 中期5・6ヶ月留学プラン
Academic Semester

試験対策/大学進学準備
• TOEFL iBT® & アカデミック英語
• GMAT®/GRE® 試験対策

アクセス：

15744 Goldenwest Street,
Huntington Beach, CA 92647
kaplan.to/goldenwest

	
facebook.com/

kicGoldenWestCollege

Disneyland
Resort

The Second City

North Avenue
Lincoln Beach
Park Zoo

The Magnificent Mile

Aquarium of
the Pacific

Navy
Pier
United
Center

Millennium Park

Newland House
Museum

Willis Tower
Art Institute of
Chicago

Shedd Aquarium
Museum of Science
and Industry
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Sunset
Beach

詳しい情報はこちら：kaplan.to/jp

Van Skate
Park
Bella Terra Mall

Surfer’s
Hall of Fame
Catalina
Island

International
Surfing Museum

Huntington
State Beach

49

ウェストウッド

ウィディア

ハリウッドサインのすぐそばにある夢の街。見上げるとカリフォルニアの
太陽とパームツリーの開放感

魅力的なロサンゼルス郊外にあるキャンパスで
アメリカのカレッジライフを満喫

両センター共通

両センター共通

コース & プログラム

これは必見

英語コース
• 半日英語コース

• ハリウッドを巡るバスツアー
でウォーク・オブ・ザ・フェ
イム、サンセットブルーバー
ド、富豪や有名人の邸宅を見学

General English

• セミ集中英語コース

• グリフィス天文台で星空を眺
めたら、ちょっと足を延ばし
てハリウッドサインの眺めを
堪能

Semi-Intensive English

• 集中英語コース
Intensive English

• 長期8ヶ月留学プラン

• サンフランシスコ、サンディ
エゴ、ラスベガス、ディズニ
ーランドの週末旅行を楽しむ

Academic Year

• 中期5・6ヶ月留学プラン

ウェストウッドビレッジのしゃれた
カフェ、劇場、ブティックを散策し
ていると、有名人の姿を見かけるこ
とは珍しくありません。ウェストウ
ッドは、ビバリーヒルズやベルエア
地区といった華やかな雰囲気と、名
門のカリフォルニア大学ロサンゼル
ス校（UCLA）がある活気あふれる
学園都市の2つの魅力があります。
ハリウッドヒルズに足を運んでロデ
オドライブに立ち並ぶ有名人の豪邸
を眺めたり、ウォーク・オブ・フェ
イムを散策してマリリン・モンロー
やエルビス・プレスリーの足跡をた
どったり、カレッジフットボールの
試合で UCLA の学生と盛り上がった
りするのはいかがでしょう。
当センターは、UCLA からわずか数
分の場所にあり、バスに乗れば、サ
ンタモニカの美しいビーチにもあっ
という間に到着します。

おすすめポイント
• 演技ワークショップやサーフィンレ
ッスンなどの充実したソーシャルプ
ログラム
• ウェストウッドは徒歩で移動できる
エリア。センター周辺にはバス停や
シェアバイクが利用できるスポット
あり
• ミュージックルームと居心地のいい
2つの学生ラウンジがある大規模で
モダンな施設

Academic Semester

• ビジネス英語コース

Business Supplementary
*
ウェストウッド校のみ

試験対策/大学進学準備
• TOEFL iBT & アカデミック
英語
®

• GMAT®/GRE® 試験対策
*

ウェストウッド校のみ

アクセス：
LAウェストウッド校

1100 Glendon Avenue,
Los Angeles, CA90024
kaplan.to/jp-westwood

	
facebook.com/kiclosangeles
ウィディア校

13509 Earlham Drive,
Whittier, CA 90608
kaplan.to/jp-whittier

	
facebook.com/

kiclosangeleswhittiercollege

ウィディア校は、ロサンゼルスの富
裕層が多く暮らすオレンジ郡の境に
キャンパスを構える、こじんまりと
したリベラルアーツカレッジ内にあ
ります。カレッジのキャンパスを利
用できるため、アメリカの学生のキ
ャンパスライフを実際に体験できま
す。クラブ活動に参加したり、観客
席に座って試合を観戦したり、アメ
リカの学生と一緒に寮生活が送れる
唯一のセンターですので、フレンド
リーなネイティブスピーカーと友だ
ちになり、英語で話す練習をするチ
ャンスがたくさんあります。またロ
ケーションに関して、ウィディアは
自身のペースで、街の暮らしを体験
できる理想的な場所です。

おすすめポイント
• ウィディアは、学部生向けの教育に
おいてアメリカ国内で最高の教育機
関の1つにランクイン（『Princeton
Review』による）

• エンジェルス国立森林公園で
滝を見たり山歩きをしたりし
て、カリフォルニアの自然を
体感
• サンセットビーチの砂浜で
ピクニック

• 図書館、ジム、テニスコート、バス
ケットボールコート、陸上競技場、
オリンピックサイズのスイミングプ
ールなど、カレッジの幅広い設備が
すべて利用可能
• カレッジのメインカフェテリア「キ
ャンパスイン」で、ウィディアの学
生たちと一緒に食事
Hollywood
Sign

Universal Studios
Hollywood
Griffith Observatory

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

The Getty
Center

Venice Beach

Kaplan Whittier
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エンパイアーステート

ソーホー

マンハッタンの超高層ビルから、スーパーヒーローになった気分で、
世界で最も刺激的な街のパノラマビューを楽しむ

おしゃれなブティック、斬新なアートスタジオ、ファンキーなバー…
多彩な魅力を放つ、ニューヨーク屈指のお洒落エリア

両センター共通

両センター共通

コース & プログラム

これは必見

英語コース
• 半日英語コース

• フェリーに乗ってエリス島や自
由の女神像へ

General English

• アラジン、オペラ座の怪人、ウ
ィキッドなどのブロードウェイ
ミュージカルを観劇。センター
では毎月1回以上ミュージカル
ツアーを企画！

• セミ集中英語コース
Semi-Intensive English

• 集中英語コース
Intensive English

• メトロポリタン美術館やグッゲ
ンハイム美術館を見学。ニュー
ヨークでは、毎月第１金曜日は
すべての美術館と博物館の入場
料が無料

• 長期8ヶ月留学プラン
Academic Year

• 中期5・6ヶ月留学プラン

エンパイアーステートビルの63階
にある当センターからは、ニュー
ヨークの最高の眺望を楽しむことが
できます。ニューヨークを象徴する
超高層ビル群のまさに中心の場所で
英語を学ぶと、まるで冒険をしてい
るかのような気分を味わえます！
高層階に位置する当センターには学
生の学びをサポートする最新技術が
導入されており、ここからの眺めに
ふさわしい学習効果を得るために必
要なすべてのものが揃っています。
地上に下りれば、グランドセントラ
ル駅、マディソンスクエアパーク、
そして華やかな5番街など、有名な
観光名所にすぐアクセスできます。

おすすめポイント
• 最新設備の整った19のクラスルー
ムから素晴らしい眺めも堪能できる
• 実績ある学生メンタープログラムの
実施を通じて、参加者はリーダーシ
ップスキルを伸ばしつつ、学生生
活に関する動画でのお知らせを毎週
作成
• 生徒がマンハッタンの劇場でのお
芝居に出演できる「英語 & シアタ
ー」プログラムを実施

Academic Semester

• ビジネス英語コース

Business Supplementary

• 集中ビジネス英語コース
Business Intensive
※ソーホー校のみ

試験対策/大学進学準備
• TOEFL iBT® & アカデミック英語
• GMAT®/GRE® 試験対策
※ソーホー校のみ

アクセス：
エンパイアーステート校
350 Fifth Avenue,
Suite 6308, New York,
NY 10118

kaplan.to/jp-empire
facebook.com/kicnewyork
empirestatebuilding

ソーホー校
623 Broadway,
New York, NY 10012

19世紀、ソーホー地区は活気あふれ
る産業の中心地でした。現在では、
通りを少し歩くとニューヨーク大学
があることから学生はもちろんのこ
と、ファッションに高い関心がある
人やアートを愛する人たちで賑わっ
ています。かつてのソーホーを偲ば
せる見事な装飾とジグザク状の避難
階段が特徴的なキャスト・アイアン
建築の建物が見られる一方で、今で
はしゃれたバーやクラブ、デザイ
ナーズショップが、昔ながらの建築
物の中に点在しています。
当センターは、ニューヨークで最も
有名な通りの1つであるブロードウ
ェイに面しており、チャイナタウン
やリトルイタリーなどを散策するの
にとても便利な場所にあります。歴
史を感じさせる重厚な建物の内部に
は、最先端の設備が揃っています。

おすすめポイント
• ニューヨークの5つの区すべてにバ
スと電車でアクセスが可能な交通網
の中心に立地。ブロードウェイ経由
でミッドタウンが徒歩圏内
• プロフェッショナルな英語環境での
効果的なコミュニケーション力を身
につけたい学生に人気のビジネスコ
ースを提供
• 最優秀学生を称えるパーティーを月
ごとにテーマを変えて開催

• イーストビレッジではベーグル
のスモークサーモンサンドやラ
イ麦パンのパストラミサンドイ
ッチ、コニーアイランドではホ
ットドッグなどのニューヨーク
伝統の食べ物に挑戦
• ニューヨークの有名スポーツチ
ーム（ヤンキースやレンジャー
ズなど）の試合を観戦。センタ
ーでも毎月観戦ツアーを企画

Metropolitan Museum of Art
Theater District
Times Square

Empire State Building
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kaplan.to/jp-soho
facebook.com/kicnewyorksoho
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マイアミ

フィラデルフィア

サルサのリズムとパームツリー、アイスクリーム色の建物が立ち並ぶ街には、
人生を謳歌する人々が暮らしている

壮大な夢を求め、ワーキングクラスの不屈の精神によって築かれた街。
自由の鐘で知られ、フィリーチーズステーキ発祥の地

キラキラと輝くビーチ、紺碧の海と
1年中降り注ぐ日差し。それだけで
も十分魅力的ですが、マイアミはた
だ日光浴を楽しむだけの場所ではあ
りません。サウスビーチ地区の通り
にはパステル色のアールデコ建築が
立ち並び、ラテンミュージックが流
れています。この町はキューバとの
つながりが強いため、南国の雰囲気
をそこかしこに感じることができま
す。リトルハバナを散策してキュー
バンコーヒーやモヒートを味わい、
1930年代のジャズクラブでダンス
を踊り、ビスカヤ博物館の豪華絢爛
な建物と庭園を見学するのがおすす
めです。
当センターは歴史的なコーラルゲイ
ブルズ地区に位置し、マイアミ大学
やレストラン、カフェが軒を連ねる
ミラクルマイルの近くです。「シテ
ィー・ビューティフル」の別名を持
つコーラルゲイブルズは、地中海風
の邸宅や広場、噴水で知られていま
す。

おすすめポイント
• マイアミメトロの駅、バス停、
コーラルゲイブルズ地区の無料
トロリーサービスまで徒歩2分
• 現代的で空調完備の教室と居心
地のいい学生ラウンジ
• オーランドへの週末旅行からサ
ッカー大会まで、イベント満載
の充実したソーシャルプログ
ラム

これは必見
• ビーチでバレーボール、キーラ
ーゴ島沖でシュノーケリング
• サンゴ礁で囲まれた浅い海をイ
メージして1920年代に作られ
た、洞窟や滝がある美しいスイ
ミングプール「ベネチアンプー
ル」でスイミング
• エバーグレーズ国立公園を訪
問、美しいフロリダキーズ諸島
を旅行、ディズニーワールドで
週末を過ごす

コース & プログラム
英語コース
• 半日英語コース
General English

• セミ集中英語コース

Semi-Intensive English

• 集中英語コース
Intensive English

• 長期8ヶ月留学プラン
Academic Year

• 中期5・6ヶ月留学プラン
Academic Semester

試験対策/大学進学準備
• TOEFL iBT® & アカデミック英語
• GMAT /GRE 試験対策
®

®

アクセス：

当センターは、街の中心部に位置し、
近くには歴史的建造物である市庁舎
や、カラフルなモザイクアートの迷
宮マジックガーデンがあります。

4425 Ponce de Leon Blvd,
Suite 1612,
Coral Gables, FL 33146
kaplan.to/jp-miami
facebook.com/kicmiami

Miami
International
Airport
Little
Havana

Wynwood
Walls

Miracle Mile

Miami
Beach

Perez Art
Museum

Bayside
Marketplace

アメリカの最初の首都であったフィ
ラデルフィアは、歴史にあふれた街
です。アメリカ独立戦争で中心的な
役割を果たした街は、親しみやすく
気さくな雰囲気が魅力で、生活費も
割安です。フィラデルフィアはおい
しいサンドイッチと芸術の街として
有名です。また伝説のチャンピオン
「ロッキー・バルボア」を描いたボク
シング映画の舞台であり、アメリカ
合衆国建国の父アレクサンダー・ハ
ミルトンの故郷としても知られてい
ます。馬車で通るために作られた旧
道を散策したり、ベンジャミン・フ
ランクリン橋のふもとで開かれるコ
ンサートに行ってみたり、工芸品や
食べ物の店がひしめくレディング
ターミナルマーケットをのぞいてみ
たりするのもいいでしょう。

South Beach and
Ocean Drive

Vizcaya Museum
and Gardens

おすすめポイント
• 街の中心部に位置し、バス停、
および地下鉄とSEPTAの駅へ
はすべて徒歩数分以内
• 最新設備が整った17の教室、
快適な学生ラウンジ、コンピュ
ーター室
• ニューヨーク、ワシントン
D.C.、アトランティックシテ
ィーへの小旅行を定期的に企
画。これらの都市への移動時間
はすべて2時間以内

これは必見
• アメリカ独立の象徴である自由
の鐘と一緒に写真撮影
• フィラデルフィア美術館の正面
の階段を駆け上って映画「ロッ
キー」の有名なシーンを再現し
てから、近くにある「LOVE」
の彫刻をチェック
• アイビーリーグの1校であるペ
ンシルベニア大学を含む、90
に上る地元の大学やカレッジを
訪問

コース & プログラム
英語コース
• 半日英語コース
General English

• セミ集中英語コース

Semi-Intensive English

• 集中英語コース
Intensive English

• 長期8ヶ月留学プラン
Academic Year

• 中期5・6ヶ月留学プラン
Academic Semester

試験対策/大学進学準備
• TOEFL® & アカデミック英語
• GMAT®/GRE® 試験対策

アクセス：

1222 Walnut Street,
2nd Floor,
Philadelphia, PA 19107
kaplan.to/jp-philly

	
facebook.com/kicphiladelphia

Philadelphia Zoo

Philadelphia Museum of Art
Rocky Statue and
Rocky Steps
Franklin
The Franklin Institute
Square
National
University of
Constitution
Pennsylvania LOVE Park
Center
City Hall
One Liberty
Observation Deck

Liberty
Bell

Miami
Seaquarium
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ポートランド

サンディエゴ

木々の陰から姿を見せる、ユニークで自然がいっぱいのこの街は、
「個性を重んじる」ことに誇りを持っている

波の音に耳を澄まし、髪を揺らす心地よい潮風を満喫したら、
サーファーの楽園として知られるこの街でタコスをほおばる

木々が生い茂る山々に囲まれたポー
トランドには、緑豊かな公園が点在
します。まるでこの街そのものが森
の中にあるかのようです。ポートラ
ンドといえば自転車、インディーズ
の 音 楽 シ ー ン、そ し て「Keep
Portland Weird（個 性 的 で い こ う
ぜ！ポートランド）」というスローガ
ンで有名です。この街は、エキセン
トリックな人や流行の最先端を行く
人、そして進歩的な考えを持つ人に
とって、風変わりでユニークなもの
に対する愛情を表現する格好の場所
なのです。ミシシッピ地区でレコー
ドを買ったり、海外としては最大規
模の日本庭園を訪れたり、世界でた
だ1つの電気掃除機博物館などのユ
ニークな観光を楽しんだりするのも
おすすめです。
当センターは、おしゃれで活気に満
ちたパール地区にあり、周辺には
アートギャラリー、地ビール醸造所、
サードウェーブのコーヒーショップ
が立ち並びます。古本と新刊本を扱
う世界最大の書店「パウエルズ・シ
ティ・オブ・ブックス」へはセンター
から徒歩5分です。

おすすめポイント
• シアトルやバンクーバー行きの
電車などの停留所から歩いて
すぐ
• マルチメディアセンターや図書
室などの充実した設備
• 学生が英語を話す練習をし、キ
ャリアスキルを身につけて経験
を積むためのボランティアによ
るドライブを定期的に実施

これは必見
• コロンビア川渓谷でオレゴンの
滝や山々を眺める
• ポートランドで評判の、最新映
画を観ながら自家醸造ビールと
食事が楽しめるパブを訪問
• 周辺のマウントフッドスキー場
で北米で最も長いスキーシーズ
ンを満喫

コース & プログラム
英語コース
• 半日英語コース
General English

• セミ集中英語コース
Semi-Intensive English

• 集中英語コース
Intensive English

• 長期8ヶ月留学プラン
Academic Year

• 中期5・6ヶ月留学プラン
Academic Semester

試験対策/大学進学準備
• TOEFL iBT® & アカデミック英語
• GMAT®/GRE® 試験対策

アクセス：

323 NW 13th Ave, Suite 305,
3rd Floor,
Portland, OR 97209
kaplan.to/jp-portland
facebook.com/kicportland

当センターはこれらすべてを楽しめ
る最高の立地にあり、近隣にはバー
やクラブがひしめくガスランプク
ォーターもあります。

おすすめポイント
• 一年を通してビーチの近くの滞
在先が選択可能
• 最新の設備が揃った20の教
室。すべての教室に電子黒板を
設置
• ジュニア向けオーダーメイドコ
ースが利用可能

これは必見

コース & プログラム
英語コース
• 半日英語コース
General English

• セミ集中英語コース
Semi-Intensive English

• 集中英語コース
Intensive English

• 長期8ヶ月留学プラン
Academic Year

• 100年以上の歴史があり、世界
の動物園のトップ10に選ばれ
ているサンディエゴ動物園を
見学

• 中期5・6ヶ月留学プラン

• 海でクジラやイルカの姿が見ら
れるボートツアーに参加

試験対策/大学進学準備
• TOEFL iBT® & アカデミック英語

• センターからわずか数分の場所
にあるペトコパーク球場で野球
観戦

Academic Semester

• ビジネス英語コース

Business Supplementary

• GMAT®/GRE® 試験対策

アクセス：

660 6th Avenue
San Diego, CA 92101
kaplan.to/jp-sandiego

	
facebook.com/kicsandiego

Forest Park

La Jolla Shores
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美しいビーチが70マイルも続き、年
間を通じて明るい日差しに恵まれ、
甘美で楽しい雰囲気に満ちたサンデ
ィエゴ。この街がカリフォルニアの
サーフカルチャーの中心地であると
いうのはうなずけます。さらに、こ
の街の魅力は、太陽、海、砂浜だけ
ではありません。メキシコ北部の都
市ティフアナとの国境に面したサン
ディエゴには、メキシコ料理や新鮮
なシーフードが楽しめるレストラン
が軒を連ね、独自のフュージョン料
理「カリ・バハ」が味わえます。ラ
ホヤビーチでキャンプファイヤーを
しながらマシュマロを火であぶった
り、美しい庭園や動物園が楽しめる
バルボアパークを散策したり、アン
ザボレゴ砂漠州立公園のハイキング
コースを歩いたりするのもおすすめ
です。

Tom McCall
Waterfront Park

詳しい情報はこちら：kaplan.to/jp
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SAN FRANCISCO
バークレー

サンフランシスコ

サンフランシスコ湾の東側に位置するこの美しいカレッジタウンには
自由な発想を持ち、知性あふれる人々が集う

太平洋を見下ろす丘の上にあるサンフランシスコ。
この街では空にさえ手が届きそうな気がする

両センター共通

両センター共通

コース & プログラム

これは必見

英語コース
• 半日英語コース

• グリーン・デイやAFIもかつて
出演した伝説的な924ギルマン
クラブでライブ演奏を楽しむ

• セミ集中英語コース

• 週末には、ヨセミテ国立公園、
ワインカントリー、タホ湖へ小
旅行

General English

Semi-Intensive English

• 集中英語コース

• ゴールデンゲートブリッジを自
転車で渡り、見事な眺望を堪能

Intensive English

• 長期8ヶ月留学プラン
Academic Year

• 中期5・6ヶ月留学プラン

バークレーでは、1960年代にヒッ
ピー文化と公民権運動が大きな盛り
上がりを見せました。今でも、独自
の発想を持ち主流派に疑問を投げか
けるアーティスト、理想主義者、哲
学者を魅了しています。この街の先
進的な文化の中心にあるのが世界ト
ップ10の大学に選ばれたカリフォ
ルニア大学バークレー校です。当セ
ンターは、この大学から歩いてわず
か数分の場所にあります。バーク
レー校のシンボルともいえるサザー
タワーから地平線を眺めたり、ひな
壇式の花壇が美しいローズガーデン
で思いを巡らしたり、街に多数ある
コーヒーショップでの知的な議論に
備えて知性を磨いたりするのはいか
がでしょう。日が沈んでからもバー
クレーは活気に満ちています。ライ
ブ演奏を聴きに行ったり、クラフト
ビールが飲める人気店を訪れたりし
て楽しめます。

おすすめポイント
• 周辺にはゴールデンゲートブリッジ
の絶景が楽しめるクレアモントキャ
ニオンがあり、サンフランシスコか
らわずか20分
• アドバイザーのサポートを受けて現
地大学やカレッジのプログラムに
参加
• カプランを中級（上）レベルで修了
した学生は、その修了証書にてバー
クレー シティ カレッジに入学可能

Academic Semester

• ビジネス英語コース

Business Supplementary
※サンフランシスコ校のみ

試験対策/大学進学準備
• TOEFL iBT® & アカデミック英語
• GMAT /GRE 試験対策
®

®

アクセス：
バークレー校

150 Berkeley Square,
Berkeley, CA 94704
kaplan.to/jp-berkeley
facebook.com/kicberkeley

サンフランシスコ校

149 New Montgomery Street,
San Francisco, CA 94105
kaplan.to/jp-sanfran

	
facebook.com/

kicsanfrancisco

丘陵であるサンフランシスコの街並
みでは、大空の下はるか遠くまで広が
る地平線を一望することができます。
この街が、可能性を信じ、挑戦するこ
とを重んじる気風を誇りに思うのも
当然かもしれません。ゴールドラッシ
ュからヒッピー運動の頂点ともいえ
る「サマー・オブ・ラブ」、そしてハ
イテクブームまで、この街は常にあら
ゆる人々を受け入れ、大胆で斬新な発
想を重んじてきました。サンフランシ
スコはツイッターやインスタグラム
などの企業の本拠地であるだけでな
く、カルチャーが盛んな街として最先
端のアート、音楽、食べ物を提供して
います。フィルバートステップスの庭
園の先にあるアールデコ様式のコイ
トタワーに上って素晴らしい眺めを
楽しんだり、ミッション地区でおいし
いタコスをほおばったり、数々のスト
リートフェアやアートフェスティバ
ルを巡って創作意欲をかき立てたり
するのもいいでしょう。
当センターを構える歴史的な建物は、
市内の活気あふれるユニオンスクエ
ア地区にあり、周辺にはメイシーズデ
パートや近代美術館があります。
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詳しい情報はこちら：kaplan.to/jp

おすすめポイント
• 自動車は不要。バス、路面電車、ケ
ーブルカーの停留所がすぐそばにあ
りアクセス良好

• サンタクルーズビーチのジェッ
トコースターに乗り、スリルを
味わいながら太平洋の眺めを
満喫
• アルカトラズ島でかつて悪名高
い犯罪者が収監された監獄を
見学

• 地元企業に適用される割引が、1階
の人気ベーカリーなどで利用可能
• 週末にヨセミテ国立公園、ナパバレ
ー、ロサンゼルスへの小旅行を定期
的に開催。スタッフに相談して独自
の旅行を計画することも可能

Alcatraz

Golden Gate
Bridge

Pier 39

Lombard
Palace of Fine
Street
Arts Theatre Chinatown
University of
San Francisco

Union
Square

Museum of
Trans America Modern Art
Building
AT&T Park

Painted Ladies
Castro District
Twin Peaks

Mission District
Kaplan Berkeley

5 miles
Northeast
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ダウンタウン

ハイライン

海、山、森を背景にそびえ立つスペースニードルの展望台から、
コーヒーを愛してやまないこの街の多彩な表情が伺える

ピュジェット湾とカスケード山脈の眺めを一望する場所で
活気に満ちた学生コミュニティに参加

両センター共通

両センター共通

コース & プログラム

これは必見

英語コース
• 半日英語コース

• パイクプレイスマーケットで新
鮮なシーフードや工芸品を売る
お店巡り

• セミ集中英語コース

• カラフルな吹きガラスの巨大な
作品が展示された夢の場所「チ
フーリ・ガーデン・アンド・ガ
ラス」を見学

General English

Semi-Intensive English

• 集中英語コース
Intensive English

• カスケード山脈のふもとでスキ
ーやホワイトウォーターラフテ
ィングに挑戦

• 長期8ヶ月留学プラン
Academic Year

• 中期5・6ヶ月留学プラン

頂上が雪で覆われた山のふもとをハイ
キング、才能ある次世代のロックバン
ドやヒップホップミュージシャンとの
出会い、居心地のいいコーヒーハウス
でのんびり読書など。どれも経験した
いと決めかねていたら、シアトルに来
てみませんか。当センターはシアトル
中心部の活気あふれるウォーターフロ
ント地区に位置し、ピュジェット湾の
見事な眺めを一望できます。シアトル
の自然がもたらす素晴らしい景色を楽
しみ、多彩な音楽シーンを堪能し、多様
性に富んだ周辺エリアを体感するには
絶好のロケーションです。ニルヴァー
ナやサウンドガーデン、フリート・フォ
クシーズ、マックルモアなどのミュー
ジシャンを輩出したクラブ「エルコラ
ソン」で地元バンドの演奏を楽しんだ
り、穏やかな水面のグリーン湖でカヤ
ックに挑戦したり、キャピトルヒルで
賑やかなナイトライフを満喫したりす
るのもおすすめです。シアトルにはさ
まざまな街の魅力がすべて揃っている
一方で、この街ならではのコーヒーハ
ウスや書店をあちこちで楽しむことが
できます。
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おすすめポイント
• 複数のワシントン州立大学へのスム
ーズな編入が可能。これらの大学の
多くは、英語レベルの証明として
TOEFLやIELTSのスコアの代わりに
カプランの修了証書を使用可能
• 歴史的な建物の中には最新設備が取
り入れられ、ラウンジからはオリン
ピック山脈を一望できる
• バス、電車、フェリーの停留場から
徒歩数分以内の利便性が高い立地

Academic Semester

• ビジネス英語コース

Business Supplementary
※シアトル校のみ

試験対策/大学進学準備
• TOEFL iBT® & アカデミック
英語
• GMAT®/GRE® 試験対策
※シアトル校のみ

アクセス：
シアトル校

51 University Street, Suite 300,
Seattle, WA 98101
kaplan.to/jp-seattle
facebook.com/kicseattle

シアトル

ハイラインカレッジ校

2400 South 240th Street,
Des Moines, WA 98198
kaplan.to/jp-highline

	
facebook.com/

kicseattleHighline
communitycollege

詳しい情報はこちら：kaplan.to/jp

当センターはハイラインカレッジの
キャンパス内にあり、学生は活気ある
環境で勉強に励んでいます。ハイライ
ンカレッジは、グローバル市民の理想
を実現することに力を注いでおり、多
様な文化背景を持つ留学生500人と
ネイティブスピーカー8,000人とが
共に学ぶ、恵まれた環境にあります。
シアトルから南に20分程の場所にあ
る当センターは、周辺には森林や静か
なビーチ、ハイキングコースなどが点
在しており、素晴らしい環境にありま
す。最新設備が整った図書館内に拠点
を置いており、カレッジが所蔵する書
籍、メディア、および電子リソースな
どを利用することができます。全体の
生徒数に対しカプランの学生の比率
が抑えられているため、生徒は親しみ
やすく参加しやすい授業環境のメリ
ットを得つつ、大規模なキャンパスで
のカレッジライフを満喫できます。

おすすめポイント
• ジム、ビジネスセンター、食堂な
ど、キャンパス内のすべての施設が
利用可能
• ハイラインカレッジの学部生向けプ
ログラムへの編入ができ、TOEFL
のスコアの代わりにカプランの修了
証書を使用可能

• スノコルミーフォールズの絶景
を眺めたり、マウントレーニア
国立公園でハイキングを満喫
• バラードロックスで夏のミュー
ジックフェスティバルまたはマ
ッカウホールでバレエ鑑賞を楽
しむ

• 就職フェア、ダンス、会話クラブ、
小旅行などのクラブ活動、プログラ
ム、アクティビティを留学生に提供

Kaplan Highline 20 mins
South
College

Space
Needle

Museum of
Pop Culture
Chihuly Garden and Glass

Olympic Sculpture Park

Seattle
Aquarium

Pike Place
Market
Frye Art
Seattle Art Museum
Museum
Pioneer
Square
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サンタバーバラ

ワシントンD.C.

緑豊かな丘、温暖な海、花で彩られた通り
太平洋の海沿いにある地中海に似た街で優雅な雰囲気に触れる

アメリカの歴史ある首都で大通りを歩けば、
光り輝く記念碑の数々が、この国の理想の追求と努力を語りかけてくる

洗練された雰囲気が魅力の街・サン
タバーバラでは、空と海の眺めを遮
る高層ビルは１つも見当たりませ
ん。赤い瓦屋根、真っ白な漆喰壁、
ヤシの木とブドウ園…サンタバーバ
ラでは、イタリアのトスカーナ地方
やスペインの街に迷い込んだような
錯覚を覚えることがあります。でも、
真っ白な砂浜が広がるビーチは、ま
さにカリフォルニアそのものです。
当センターから少し足を延ばして、
花で彩られたステートストリートを
ぶらぶらしながら、ビーチに向かっ
て散歩してみましょう。通りにはテ
ラス席があるしゃれたワインバーや
センスの良いブティックが軒を連ね
ています。一方、賑やかなファンク
ゾーン地区では、サンタバーバラの
「今」の魅力を体感できます。ここに
はストリートアートで埋め尽くされ
た倉庫が立ち並び、改装された建物
内には、ナイトクラブやアートスタ
ジオ、サーフショップが入っていま
す。

おすすめポイント
• サンタバーバラの主要な交通ハ
ブがすぐそこの利便性が高い立
地。街やそれ以外の場所へもバ
スや電車で移動が可能
• 週末にはロサンゼルス、サンフ
ランシスコ、サンディエゴ、ラ
スベガスへの小旅行を定期的に
開催
• PS4やテーブルサッカー、卓球
台が完備されたゲーム室で友だ
ちと交流

これは必見
• 砂浜で日光浴を楽しんだら、歴史
ある埠頭「スターンズワーフ」で
海を行き来する船を眺める
• 18世紀に建てられた伝道所の
建物のそばで毎週開催されるフ
ァーマーズマーケットをのぞい
てみる
• 周辺のチャンネル諸島へのボー
トツアーに参加し、シュノーケ
リングやホエールウォッチング
を楽しむ

コース & プログラム
英語コース
• 半日英語コース
General English

• セミ集中英語コース
Semi-Intensive English

• 集中英語コース
Intensive English

• 長期8ヶ月留学プラン
Academic Year

• 中期5・6ヶ月留学プラン
Academic Semester

試験対策/大学進学準備
• TOEFL iBT® & アカデミック英語

アクセス：

27 East Cota Street,
Santa Barbara, CA 93101
kaplan.to/jp-santabarbara
facebook.com/kicsantabarbara

Santa Barbara Botanic Garden
Old Mission
Santa Barbara

ワシントンD.C.は、南北戦争から公
民権運動まで、アメリカの歴史上最
も劇的な出来事の主要な舞台になっ
た街であり、アメリカ現代政治の中
心地でもあります。連邦議会議事堂
で上院議員たちが討論する様子を見
学したり、アブラハム・リンカーン
像の足元で一休みしたり、ホワイト
ハウスの見学ツアーに参加してみる
のもおすすめです。この街は、スキ
ャンダルや争い、議事妨害に満ちた
政治の世界を垣間見ることだけでは
ありません。ジョージタウンやデュ
ポンで一晩中ダンスを踊ったり、国
立樹木園の広々とした芝生でのんび
り過ごしたり、U ストリートに足を
運んで最高のライブ演奏を楽しんだ
りすることもできます。
当センターは、そびえ立つ姿が目を
引くワシントン記念塔と静かな水面
が印象的なリフレクティングプール
から徒歩10分の場所にあり、ホワイ
トハウスからはわずか6ブロックの
距離です。

おすすめポイント
• 学校がある建物はワシントン
D.C.の中心地に立つ最先端の
ビル。16あるすべての教室に
電子黒板を導入
• 公共交通機関（市が運営するシ
ェアサイクルを含む）の利用が
便利な立地

コース & プログラム
英語コース
• 半日英語コース
General English

• セミ集中英語コース
Semi-Intensive English

• 集中英語コース
Intensive English

• センターには、勉強したりリラ
ックスしたりするのにぴったり
な、コンピューター室と居心地
の良い休憩室を完備

• 長期8ヶ月留学プラン

これは必見

試験対策/大学進学準備
• TOEFL iBT® & アカデミック英語

• 世界最大の博物館群「スミソニ
アン博物館」を見学
• 市内で最も歴史ある地区、ジョ
ージタウンを通ってポトマック
川を下るボートツアーに参加
• ジョン・F・ケネディ舞台芸術
センターで最高の舞台を観劇

Academic Year

• 中期5・6ヶ月留学プラン
Academic Semester

• GMAT®/GRE® 試験対策

アクセス：

1100 G Street NW,
Washington, D.C. 20005
kaplan.to/jp-washington
facebook.com/kicwashington

Washington
National
Cathedral

National
Zoo

Embassy Row
Goleta
Butterfly
Grove

Santa Barbara
County Courthouse
Santa Barbara
Museum of Art

Santa
Barbara
Zoo

Santa Barbara
Farmers Market East Beach
MOXI, The Wolf Museum
of Exploration + Innovation

West Beach

Santa Barbara Museum of
Natural History and
the Sea Center

Stearns Wharf

Leadbetter Beach
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詳しい情報はこちら：kaplan.to/jp

DuPont Circle
Neighborhood
Georgetown
Waterfront

The White House

The United
States Capitol

Smithsonian Institution

(Includes 11 free museums)

Tidal Basin
Arlington
Cemetery

Supreme
Court

National Mall
and Memorial Park

The Wharf
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トロント

バンクーバー

ナイアガラの滝からほど近い、未来志向の街で、多種多様な文化を体感

山頂が雪で覆われた山々や緑豊かなレインフォレストに囲まれた、
陽気な海沿いの街で英語を学ぶ

自立式建造物として世界一の高さを
誇る CN タワーの下に広がるトロン
トは、街の規模だけでなく、人々の
創造性においても大きな成長を遂げ
ています。トロントは、街全体が清
潔で人々は親しみやすく、生活費が
割安な街と言われることがありま
す。美術館、ナイトクラブ、レスト
ランも充実しており、世界トップク
ラスの大学や光り輝く超高層ビルも
あります。トロントは、国際都市の
賑わいだけでなく、世界の大都市に
は珍しい、落ち着いた魅力も兼ね備
えており、北米で最も治安が良く、
世界で最も「暮らしやすい」都市に
ランクインしています。活気と穏や
かさを兼ね備えた街の魅力にひかれ
て、ミュージシャンやアーティスト、
映画製作者が世界中から集まってい
ます。
当センターは市内中心部に位置し、
周辺にはウォーターフロント地区や
人気の都市型ビーチパーク「シュ
ガービーチ」があります。

おすすめポイント
• CNタワーから数分の場所に立
地。ジャック・レイトン・フェ
リーターミナルもすぐそば
• ナイアガラの滝などの地元観光
地のほか、モントリオール、ケ
ベック、ボストン、ニューヨー
ク、シカゴなどの都市への週末
小旅行を定期的に開催
• カナダ国内の大学へのスムーズ
な編入が可能

これは必見
• 世界中から古着や食べ物が集ま
った、活気あふれるケンジント
ンマーケットを見学
• アートギャラリー・オブ・オン
タリオを見学、またはアガ・カ
ーン美術館でイスラム美術の魅
力的なコレクションを鑑賞
• ナイアガラ・エスカープメント
でスキーやロッククライミン
グ、オンタリオ湖でボート漕
ぎ、ハンバー川沿いでインライ
ンスケートに挑戦

コース & プログラム
英語コース
• 半日英語コース
General English

• セミ集中英語コース
Semi-Intensive English

• 集中英語コース
Intensive English

• 長期8ヶ月留学プラン
Academic Year

• 中期5・6ヶ月留学プラン
Academic Semester

• ビジネス英語コース

Business Supplementary

試験対策/大学進学準備
• TOEFL iBT® & アカデミック英語
• IELTS試験対策
• アカデミック英語

English for Academic Pathways

アクセス：

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

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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詳しい情報はこちら：kaplan.to/jp

朝にはスキーを楽しみ、午後には
ビーチでのんびりできる場所は、バ
ンクーバー以外にありません。バン
クーバー市内から車でわずか30分
の場所にあるノースショア山脈のス
キー場では、海の向こうに木々で覆
われた島々を一望できます。また、
バンクーバーは、木々が立ち並ぶ海
岸と柔らかな白い砂浜が続くビーチ
でも有名です。清潔でくつろげるこ
の街は、ナショナルジオグラフィッ
ク誌によって、
「世界最高のビーチタ
ウン」トップ10に選ばれています。
バンクーバーではすべての時間をア
ウトドアで過ごすことも可能です
が、市内の観光もお忘れなく。世界
的美術館、多彩なナイトライフ、活
気に満ちたアートフェスティバル、
それに美食を楽しむことができま
す。北米で最高のお寿司を味わうこ
ともできます！
当センターは、おしゃれなショッピ
ングエリア「アルバーニストリート」
の一角にあり、最寄りのビーチまで
は歩いてわずか15分です。

おすすめポイント
• 地元のバス停、およびスカイト
レインの3駅からすぐ
• カナダ国内の複数の大学にスム
ーズな編入が可能
• スキー旅行と、ウィスラー、ビ
クトリア、シアトルなどの都市
への週末小旅行を頻繁に開催

これは必見

コース & プログラム
英語コース
• 半日英語コース
General English

• セミ集中英語コース
Semi-Intensive English

• 集中英語コース
Intensive English

• 長期8ヶ月留学プラン
Academic Year

• ビクトリア行きのフェリーに乗
ってホエールウォッチング

• 中期5・6ヶ月留学プラン

• ジェリコビーチでカイトボーデ
ィングをしたり、キツラノビー
チの屋外温水プールでスイミン
グしたり

• ビジネス英語コース

• 19世紀に建てられた倉庫街ガ
スタウンで、おしゃれなブティ
ックやレストラン巡りをした
り、ネオンサインがまぶしいグ
ランビルストリートで最もホッ
トなクラブを見つけたり

Academic Semester

Business Supplementary

試験対策/大学進学準備
• TOEFL iBT® & アカデミック英語
• IELTS試験対策
• アカデミック英語

English for Academic Pathways

アクセス：

755 Burrard St,
Suite 300,
Vancouver BC, V6Z 1X6
kaplan.to/jp-vancouver
facebook.com/kicvancouver
Lions Gate
Bridge

Capilano
Suspension Bridge

Stanley
Park Vancouver
Aquarium
English Bay
Gastown

Vancouver
Art Gallery
Kitsilano
Beach Park

Dr. Sun Yat-Sen
Classical Chinese
Garden

Rogers Arena
BC Place
Science
Granville
World
Island
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目次

イギリスとアイルラン
ドのさまざまな都市や
地方の街をご覧くださ
い。そこでは悠久の歴
史と現代のイノベーシ
ョンが融合していま
す。それぞれに特色を
持つ11校から、ご自身
に合ったロケーション
を見つけてください。

67 バース
68 ボーンマス
69 ケンブリッジ
70 エジンバラ
71 リバプール
72 ロンドンレスタースクエア
73 ロンドンコベントガーデン
74 マンチェスター
75 オックスフォード

バース

76 トーキー
77 ダブリン

エジンバラ

古代の歴史が感じられるスパで温泉に浸かってリラックスしたり、
古き良きのイギリスの優雅な歴史に触れる
マンチェスター
ダブリン

リバプール

ケンブリッジ
オックスフォード
バース
ロンドン
トーキー
ボーンマス

2000年にわたって、バースの天然温
泉には、緑が広がる田園地帯やはち
みつ色の石造りの街に多くの旅人た
ちが集まってきました。三日月形の
曲線が美しいテラスハウスで有名な
バースは、イギリスで最も美しい街
の1つであり、18世紀の壮麗な建築
物と保存状態が極めて良好なローマ
浴場があるこの街そのものが、ユネ
スコの世界遺産に登録されていま
す。
当センターは歴史的な建物にセン
ターを構え、周辺には中世の修道院
があります。市中心部のカフェ、シ
ョップ、レストランもすぐ近くです。
イギリスの小説家ジェーン・オース
ティンがインスピレーションを受け
た通りを散策するにはぴったりな場
所です。

イギリス & アイルランド

おすすめポイント
• 短期間での英語力アップに役
立つマンツーマンレッスンを
割引価格で提供
• 落ち着いた雰囲気のある共有ス
ペース
• ティーンおよび40歳以上の学
生を対象にしたオーダーメイド
のコースを提供

これは必見
• 温泉を見渡せるジョージアン様
式の豪華なサロン「パンプルー
ム」でクリームティーを楽しむ

コース & プログラム
英語コース
• 半日英語コース
General English

• セミ集中英語コース
Semi-Intensive English

• 集中英語コース
Intensive English

• 長期8ヶ月留学プラン
Academic Year

• 中期5・6ヶ月留学プラン
Academic Semester

• ビジネス英語コース

Business Supplementary

• ジェーン・オースティン・セン
ターで、摂政時代のボンネッ
ト、シルクハット、ドレスなど
を試着

試験対策/大学進学準備
• IELTS試験対策

• 壮大な眺めのチェダー渓谷を訪
れたり、神秘的な雰囲気のスト
ーンヘンジへの小旅行に参加し
たり

アクセス：

※ご要望に応じて提供可能

その他のプログラム
• クラシックプログラム（40＋）
5 Trim Street,
Bath, BA1 1HB
kaplan.to/jp-bath
facebook.com/kicbath
Royal
Crescent
Georgian
Garden
Pulteney
Bridge

Jean Austen
Centre
Theatre Royal
Odeon Cinema

Bath Rugby
Football Club

Roman Baths

Bath Abbey
Thermae Bath Spa

Stonehenge
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詳しい情報はこちら：kaplan.to/jp
詳しい情報はこちら：kaplan.to/jp

1 Hour Drive
South West

Bath Train
Station
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ボーンマス

ケンブリッジ

色とりどりのビーチハウスに埠頭でのアトラクション
魅力あふれるイギリスの海辺の街へようこそ

パント船に乗って川を下り、石畳の道をサイクリング、
800年の歴史を誇る学問の街に足を踏み入れる

7マイルにわたる金色の砂浜、切り
立った断崖、日差しいっぱいの気候
で有名なボーンマスは、ビクトリア
王朝の時代からイギリスで人気のリ
ゾート地として不動の地位を誇りま
す。数々の受賞歴がある庭園やワイ
ト島の素晴らしい眺めが楽しめる
ボーンマスが、魅力ある海辺の街と
して、イギリスではナンバーワン、
ヨーロッパ全体では第4位に選ばれ
ているのも当然だと言えるでしょ
う。
この陽気なリゾート地で楽しめるこ
とは、ビーチでのピクニックや埠頭
の散策だけではありません。ボーン
マスは活気あふれる大学の街でもあ
り、レストラン、カクテルバー、ナ
イトクラブ、コメディ劇場で充実し
たナイトライフを楽しむこともでき
ます。ボーンマス校は、イギリス国
内のカプラン英語学校の中で最大規
模のセンターであり、ゆったりとし
たモダンなビル内にセンターを構え
ます。ビーチや街の中心部からはバ
スでわずか5分の場所にあります。

おすすめポイント
• カプラングループがイギリス国
内に展開するセンターの中で最
も長い歴史と規模を誇る
• 落ち着いた雰囲気の共有スペ
ース
• 新しい学生レジデンスはボーン
マスで最も高いビル内にあり、
海の眺めを楽しめる

これは必見
• 美しいビーチでサーフィン、セ
ーリング、バードウォッチング
に挑戦
• 凶暴なサメから可愛らしいクマ
ノミまで、100以上の海洋生物
が見れる、ボーンマス海洋水
族館
• ジュラシックコーストとダード
ルドアの不思議な形をした岩の
アーチを巡るバスツアーに参加

コース & プログラム
英語コース
• 半日英語コース
General English

• セミ集中英語コース
Semi-Intensive English

• 集中英語コース
Intensive English

• 長期8ヶ月留学プラン
Academic Year

• 中期5・6ヶ月留学プラン
Academic Semester

• ビジネス英語コース

Business Supplementary

※ご要望に応じて提供可能

試験対策/大学進学準備
• IELTS試験対策
130 –136 Poole Road,
Bournemouth, BH4 9EF
kaplan.to/jp-bournemouth
facebook.com/kicbournemouth

Bournemouth
Train Station

The Avenue
Shopping Centre
Lower Gardens

Bournemouth
Beach
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• ケンブリッジ大学での講演会に
参加し、ゲストスピーカーの興
味深いプログラムから学ぶ
• 夏にはプライベートガーデンで
バーベキューを開催
• 長期留学プランを受講するすべ
ての生徒に、レンタサイクルを
で提供

これは必見
• キングズカレッジの壮麗なゴシ
ック建築のチャペル、トリニテ
ィカレッジのグレートゲート、
クイーンズカレッジの中世の中
庭を見学
• ケンブリッジ大学の美しい植物
園を見学

コース & プログラム
英語コース
• 半日英語コース
General English

• セミ集中英語コース
Semi-Intensive English

• 集中英語コース
Intensive English

• 長期8ヶ月留学プラン
Academic Year

• 中期5・6ヶ月留学プラン
Academic Semester

• ビジネス英語コース

Business Supplementary

試験対策/大学進学準備
• IELTS試験対策
• ケンブリッジ英検対策

アクセス：

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

Stansted 22 miles
South
Airport

Meyrick Park

Parliament
Speakers Bureau

親しみやすい雰囲気が魅力の当セン
ターは、静かなニューナム地区内の、
エドワード朝時代に建てられた美し
い建物にセンターを構えます。周辺
にはロザリンド・フランクリンが
DNA の構造を発見したカレッジが
あり、市の中心部からは自転車やバ
スで10分以内です。

おすすめポイント

• イギリスおよび近隣諸国を旅
行。ロンドンへは1時間、スタン
ステッド空港へは30分で到着

アクセス：

Upper Gardens

世界で最も歴史があり、最も偉大な
学園都市であるケンブリッジは、英
語を学ぶ最高の場所だと言えるでし
ょう。ケム川のほとりに立ち並ぶ歴
史漂うカレッジを散策しながら、歴
史に名を残す偉大な作家、科学者、
政治家の足跡をたどりましょう。そ
の後はこの街に数多くある趣きある
パブで、伝統的なパブランチを楽し
みましょう。

Oceanarium
Bournemouth
Pier

詳しい情報はこちら：kaplan.to/jp

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
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エジンバラ

リバプール

丘の上にエジンバラ城がそびえ立ち、
ゴシック様式の高い塔と中世の曲がりくねった通りが印象的な哲学の街

大英帝国時代に海運業の拠点として栄え、ビートルズ誕生の地。
現在でもなお音楽、文化、スポーツの中心地である

知的な議論と同じくらい夜のお祭り
騒ぎが好きな人にとって、エジンバ
ラは心の故郷であるでしょう。有名
大学、素晴らしい図書館や美術館、
そして世界で最高のパブを見つける
ことができます。毎年夏には、世界
最大級のアートフェスティバルを目
当てに、大勢のパフォーマーや演劇
愛好家などの人々で賑わいます。冬
になると、音楽やパレード、ダンス
を楽しみながら新年を迎えるパーテ
ィーが3日間続き、夜が長いこの季
節に街は賑やかな雰囲気に包まれま
す。
当センターは、これらすべてを楽し
むには絶好のロケーションにありま
す。周辺にはショッピングで有名な
目抜き通り「プリンス・ストリート」、
スコットモニュメント、美しいデ
ィーンガーデンズがあります。

おすすめポイント
• IELTS試験準備に特化。通常
のIELTSの授業を提供するほ
か、IELTSの模擬テストを頻繁
に実施
• スコットランドの伝統的なダン
ス、ウイスキー蒸留所見学な
ど、スコットランドならではの
アクティビティが体験ができ
る、充実したソーシャルプログ
ラム
• 見事な景色が楽しめるスコット
ランド高地への週末旅行など、
小旅行を企画

これは必見
• アーサー王の玉座の丘で、エジ
ンバラの伝説に触れる
• ハリーポッターが執筆されたコ
ーヒーショップや、ダイアゴ
ン横丁の着想を得た通りを巡
る、J・K・ローリングのエジ
ンバラツアーに参加
• リアル・メアリー・キングズ・
クローズの迷路のような地下道
を歩くツアー

コース & プログラム

かつては、世界中のありとあらゆる
もの、例えばコーヒー、砂糖、絹織
物 - そして私たち人間も、リバプー
ルの港を経由していました。海運業
で栄えたリバプールの遺産は、ビク
トリア朝時代に建てられた重厚な埠
頭や倉庫群、そしてエドワード朝時
代にこの街の商人や銀行家が自らの
富を誇示するために建設した華美な
装飾の建築物として、今も残ってい
ます。リバプールは今もなお、音楽
分野において世界との交流を続けて
おり、多様な文化の融合拠点として
のこの街の伝統を感じることができ
ます。

英語コース
• 半日英語コース
General English

• セミ集中英語コース
Semi-Intensive English

• 集中英語コース
Intensive English

• 長期8ヶ月留学プラン
Academic Year

• 中期5・6ヶ月留学プラン
Academic Semester

• ビジネス英語コース

Business Supplementary

当センターは、伝説のライバーバー
ドの像が屋根の上から街を見下ろし
ていることで有名な、ロイヤルライ
バービルから歩いてすぐの場所にあ
ります。周辺には、ビートルズが初
めて演奏したキャバーンクラブもあ
ります。

試験対策/大学進学準備
• IELTS試験対策
• ケンブリッジ英検対策

アクセス：

9 Albyn Place,
Edinburgh, EH2 4NG
kaplan.to/jp-edinburgh
facebook.com/kicedinburgh

おすすめポイント
• 地下鉄のムーアフィールズ駅か
ら徒歩2分、最新の学生レジデ
ンスから5分
• リバプールフットボールクラブ
のホームスタジアムとして有名
なアンフィールドスタジアムへ
のツアーを定期的に開催
• 年齢を問わず理想的な学習環
境。25歳以上、および25歳未
満に特化したプログラム

これは必見
• イギリス国教会としては世界最
大規模の聖堂の塔から眺めを楽
しむ

コース & プログラム
英語コース
• 半日英語コース
General English

• セミ集中英語コース
Semi-Intensive English

• 集中英語コース
Intensive English

• 長期8ヶ月留学プラン
Academic Year

• 中期5・6ヶ月留学プラン
Academic Semester

• ビジネス英語コース

Business Supplementary

• 集中ビジネス英語コース
Business Intensive

• リバプールFCとエバートンFC
のどちらかを選んでチームを
応援

試験対策/大学進学準備
• IELTS試験対策

• マージーサイド海洋博物館で、
難破したタイタニック号から引
き揚げられた品々の展示を見学

その他のコース
• クラシックプログラム（40＋）

アクセス：

Cotton House, Old Hall Street,
Liverpool, L3 9TX
kaplan.to/jp-liverpool
facebook.com/kicliverpool
Anfield Stadium

Edinburgh Playhouse
Calton Hill
Palace of
Holyrood

Queen Street

Scottish National
Portrait

Edinburgh
Old Town

Edinburgh Castle
National Museum
of Scotland
Usher Hall

Edinburgh
Airport
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9 miles
West

University of
Edinburgh

詳しい情報はこちら：kaplan.to/jp

World
Museum
The Cavern Club
Liverpool
Liverpool Lime
Waterfront
Street Station
Maritime Merseyside Museum
Albert
Liverpool Cathedral
Dock
Echo Arena
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LONDON
レスタースクエア

コベントガーデン

映画界の重鎮やセレブたちが集う、
ロンドン中心地を歩く

アート好き、グルメ思考、夢想家まで。
ロンドンにはその全てがある

両センター共通

両センター共通

コース & プログラム

これは必見

英語コース
• 半日英語コース

• ナショナルギャラリーやナショ
ナルポートレートギャラリー
で、世界最高の英術作品のコレ
クションを鑑賞。どちらも無料
で入場できる上に、レスタース
クエア校から歩いてすぐ

General English

• セミ集中英語コース
Semi-Intensive English

• 集中英語コース

• カムデンタウンのマーケット
で、ゴシック風アクセサリー、
お買い得なブランドアイテム、
食べ物やアート作品のショッピ
ング

Intensive English

• 長期8ヶ月留学プラン
Academic Year

• 中期5・6ヶ月留学プラン

イギリス映画界の歴史的拠点には、
映画スターたちが続々と集まってき
ます。でも、この街の魅力は新作映
画の華やかなプレミアだけではあり
ません。ソーホーでカウンターカル
チャーの熱気を満喫したり、トラフ
ァルガー広場やウェストミンスター
寺院の素晴らしさにうっとりした
り、活気に満ちた劇場街ウェストエ
ンドで観劇を楽しんだりするのもお
すすめです。このような盛り上がり
の一方で、明確な目標を持ち、英語
の学習を通じてキャリアアップを真
剣に目指す25歳以上の学生にとっ
て、レスタースクエア校は落ち着い
た雰囲気と面倒見の良さで定評があ
ります。
カプランのレスタースクエア校は、
キャリアや進学にフォーカスした
コースに特化しており、工学、医学、
法学分野の英語などの専門英語コー
スにおいて、集中的に英語を学ぶマ
ンツーマンレッスンを提供します。

おすすめポイント
• イギリスのセンターでは唯一、プロ
フェッショナル英語コースを提供。
世界有数のビジネスの拠点であるロ
ンドンで、キャリアアップを目指
せる
• 英語と実務プログラムを提供。英語
とビジネスのスキルを同時に向上さ
せることが可能
• あらゆる分野の幅広いトピックに関
する交流イベントや講演会を頻繁に
開催

Academic Semester

• ビジネス英語コース

Business Supplementary

• 集中ビジネス英語コース
Business Intensive
*レスタースクエア校のみ

試験対策/大学進学準備
• IELTS試験対策
• ケンブリッジ英検対策

アクセス：
レスタースクエア校

3–5 Charing Cross Road,
London, WC2H 0HA
kaplan.to/jp-leicestersquare

コベントガーデン校

3–4 Southampton Place,
London, WC1A 2DA

ジョージアン様式の重厚なこの建物
から一歩外へ踏み出すと、歴史漂う
記念碑と光り輝く超高層ビル、期間
限定のファッションブティックと壮
麗なミュージアム、魅力的なナイト
ライフと王室ゆかりの庭園など、ロ
ンドンのあらゆる魅力が体感できま
す。石畳の通りで有名なロンドンの
コベントガーデンマーケットまでは
ほんの数分で、おしゃれなビンテー
ジショップや、高級ファッションの
ブランド店が立ち並ぶエリアをウィ
ンドウショッピングしたり、世界中
の文明の宝庫を探索するほうが好き
なら、歩いて2分の場所に大英博物
館もあります。
当センターは、優れた英語教育と、生
涯心に残る経験の両方を求める18-25
歳の学生に特に人気があります。

おすすめポイント
• 美しい屋外の中庭は、授業の合間に
リラックスするのにぴったり
• ウェストエンドの受賞歴のあるミュ
ージカルの割引券を提供
• ヨーロッパのさまざまな都市を巡る
小旅行を毎月実施

• バッキンガム宮殿、ビックベ
ン、国会議事堂を見学
• ウェストミンスター寺院やロン
ドン塔の素晴らしい眺めを楽し
める、テムズ川のボートツアー
に参加
• サウスバンクを訪れて、英国映
画協会で名作映画を鑑賞、また
はロイヤルフェスティバルホー
ルでインスタレーションアート
と音楽を楽しむ

Madame Tussauds
London

Oxford Circus

Soho
Theatreland

kaplan.to/jp-coventgarden
facebook.com/
kiclondoncolleges

The British
Museum

Piccaddily Circus
Hyde
Park

Trafalgar
Square
Buckingham
Palace

London Heathrow 19 miles
West
Airport
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詳しい情報はこちら：kaplan.to/jp

London Eye
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マンチェスター

オックスフォード

活気にあふれ、クリエイティブで誇り高き街マンチェスター。
武骨な雰囲気と優しいハートを併せ持つこの街は、訪れる人を温かく迎えてくれる

古き歴史の香り漂う図書館、ゴシック様式の修道院、
中世に建てられた金色の石造りのカレッジなど文化的な都市

世界で一番人気があるフットボール
クラブの拠点であり、熱狂的なファ
ンが多い音楽バンドの出身地でもあ
るマンチェスター。何か刺激的なこ
とが起こりそうな気分にさせてくれ
るだけでなく、実際にエキサイティ
ングなことが起きています！
当センターは、市の中心部の賑やか
なノーザンクォーター地区にありま
す。ここはアーティスト、DJ、イン
ディーバンドのお気に入りのエリア
でもあります。授業が終わったら、
あでやかなビンテージショップや
アートギャラリー巡りをしたり、新
しいレシピのカクテルを味わった
り、カレーマイル地区でイギリスで
一番スパイシーな料理にトライした
りするのもいいかもしれません。サ
ッカースタジアムの立ち見席で英語
のスキルを試さずして、完璧なマン
チェスター留学とは言えません。こ
のため当校では、マンチェスターシ
ティとマンチェスターユナイテッド
のホームスタジアムである、オール
ドトラフォードとエティハドスタジ
アムへの定期的なツアーを企画して
います。

おすすめポイント
• 最寄りのバス停からすぐの立
地。市中心部は無料でバスを利
用できる！
• 医療従事者向けの医療専門英語
テスト（OET：Occupational
English Test）の試験対策コー
スを提供
• 実績ある学生メンタープログラ
ムで、生徒はリーダースキルを
身につけることが可能

これは必見
• ビクトリア朝時代の綿取引所が
あった重厚な建物内に設置され
た、宇宙船のような造りとドー
ム型天井の窓ガラスが印象的な
ロイヤルエクスチェンジシアタ
ーを見学
• 水上タクシーに乗ってマンチェ
スターの歴史ある運河巡り
• 科学産業博物館、または国立サ
ッカー博物館を見学

コース & プログラム

オックスフォードは、学ぶことに貪
欲な学生には最も良い環境でしょ
う。ロンドンからわずか1時間の場
所にある「夢見る尖塔の都市」オッ
クスフォードは、何世紀にもわたっ
て、ジョン・ロック、オスカー・ワ
イルド、そしてマララ・ユスフザイ
などの偉大な人々を育んできまし
た。ボートで過ごすのんびりしたピ
クニックが『不思議の国のアリス』
の創作にインスピレーションを与え
ました。またこの街の神秘的な雰囲
気は、映画ハリーポッターシリーズ
のホグワーツ魔法魔術学校のシーン
に反映されています。

英語コース
• 半日英語コース
General English

• セミ集中英語コース
Semi-Intensive English

• 集中英語コース
Intensive English

• 長期8ヶ月留学プラン
Academic Year

• 中期5・6ヶ月留学プラン
Academic Semester

• ビジネス英語コース

Business Supplementary
※ご要望に応じて提供可能

試験対策/大学進学準備
• IELTS試験対策
• OET試験対策

アクセス：

1 Portland Street,
6th Floor, Manchester, M1 3BE
kaplan.to/jp-manchester

当センターは、トールキンが『ロー
ド・オブ・ザ・リング』を執筆した
場所として知られる優雅なサマータ
ウン地区にあり、エドワード朝時代
の大きな建物内にセンターを構えて
います。周辺にはポートメドゥがあ
り、街の中心からバスや自転車で5
分の場所です。

おすすめポイント
• 温かい料理や冷たいものを食べ
られるスタイリッシュなセンタ
ーカフェを併設。ベジタリアン
やハラルメニューも提供
• 交流、屋外ゲーム、夏のバーベ
キューにぴったりな広々とした
プライベートガーデン
• パリ、アムステルダム、エジン
バラなどの都市への週末小旅行
を企画

これは必見
• オックスフォードを流れる2つ
の川で、パント船を体験！

コース & プログラム
英語コース
• 半日英語コース
General English

• セミ集中英語コース
Semi-Intensive English

• 集中英語コース
Intensive English

• 長期8ヶ月留学プラン
Academic Year

• 中期5・6ヶ月留学プラン
Academic Semester

• ビジネス英語コース

Business Supplementary
※ご要望に応じて提供可能

• 『ハリーポッターと賢者の石』の
舞台に使われた世界最古の図書館
「ボードリアン図書館」を見学

試験対策/大学進学準備
• IELTS試験対策

• J・R・R・トールキンとC・S・
ルイスがのんびりビールを飲み
ながら『ナルニア国物語』と『ミ
ドルアース（Middle Earth）』
について語り合ったパブ「イーグ
ル・アンド・チャイルド」を訪問

アクセス：

108 Banbury Road,
Oxford, OX2 6JU
kaplan.to/jp-oxford
facebook.com/kicoxford

facebook.com/kicmanchester

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.
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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

Oxford Castle
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トーキー

ダブリン

デボン州の緑豊かな丘のふもとに広がる、
「イギリスのリビエラ」として名高いこの街で、砂浜と澄んだ海を体験

文化と文学の薫り高く、音楽も盛んなことで知られる、
多彩な表情を持つ街

この海沿いの愛らしい街は、イギリ
スらしい海辺の魅力と地中海の雰囲
気を兼ね備えています。トーキー特
有の日差しに恵まれた気候の下、ヤ
シの木が青々と茂り、通りにはイタ
リア風別荘とカラフルなショップ、
カフェ、バーが立ち並びます。ロマ
ンチックなプリンセス埠頭を散策し
たり、偉大なミステリー作家アガサ・
クリスティーの家を見学したり、カ
ヤック、ボート、あるいはジェット
スキーでしぶきを上げながら波の中
を進んだりするのもおすすめです。
街の中心から徒歩5分の場所にある
当センターには、美しい敷地内に、
専用のスイミングプール、カフェ、
それに海を一望できる部屋が併設さ
れています。

おすすめポイント
• 短期間での英語力アップに効果
的なマンツーマンレッスンを割
引価格にて提供
• 医療従事者向けの医療専門英語
テスト（OET：Occupational
English Test）の試験対策コー
スを提供
• 夏のひと時を過ごすのに最適な
プライベートガーデンと専用プ
ール

これは必見
• 「アガサ・クリスティー・マイ
ル」を散策し、作品の中に登場
する場所を見学
• デボンの海食洞や入り江で泳い
だり、断崖をよじ登ったりする
「コースタリング」に挑戦
• 海沿いを走る蒸気機関車に乗
り、ダートマス城の敷地内でク
リームティーを楽しむ

コース & プログラム
英語コース
• 半日英語コース
General English

• セミ集中英語コース

Semi-Intensive English

• 集中英語コース
Intensive English

• 長期8ヶ月留学プラン
Academic Year

• 中期5・6ヶ月留学プラン
Academic Semester

• ビジネス英語コース

Business Supplementary

試験対策/大学進学準備
• IELTS試験対策
• OET試験対策
その他のコース
• クラシックプログラム（40歳＋）

アクセス：

30 Ash Hill Road,
Torquay, TQ1 3HZ
kaplan.to/jp-torquay
facebook.com/kictorquay
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
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ウィックロー山脈の自然とアイリッ
シュ海の海岸に囲まれたこの街は、
アイルランドの首都としてモダンな
国際都市の表情を見せつつも、古き
良きアイルランドの歴史を保ち続け
ています。歴史の香り漂う古城から、
真新しいビルが立ち並び、Googleや
Facebook が 拠 点 を 置 く テ ッ ク ク
ォーターまで、ダブリンには印象的
な風景と物語がたくさんあります。
数多くあるパブの中から1軒選び、
ギネスビールを1杯やりながら伝統
音楽の生演奏を楽しんだり、詩人や
革命家の足跡をたどって石畳の道を
散策したり、古くからの漁師町ハウ
スで、水揚げされたばかりの新鮮な
シーフードを味わったりするのもお
すすめです。
当センターは、リフィー川の波止場
周辺にある、高い天井と美しい大窓
が特徴的な18世紀の優美な建物内
にセンターを構えています。ダブリ
ンの活気あふれるテンプルバー地区
の賑やかな雰囲気を満喫するのにぴ
ったりなロケーションです。

おすすめポイント
• 地元の観光名所やイベントに出
かける小旅行を定期的に実施

コース & プログラム
英語コース
• 半日英語コース
General English

• 交通の便が良く、市の中心部か
ら徒歩5分

• セミ集中英語コース

• CELTA教員研修コースおよび
試験を提供する認定センター

• 集中英語コース

これは必見

• 長期8ヶ月留学プラン

• トリニティカレッジで、精巧で
豪華な彩色が施された9世紀の
写本「ケルズの書」を見学

• 中期5・6ヶ月留学プラン

• アビバスタジアムでラグビー観
戦や世界トップレベルのコンサ
ートを楽しむ
• 食べ物、ドリンク、そして楽し
い仲間を提供して800年以上の
歴史があるパブ「ブレイズンヘ
ッド」でのんびり

Semi-Intensive English
Intensive English
Academic Year

Academic Semester

• ビジネス英語コース

Business Supplementary

試験対策/大学進学準備
• IELTS試験対策
• ケンブリッジ英検準備対策
その他のコース
• CELTA教員研修

アクセス：

The Presbytery Building,
7 Exchange Street,
Lower Temple Bar, Dublin 8
kaplan.to/jp-dublin
facebook.com/kicdublin
Dublin City Gallery
Jameson
Distillery

The Spire

The Brazen Head

Trinity
Guinness
Storehouses Dublin Castle College
National Gallery of Ireland
St Patrick’s
Cathedral
Dublin St Stephen’s
Green
Business
School
Iveagh
Gardens
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オーストラリアおよびニ
ュージーランドにはカプ
ランの学校が7校ありま
す。いずれも気候に恵ま
れ、都会の活気とリラッ
クスした空気がほどよく
調和しています。自然と
人間が一体となって作り
出す美しさの数々を堪能
できます。

79 オークランド
80 アデレード
81 ブリスベン
82 メルボルン
83 パース
84 シドニーシティー
85 シドニー - マンリー ビーチ

オークランド

ブリスベン

パース

雄大な自然と文化的要素の両面を併せ持つ
理想的な環境

シドニー

オークランド

アデレード

メルボルン

オーストラリア
& ニュージ―ランド

マウントイーデンの頂上からオーク
ランドの街を見下ろすと、南にはタ
スマン海、北には太平洋を一望でき
ます。2つの海に囲まれた、細い首
のような形の土地の上に築かれた
オークランドは、アドベンチャー好
きには理想的な環境です。スカイタ
ワーからバンジージャンプに挑戦し
たり、コロマンデルのレインフォレ
ストで滝つぼに飛び込んだり、ハウ
ラキ湾の島々を巡るホエールウォッ
チングに出かけたりするのもおすす
めです。
オークランドは文化的スポットも充
実 し て お り、多 く の 人 で に ぎ わ う
アートギャラリーやカラフルなスト
リートペインティング、活気に満ち
たレストランやカフェ、年間を通じ
て開催されるさまざまなフェスティ
バルなどを楽しむことができます。
これらを満喫するのに理想的なロ
ケーションに当センターはありま
す。センターの目の前には緑豊かな
公園オークランドドメインが広が
り、周辺のおしゃれなニューマーケ
ット地区にはこじんまりとしたレス
トランやタパスバー、ファッション
店などが立ち並びます。

おすすめポイント
• センターは歴史的建物にあり広
い中庭が併設されて、クラスの
合間にリラックスするのにぴっ
たり

コース & プログラム
英語コース
• 半日英語コース

Vacation English*

• セミ集中英語

General English**

• 交通の便が良い立地。長期留学
生（最短16週間）にはバスチ
ケットの割引が適用される

• 集中英語コース

• NZQAカテゴリー1認定校

• 長期8ヶ月留学プラン

これは必見

• 中期5・6ヶ月留学プラン

• ワイへケ島でターコイズブルー
の海で泳いだら地元産ワインを
試飲
• オークランド博物館でマオリ族
のパフォーマンスを鑑賞
• 内陸部への日帰り旅行で、ワイ
トモ洞窟内に生息する星空のよ
うな土ボタルの群れを鑑賞後、
映画「ロード・オブ・ザ・リン
グ」3部作の舞台になったホビ
ット村の映画セットを見学

Intensive English
Academic Year

Academic Semester

• 集中ビジネス英語コース
Business Intensive
試験対策/大学進学準備
• IELTS試験対策
• ケンブリッジ英検準備対策
• アカデミック英語
* ニュージーランド固有の名称
** ニュージーランド固有の名称

アクセス：

10 Titoki Street,
Parnell, Auckland 1052
kaplan.to/jp-auckland
facebook.com/kicauckland
Spark
Arena

Sky Tower

Rose
Gardens

Auckland University
of Technology
Auckland Domain

Auckland
Museum

Newmarket area

Mount Eden
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アデレード

ブリスベン

温暖な紺碧の海と緑豊かな丘に囲まれた街は、洗練された雰囲気が魅力。
心安らぐ庭園とアートフェスティバルの賑わいを両方体験できる

オーストラリアのリゾートエリアに近い温暖な天候に
親しみやすさが魅力のクリエイティブな街で英語を学ぶ

緑あふれる広大な土地に、森や牧草
地、そして庭園がいっぱいのアデ
レードは、まさに公園の中に街があ
ります。広々とした地中海風の通り
には、歴史のある教会や美しい公共
広場が点在します。またこの街では、
ポップなストリートアートに囲まれ
た場所で、屋外サーカスや、期間限
定のフードフェスティバルに偶然出
会うチャンスもあります。トラムに
乗れば、インド洋から内陸に入り込
んだセントビンセント湾の白砂の
ビーチまであっという間です。この
ビーチではイルカと一緒に泳ぐこと
ができます。
アデレード随一のショッピング街ラ
ンドルストリートからほど近い場所
にある当センターは、トレンズ川の
ほとりからは徒歩5分です。

おすすめポイント
• 電車、バス（無料バス路線シ
ティループとコネクターを含
む）、トラムの停留所から徒歩
5分の、交通の便が良い立地

コース & プログラム
英語コース
• 半日英語コースGeneral English
• 集中英語コース
Intensive English

• 学生には公共交通機関の割引が
適用される

• 長期8ヶ月留学プランAcademic
Year

• アデレード市内の複数の大学と
カレッジへのスムーズな編入
が可能。また、これら多くの
提携先で、ケンブリッジ英検
やIELTSの資格の代わりにカプ
ランの関連する修了証書が適用
可能

• 中期5・6ヶ月留学プラン
Academic Semester

これは必見
• 自然がいっぱいのカンガルー島
でコアラ、アザラシ、ペリカン
を見る
• ワインの生産で有名なバロッサ
バレー地区を訪問
• 尖塔が印象的なセントピーター
ズ大聖堂そばのアデレードオー
バルでクリケット観戦

試験対策/大学進学準備
• IELTS試験対策
• ケンブリッジ英検対策
• アカデミック英語

アクセス：

当センターは市の中心部にあり、中
央駅から徒歩5分、また有名な観光
名所の多くからはバスやフェリーを
利用して15分ほどの場所です。

Level 1, 22 Peel Street,
Adelaide, SA5000
kaplan.to/jp-adelaide
facebook.com/kicadelaide

Kaplan International (Melbourne &
Adelaide) Pty Ltd., ABN 90 129 017 385,
CRICOS 03008A

St Peter’s
Cathedral

Adelaide
Zoo
Adelaide Oval

Migration Museum

サンシャインステートの洗練された
首都について知りたければ、ブリス
ベン川を通って街中を移動する無料
のフェリーに乗ってみましょう。マ
ウントクーサの緑豊かな山のふもと
に立ち並ぶ光り輝く超高層ビルやビ
クトリアン様式の建物を眺めたら、
フェリーを降りて川沿いのアートギ
ャラリー、屋上のバー、庭園を巡る
のもいいですし、川上にクルーズし
て、野生動物の宝庫ローンパインコ
アラ保護区でカモノハシ、ワラビー、
コアラを見るのもおすすめです。街
のすぐ外では、山に囲まれたレイン
フォレストでジップラインに挑戦し
たり、モートンベイの島のビーチで
泳いだりするのもいいでしょう。

おすすめポイント
• センター内には、2つのマルチ
メディア室と生徒用の50台の
コンピューターを完備
• ブリスベンのカプランビジネス
センターとの共用キャンパス。
英語コースを受講する学生がビ
ジネスコースに進む機会を提供

コース & プログラム
英語コース
• 半日英語コース
General English

• 集中英語コース
Intensive English

• 長期8ヶ月留学プラン
Academic Year

• ラウンジ、中庭、屋外カフェを
含む共有スペースの充実

• 中期5・6ヶ月留学プラン

これは必見

試験対策/大学進学準備
• IELTS試験対策

• 高さ60mの大観覧車ホイー
ル・オブ・ブリスベンに乗っ
たり、サウスバンクの都市型リ
ゾートの人工ビーチでくつろぐ
• かつて発電所として使用されていた
建物を、巨大なアート施設に改装
したパワーハウスを見学。ここでは
最先端のビジュアルアート、コンサ
ート、演劇、コメディが開催される
• 一般の人が橋登りができる世界
で3つしかない橋の1つ「スト
ーリーブリッジ」に登り、橋の
上から絶景を楽しむ

Academic Semester

• ケンブリッジ英検対策
• アカデミック英語

アクセス：

Ground Level, 369 Ann Street,
Brisbane, QLD 4000
kaplan.to/jp-brisbane
facebook.com/kicbrisbane

Kaplan International (Brisbane) Pty Ltd.,
ABN 81 097 629 073, CRICOS 02369F

Central Station
Gallery of
Modern Art
(GOMA)

Art Gallery of
South Australia
Rundle Mall

Kaplan Business
School

Brisbane
Botanic Gardens
The Wheel of
Brisbane
South
Bank

Adelaide
Central Market
University of Adelaide
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Gold Coast

40 mins
South

Story
Bridge
Brisbane
River
Kangaroo
Point Cliffs

The Gabba
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メルボルン

パース

オーストラリアの海岸沿いを走るグレートオーシャンロードの最終地点
アートとスポーツが盛んな国際都市で学ぶ

1年中青空が広がるリラックスした雰囲気が魅力。
海岸沿いにある都会のオアシス

親しみやすい雰囲気が魅力のこの海
沿いの街は、7年間連続して世界で
最も「住みやすい」都市に選ばれて
います。メルボルンには魅力的な公
園があり、コーヒー文化が盛んで、
市の中心部では公共交通サービスを
無料で利用できます。一方、表通り
からすぐ入ったところの、路地裏に
は、街のクリエイティブな精神が息
づいています。カラフルな壁画で埋
め尽くされた路地裏の細い通りに
は、個性的なショップやカフェ、レ
ストランがひしめいています。全豪
オープンテニスや F1グランプリの
開催地であるメルボルンは、多くの
スポーツファンがいる街としても知
られています。
当センターはドックランズ地区に位
置し、周辺にはショップ、フードマー
ケット、芸術施設が揃った商業施設
「ウォーターフロントシティ」があり
ます。

おすすめポイント
• 無料のトラムサービスを含む地
元の交通機関の停留所から徒歩
5分以内の立地
• 絶景が楽しめるグレートオーシ
ャンロードのツアー、世界最小
のペンギンが生息するフィリッ
プ島への小旅行を定期的に開催

コース & プログラム
英語コース
• 半日英語コース
General English

• 集中英語コース
Intensive English

• 長期8ヶ月留学プラン
Academic Year

• メルボルンのカプランビジネス
センターとの共用キャンパス。
英語コースを受講する学生がビ
ジネスコースに進む機会を提供

• 中期5・6ヶ月留学プラン

これは必見

試験対策/大学進学準備
• IELTS試験対策

• メルボルン・クリケットグラウ
ンドでオーストラリアの国民的
スポーツを観戦
• 開放的な雰囲気が魅力のセント
キルダ地区を散策し、海沿いの
遊園地ルナパークで遊ぶ
• クリスマスヒルズのシュガーロ
ーフ自然保護区の海岸で、ワラ
ビーやハリモグラを見つける

Academic Semester

• ビジネス英語コース

Business Supplementary

• ケンブリッジ英検対策
• アカデミック英語

アクセス：

Level 5, 370 Docklands Drive,
Dockland, VIC 3008
kaplan.to/jp-melbourne
facebook.com/kicmelbourne
Kaplan International (Melbourne &
Adelaide) Pty Ltd., ABN 90 129 017 385,
CRICOS 03008A

Melbourne
Star
Flinders
Etihad Street
Stadium Station

State Library
Victoria
Federation
Square

Melbourne
South Bank
Cricket
Royal Botanic Ground
Gardens

市の中心部からわずか25分のとこ
ろに、インド洋の澄み渡った海が広
がるパース。この街の美しいビーチ
は思わず息をのむでしょう。一方で、
この街は、オーストラリアで今一番
ホットな都市に変わりつつあるので
す。アートが盛んなフリーマントル
地区には、屋根裏のカフェ、おしゃ
れなファッションブティック、生演
奏が聴けるスポットがあり、ノース
ブリッジ地区には、スタイリッシュ
なナイトクラブや屋上でカクテルを
楽しめるバーを見つけることができ
ます。市の中心部には、近隣のスワ
ンバレーの緑あふれる丘の中腹のワ
イナリーで作られたワインが飲める
トラットリアやビストロがますます
増えています。
当センターは、洗練された雰囲気の
ウェストパース地区にあり、周辺に
は高級レストランが軒を連ねていま
す。都市にある公園としては世界最
大規模のキングズパークへは歩いて
すぐです。

おすすめポイント
• 無料のバスサービスを利用し
て市の中心部からわずか10分
の立地
• 一部イブニングクラスを提供
• 図書室、卓球台などが併設さ
れた学生ラウンジを含む充実
した設備

これは必見
• ロットネスト島でかわいい小動
物クアッカワラビーと一緒に写
真撮影、または手つかずの自然
が残るビーチでシュノーケリン
グを楽しみ、サンゴ礁の間を泳
ぎながら熱帯魚を観察
• ランセリン砂丘をサンドボード
で滑り降り、近くにある尖塔の
ような奇妙な形の岩で知られる
ピナクルズ砂漠を鑑賞
• カヴァシャムワイルドライフ
パークで、コアラ、ウォンバ
ット、ヒクイドリ、エミュー
を見る

コース & プログラム
英語コース
• 半日英語コース
General English

• 集中英語コース
Intensive English

• 集中英語コースイブニングクラス
Intensive English Evening

• 長期8ヶ月留学プラン
Academic Year

• 中期5・6ヶ月留学プラン
Academic Semester

• ビジネス英語コース

Business Supplementary

試験対策/大学進学準備
• IELTS試験対策
• ケンブリッジ英検対策
• アカデミック英語
• インテンシブIELTS試験対策コース
イブニングクラス

アクセス：

1325 Hay Street, West Perth, WA 600
kaplan.to/jp-perth
facebook.com/kicperth
Kaplan International (Perth) Pty Ltd.,
ABN 76 079 200 212, CRICOS 01784K

Perth
Airport

Northbridge
Optus Stadium
Crown Casino
Perth
Zoo
Cottesloe Beach

King’s
Park

Fremantle
St Kilda
Luna Park /
St Kilda Beach
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詳しい情報はこちら：kaplan.to/jp

4km
Rottnest Island Southwest
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シドニーシティー
シドニー
シティー

シドニー マンリー ビーチ

大都会の華やかさと気さくなオーストラリアの温かみを兼ね備えた、
海沿いのまばゆい国際都市

金色の砂浜と煌めく波。オーストラリアのサーフシティーで
日差しを全身に浴びながら英語を学ぶ

両センター共通

両センター共通

コース & プログラム

これは必見

英語コース
• 半日英語コース

• ブルーマウンテンズ国立公園に
行き、古代からの植物が生息す
るレインフォレスト、しぶき
を上げる滝、そして3本の奇岩
「スリーシスターズ」の絶景を
楽しむ

General English

• 集中英語コース
Intensive English

• 集中英語コースイブニング

• ボンダイからクージービーチま
で、新しく気に入ったスイミン
グスポットを選びながら海沿い
を散歩する

Intensive English Evening

• 長期8ヶ月留学プラン
Academic Year

• 中期5・6ヶ月留学プラン
Academic Semester

海の向こうからシドニーに近づいて
いくと、この街の象徴とも言えるシ
ドニーオペラハウスをはじめとす
る、世界トップレベルの文化を感じ
取ることができます。シドニーの海
岸線には、金色の砂浜で有名なボン
ダイビーチや、もう一つのセンター
があるマンリービーチ、そして街の
喧噪から遠く離れた穴場の入り江ま
で、無数のビーチが点在しています。
自然が残る緑豊かな空間、心安らぐ
庭園、そして美術館や博物館も数多
くあります。シドニーでは、食の世
界も活気にあふれており、チャイナ
タウンの夜市を訪れて本物の屋台の
味を楽しんだり、シドニーフィッシ
ュマーケットで新鮮なシーフードを
味わったりするのがおすすめです。
また、どの店に行ってもおいしいブ
ランチを食べることができます。
市の中心部にある当センターは、王
立植物園やオペラハウスから15分。
また、ボンダイビーチからはバスで
すぐです。
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おすすめポイント
• 図書室、学生ラウンジなどが併設さ
れた設備。ゆったりとした4階のバ
ルコニーではバーベキューも楽し
める
• バス停や電車の駅から徒歩5分の便
利な立地にあり、世界的に有名なボ
ンダイビーチへは街を横切ってすぐ
• 集中英語、ケンブリッジ英検対策、
IELTS試験対策のイブニングクラス
を提供

• 集中ビジネス英語コース
Business Intensive
シドニーシティー校のみ

試験対策/大学進学準備
• IELTS試験対策
• 集中IELTS試験対策コース
イブニングクラス
• ケンブリッジ英検対策
• ケンブリッジ英検対策コース
イブニングクラス
*シドニーシティー校のみ
• アカデミック英語
*シドニーシティー校のみ

アクセス：
シドニーシティー校

98–104 Goulburn Street,
Sydney, NSW 2000
kaplan.to/jp-sydney
facebook.com/kicsydney

シドニー マンリー ビーチ

Level 2, 30–32 South Steyne,
Manly, NSW 2095
kaplan.to/jp-manly
	
facebook.com/kicsydneymanly

詳しい情報はこちら：kaplan.to/jp

シドニーシティーからフェリーに乗
って、美しい港や海岸線を通り過ぎ
ると、松の並木が続く海岸沿いに
ビーチがが広がります。マンリーは
オーストラリアのサーフィン発祥の
地であり、太平洋から打ち寄せる波
のおかげで、世界有数のサーフィン
スポットとして有名です。岬を回っ
て、像が立ち並ぶ小道を進んでいく
と、シェリービーチに到着します。
この安全な入り江は海水がとても澄
んでいるため、スキューバダイビン
グやシュノーケリングにぴったりな
場所です。
当センターはビーチが目の前のロ
ケーション、最寄りのサーフィンセ
ンターからは、徒歩5分の場所にあ
ります。学校からさらに近い場所に
は、マンリーで有名な松並木の通り
「コルソ」があります。この通りには
カフェ、ファッションブティック、
レストランがひしめいています。

おすすめポイント
• シドニー中心地（CBD）などへ行
くバスとフェリーの停留所までは、
マンリーワーフから徒歩5分
• 集中英語とIELTS試験対策のイブニ
ングクラスを提供
• シドニーオペラハウス見学、ビーチ
でのバレーボール、サーフキャンプ
などのアクティビティを含む充実し
たプログラムを実施

• シドニーで最も歴史ありハーバー
ブリッジの真下にある「ザ・ロッ
クス」で、食べ物や工芸品を扱う
マーケットを訪れる
• タロンガ動物園で、コアラ、カン
ガルー、タスマニアンデビルのほ
かに、世界中の珍しい動物を見物
する！

Kaplan International English (Australia) Pty
Ltd., T/A Kaplan International (Sydney),
ABN 31 003 631 043, CRICOS 01165D
Kaplan International (Manly) Pty Ltd.,
ABN 93 098 348 844, CRICOS 02362B

Spit Bridge

Middle Head
Luna Park
Sydney
Sydney
Fish
Market

Watsons Bay
Taronga Zoo

Sydney Opera House
Sydney Harbour
The Rocks
Royal Botanic Gardens

Darling
Harbour
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学校別コース表

アメリカ

イギリス

アイルランド

フェンウェイ

46

ボストン

フェンウェイ

M

ボストン

ハーバードスクエア

47

ボストン

ハーバードスクエア

M

シカゴ

48

シカゴ

ハンティントンビーチ ゴールデンウェストカレッジ

49

ハンティントンビーチ

ロサンゼルス

ウェストウッド

50

ロサンゼルス

ウェストウッド

L

ロサンゼルス

ウィディア

51

ロサンゼルス

ウィディア

M

ニューヨーク

エンパイアーステート

52

ニューヨーク

エンパイアーステート

L

ニューヨーク

ソーホー

53

ニューヨーク

ソーホー

L

マイアミ

54

マイアミ

M

フィラデルフィア

55

フィラデルフィア

L

ポートランド

56

ポートランド

M

サンディエゴ

57

サンディエゴ

L

バークレー

58

バークレー

L

サンフランシスコ

59

サンフランシスコ

L

シアトル

60

シアトル

L

ゴールデンウェストカレッジ

ハイラインカレッジ

シアトル

62

サンタバーバラ

M

ワシントンD.C.

63

ワシントンD.C.

M

トロント

64

トロント

M

バンクーバー

65

バンクーバー

M

バース

67

バース

M

ボーンマス

68

ボーンマス

L

ケンブリッジ

69

ケンブリッジ

M

エジンバラ

70

エジンバラ

L

リバプール

71

リバプール

M

ロンドン

レスタースクエア

72

ロンドン

レスタースクエア

L

ロンドン

コベントガーデン

コベントガーデン

L

73

ロンドン

74

マンチェスター

L

オックスフォード

75

オックスフォード

M

トーキー

76

トーキー

S

ダブリン

77

ダブリン

M

ニュージーランド オークランド

79

オークランド

M

オーストラリア

アデレード

80

アデレード

S

ブリスベン

81

ブリスベン

M

メルボルン

82

メルボルン

M

パース

83

パース

M

84

シドニー

85

シドニー マンリー ビーチ

シドニー マンリー ビーチ

ハンティントンビーチ ゴールデンウェストカレッジでは、GMAT コースは開講していません。
シドニーおよびパースでは、IELTS試験対策コースは夕方のタイムテーブルでも受講可能です。
ティーチャートレーニングプログラムについては、１年を通してグループ単位の申し込みを受け付けています。
*ニュージーランド・オークランド校では「Vacation Englsih」と呼ばれています。**ニュージーランド・オークランド校では「General English」と呼ばれています。
®
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詳しい情報はこちら：kaplan.to/jp

スイミングプール

中庭/アウトドアエリア

身障者用設備

カフェテリア

図書室

WiFi

学生ラウンジ

学習センター

K+ カリキュラム

電子黒板

インターンシップ

施設

ワーク & スタディ

海外留学生健康保険

S

マンチェスター

シティー

旅行保険 & 医療保険

M

61

シドニー

空港送迎

L

サンタバーバラ

ハイラインカレッジ

学生レジデンス

滞在先

学生数300名超

L

サービス

M 学生数150–300名

ホームステイ

S 学生数150名未満

海外大学出願サポート

クラシックプログラム（40+）

その他のプログラム

ティーチャートレーニング

English for Academic Pathways

English for Academic Purposes

ケンブリッジ英検対策

IELTS試験対策

GMAT®/GRE® 試験対策

試験対策/大学進学準備

TOEFL iBT® & アカデミック英語

集中ビジネス英語コース（Business Intensive）

ビジネス英語コース（Business Supplementary）

中期5・6ヶ月留学プラン（Academic semester）

長期8ヶ月留学プラン（Academic year）

集中英語コース・イブニングクラス（Intensive English Evening）

集中英語コース（Intensive English）

セミ集中英語コース（Semi-intensive English）**

学校規模

ボストン

シアトル

カナダ

英語コース

ページ番号

半日英語コース（General English）*

設備およびサービス

シティー

L
M

学校規模は年間平均の学生数を基準にしており、実際の学生数は時期によって異なります。
ビザの規制により、ロンドン校とダブリン校で提供しているインターンシップ制度は、EU 圏のパスポートを所持する学生のみを対象とします。
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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

アメリカ

カナダ

イギリス

アイルランド

アメリカにあるカプラン
インターナショナル
イングリッシュは、ACCET
（Accrediting Council for
Continuing Education and
Training）の認定を受けて
います。

カナダのカプラン イン
ターナショナル イング
リッシュは、Languages
Canada のメンバーであ
り、International Student
Program（ISP）の指定を受
けています。

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 イングリッシュ
は、British Council の認可
を受けています。

カプラン インターナショナ
ル イングリッシュは、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。

カリフォルニア：カリフォル
ニアのBureau for Private
Postsecondary Education
より運営が許可されてい
ます。これは、California
Private Postsecondary
Education 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。

カプラン インターナショ
ナル イングリッシュ バン
クーバーセンターは、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。

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。

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 イングリッシュ
は、NAFSA Association of
International Educatorsお
よびTESOL（Teachers of
English to Speakers of
Other Languages）
のメンバーです。

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 イング
リッシュは、English UKの
メンバー校です。

ニュージーランド

オーストラリア

ニュージーランドのカプラン
インターナショナル イング
リッシュはNZQAによる認可
を受けています。

カプラン インターナシ
ョナル イングリッシュ
は、English Australia のメ
ンバーです。

また、English NZのメン
バーでもあります。

また、NEAS（National ELT
Accreditation Scheme）に
よって質の高さが裏付けられ
ています。

1912 WW JP
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新潟留学センター

