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入学手続き、
滞在先の手配、
ビザ申請を
進めよう

現地で
生活する準備をしよう

英語がペラペラになる
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  ビジネス英語コースでは、ビジネスの場にふさわしい英語表現を学ぶと共に、チー
ムプロジェクトなどにも取り組み、効果的なプレゼンテーション、ディスカッション、
交渉方法などを学ぶことができます。
  授業ではマーケティングやファイナンスの理論なども取り上げられるため、英語ス
キルをあげるだけでなく、ビジネス自体についても学ぶことができます。コースによっ
ては、職業体験が組み込まれているものもあります。また、TOEIC 対策プログラムは、
就職活動の前に TOEIC の点数を上げたい！ という方にお勧めです。
  語学学校によっては、TOEIC や IELTS などの試験会場となっているところもあります。実際の受験も考えて、こ
のような点も学校選びの基準に加えてみるのもよいでしょう。

  各語学学校では、夏休み・春休みの期間に様々なプログラムを開講しています。長期
休暇を利用して一気に英語力を伸ばしたい！ 単なる旅行

では物足りない、楽しく英語を学んで、海外の友人を
作りたい！ という方に、オススメです。もちろん、1、
2 週間からの入学を受け付けている学校も多くありま
すので、自身のスケジュールに合わせて留学期間を

設定することができます。海外大学が提供してい
るサマースクールは、一般英語だけでなく、ビ

ジネス英語や試験対策、ホスピタリティ、英語教授法など、特定の分野に
フォーカスしたプログラムがあり、学生や社会人に人気があります。日帰
り小旅行、ダンス、パーティなど、さまざまなアクティビティも企画さ
れますので、飽きることがありません！ 

  夏の特別コースとして提供されるサマースクールでは、多くの学校
でジュニア・プログラムを開講しています。英語にプラスしてスポー

語学留学でできること

世界のビジネスシーンで活躍できる英語力を身に付けたい！

学校や会社の休みを利用して留学したい

異文化体験で大きく成長してほしい！！

多種多様なプログラムが開講されています。
目的に合ったプログラムを見つけて、

あなたの夢を実現させるための第一歩を踏み出しましょう。
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ツ、野外学習、文化体験
な ど、 さ ま ざ ま な ア ク
ティビティが楽しめる内
容になっているので、世
界中からやってくる友達
と楽しみながら英語を学
ぶことができます。子供たちにとって、英語を学びなが
ら世界中に友達をつくり、グローバルな視点を持つこと
ができる絶好の機会となっています。

  Foundation Course*1 や Level 9 Certificate*2 コー
スなど、将来アメリカやイギリス、オーストラリアなど
の大学・大学院の進学を目指している方向けのプログラ
ムも多数開講されています。
  大学のキャンパス内に校舎が併設されている学校もあ
るので、語学留学をしながら、一足先に大学生活を体験
することが可能です。コース修了時には、各プログラム

に応じて、各国の大学・大学院への進学が可能になりま
す。また、各学校では IELTS や TOEFL、ケンブリッ
ジ英検など、様々な試験対策コースも開講されています。
  試験対策コースの語学留学生は、目的意識がはっきり
している方が多い傾向にあります。それぞれが高い目標
を掲げて勉強しているので、互いに鼓舞しあうことがで
きます。勉強に集中できる環境で、着実に英語力を伸ば
したい、高い英語スコアを取得したいという方には特に
お勧めです。

  海外生活に憧れている。英語はまだうまく喋れないけ
れど海外で生活してみたい。そんな風に思っている方も
多いと思います。憧れだった海外での生活をはじめるに
は、語学留学はよいきっかけになります。午前中は学校

で英語の勉強をして、午後の自由時間にスポーツ観戦を
したり、美術館めぐりをしたり、映画を見にいったり、
いろいろなことに挑戦してみてはいかがでしょうか？
語学学校で英語力を磨けば、現地の人とのコミュニケー
ションも円滑になり、海外生活がよりエキサイティング
なものになるはずです。また、オーストラリアは学生ビ
ザがあればアルバイトすることも可能なので、働きなが
ら英語力を磨いて海外生活を満喫することができます。

　好きな仕事につなげたい！それなら語学＋αでおけい
こ留学がオススメ。
  語学学校で英語を学びながら、専門スキルを身に付け
たり、資格を取得したり、スポーツやアクティビティを
思い切り楽しんだり、おけいこ留学は語学留学で最も人
気のあるコースのひとつ
です。各学校で限られた
留学生活を何倍も楽しめ
るコースを提供していま
す。
  フラワーアレンジメン
ト、アロマテラピー、コー
ヒー・メイキング、ファッション、アート＆デザイン、
ゴルフ、サッカー、テニス、サーフィン、演劇、乗馬など、

「新しいことに挑戦したい」、「基礎から知識を学びたい」
という方にはうってつけです。

  語学留学やホームステイは若者だけの特権ではありま
せん！近年世界に飛び出す 50 代、60 代、70 代の方々
がどんどん増えており、この世代をメインターゲットに
したプログラムを開講している語学学校も多くありま
す。ちょっとした休暇がとれた方、子供が手を離れ時間
に余裕がとれる方、退職してまとまった時間がとれる方、
これを機に留学にチャレンジしてみませんか？
  たとえ 1 週間という短い期間でも、生涯忘れられない
貴重な体験、心弾む新たな出会いがあなたを待っていま
す。10 代、20 代と同じクラスで学ぶことに抵抗があ
る方向けに、いろいろな国から集まった同年代の人たち
と学べるコースもあり、徐々に海外生活に慣れていきな
がら、無理なく英語力を伸ばすことができます。

英語を学びながら、趣味や特技も極めたい！

大好きなあの国で暮らしてみたい！

語学留学で英語力を上げて、
将来は大学・大学院への進学を目指している

50 代からの留学

*1
Foundation Course：イギリスの大学に進学するために受講する進学準備コース

*2
Level 9 Certificate：アメリカの大学に進学するために受講する進学準備コース
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語学学校を
選ぶ

ポイント

国・都市

コースの内容留学期間

費用

生徒の国籍

学校のロケーション

留学中の滞在先

学校の雰囲気や規模

利用できる設備

国や都市ごとに物価も異なり
ますし、それぞれの街ごとに
雰囲気や習慣も違います。日
本が夏の時期、南半球の国な
ら、季節は冬に
なります。

英語の授業に小旅行やイベントが盛り込まれたコースや、英語＋アート、サーフィ
ン、スキー、ファームステイなど、アクティビティと組み合わせ
られるコースも。コース料金に何が含まれるかも確認しましょう。

最短 1 週間から受講でき
ます。毎週月曜日から入学
できて、自由に受講期間を
決められるコースと、開講
日程や受講期間が決まって
いるコースがあります。

国・都市・学校・期間によっ
ても留学にかかる費用は様々。
予算をしっかり確認して条件
に合うプランを
考えましょう。

日本人、その他の国からの留
学生の割合もポイント。他国
からの留学生が多ければ英語
を使うチャンス
も多い？

授業外のプライベートな生活も充実
させたいという方は街の中心地にあ
る学校、勉強に集中し
たいなら郊外の学校、
など立地条件も確認し
ましょう。

学校の寮やホームステイなどから選べます。
食事付・自炊、シングル・シェアルームなど、
選択肢もさまざま。

留学の目的
留学でしたいことは何か、目的がはっきりしていれば、それに沿って学校・コース
選びを進められます。目的は難しく考えなくても大丈夫。外国人の友達をつくりた
い、スポーツや観光などを楽しみながら英語も勉強したい、英語で積極的に話しか
けられるようになりたい、思いっきりリフレッシュしたい、海外生活を体験したい、
英語オンリーの環境でしっかり英語力をアップさせたい、など、
人それぞれ。留学先で体験したいことや、帰国後にどんな自分に
なりたいかを考えてみましょう。

学校によってはカフェテリアや図書館、ジムがあり、自由に利用する
ことも可能です。また、大学付属の語学学校（オンキャンパス）で
あれば、大学生と同じ設備を利用して、キャンパスライフを体験
できます。

こじんまりした学校 アット
ホームな環境で学べる。
大規模校 より幅広
い国籍、より多様
な出会いが期待で
きる。
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みなさんも留学された後は、ぜひ体験談をお寄せください。お待ちしています。

留学体験談

留学を実現し、世界を体験した先輩留学生のお話を聞いてみましょう！

　以前から英語、海外の文化に興味があり実際に海外に行って留学を経験したいと思ってい
ました。授業と部活動がない冬休み期間を使って行くことに決めました。ニュージーランド
は英語圏であり比較的安全な国であることに加え、都市ではなく、自然が豊かな環境の中で
留学したいと思いこの国に決めました。
　私が留学を決意してから留学予定日まで約 1 か月しかありませんでした。また今回が初め
ての留学だったため、何から初めていいのかわかりませんでした。そのような中、留学を実
現できたのは beo の方々が学校やホームステイ先の相談から手配まですべてサポートしてく

ださったからだと思います。
　初めての留学経験を経て、海外への興味が更に増したため、今後世界の様々な国を訪れようと考えています。今後は英語力
に磨きをかけ、現地の方々とのコミュニケーションをより楽しめるようにしたいです。

池上優衣さん  / ニュージーランド / ドミニオン・イングリッシュ・スクール / 一般英語コース / 2 週間
「将来は国際舞台で働きたい」 大学生の冬休み留学

藤野裕紀子さん / イギリス / カプラン・インターナショナル・イングリッシュ / 長期英語コース / 8 か月
　ホストファミリーの家に到着してから、あっという間の 2 か月！私の選んだ語学学校では
初日（月曜）にレベル分けのテストがあり、翌日（火曜）から本格的に授業がスタート！ 英
語の文法を英語で習うのはとても新鮮な感覚です。私の場合、午後は授業がなく自由なので
自習したり街を散歩したりして過ごしてます。
　また、語学学校主催で曜日ごとに様々なイベントが用意されています。週末にも日帰りや
1 泊 2 日の小旅行などの企画もあり、1 人でも友達とでも楽しめます！ ホームステイは、観
光旅行では行かない場所や知り得ないことなどを楽しみたい人にはオススメです。地域密着

の経験ができると思います。寮はホームステイに比べると若干高めですが、自炊したい人や自分の時間を大切にしたい人には
いいと思います。学校の先生たちはとてもフレンドリーです！ また、5 週間に一度レベルチェックのテストもあり自分の進度や弱
点を確認することができます。

「英語を英語で習う新鮮な感覚」 社会人の長期語学留学

　初めて行った中 1 のときは、全く英語が分からなかったんですが、外国人と触れ合うこと
がいっぱいあって、日本と全く違う文化ですごく新鮮だと思いました。毎年行くと自分の英
語力の成長を実感することができて、毎回英語を頑張ろうと思えるところが良いと思います。
　ホストファミリーには 13 歳と 11 歳の女の子がいて、学校から帰ってくるといつも「学
校でどんなことがあったの？」と話しかけてきてくれて、すごくあったかい家庭でした。中
3 のときはあまり家（ホームステイ先）でしゃべらなかったけど、今回は相手が言っている
ことが結構わかって、自分から話せるようになったんです。

　将来は英語を使う仕事がしたいです。ディズニーピクサーの映画が大好きで、ジョン・ラセターが私の一番尊敬する人なの
で、カリフォルニアのピクサー・アニメーション・スタジオで働けたらうれしいです。

宮田寛子さん / カナダ / I LAC / ジュニア向けサマーコース / 3 週間
「将来はピクサーで働きたい」 中学・高校生の夏休み留学

寛子さんが初めて留学したのは中学１年生のとき。それ以来毎年夏休み
に、最初の 2 年はイギリス、その後の 2 年はカナダに留学されています。 
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初めての留学

はじめての留学

留学とは「未知なる世界への挑戦」です。知らない土地に行き、言葉の通じない環境の中で学んでいく
わけですから、誰しもが不安や悩みを感じるものです。beo では経験豊富な留学カウンセラーが、皆様
の疑問にお答えし、安心して留学に挑戦できるよう真摯にサポートさせていただいております。
このページでは、皆様から頂くご質問の中から、多くの方が抱く疑問をピックアップしてご紹介します！

留学が初めてなら、何から始めていいのか分から
なくて当然です。カウンセラーはあなたの留学を
実現する伴走者。留学実現のためのスケジュール
を管理し、どんなことをいつまでにしなくてはい
けないのかアドバイスします！まずは beo の留
学カウンセラーにご相談下さい。

コースにもよりますが、語学学校では基本的に入学に
際して英語力の条件は設けられていません。様々なレ
ベルの方に合わせたコースが開講されているので、英
語初心者の方から上級者の方まで誰でも留学すること
ができます。入校初日にレベルチェックテストを受け、
自分のレベルに合ったクラスで学ぶことができます。

情報収集や入学書類の準備、航空券やビザの申請など、留学するまでにしなければならないことはたくさんあります。
語学留学の場合 3 ～ 6 か月くらい前から準備を始めるのが理想的です。留学に必要な費用としては授業料、教材費、
滞在費、食費、航空運賃、留学保険料、諸手続き費用、お小遣いなどが挙げられます。留学先として人気の高いアメ
リカでの 3 か月の平均費用は、70 ～ 150 万程度かかるといわれています。物価の安い国を選ぶほど、現地での生
活費を抑えられるため滞在コストが低く済みます。生活費・授業料などの計画をしっかりと立てた上で留学先を選ぶ
ことがとても大切です。

何から始めたらいいの？ まったく英語が話せないけど大丈夫ですか？

準備はいつ始めたらいいの？
留学費用ってどれくらいかかるの？

滞在先について

ホームステイでは、ステイ先のご家族と毎日話す機
会があります。学校であったことについて話したり、
テレビを見ながら歓談したりするので日常英会話を
伸ばすチャンスがたくさんあるのが特徴です。寮生
活では世界中からやってくる留学生たちと共に生活
しながら友達になれるのが最大の魅力です。徒歩で
学校に通うことができる場合もあります。それぞれ
のメリット、デメリットがあるので、目的に合った
滞在先を選びましょう。

各学校のスタッフに変更を申し入れ、別の家庭が手配できればそちらへ移ることができます。ただし自分勝手な理
由（好き嫌いや人種など）で変更することはできませんのでご注意ください。滞在先ではその国の文化や各家庭の
ルールの中で生活しなければなりません。どうしても気になる部分があれば、直接ホストファミリーと話し合うの
が一番です。ほとんどの問題は小さな価値観の違いから生まれるものです。話せば意外に簡単に解決できることが
多いです。どうしても言いづらい場合は、まずは学校スタッフに相談してみましょう。

ホームステイ先は、一般的には留学先の学校が手配
することになります。多くの学校で、ホストファミ
リーを手配する担当者が、各ステイ先の環境や人柄
などに問題がないかどうかを実際に訪れてチェック
しているので、留学生は安心して滞在することがで
きます。また留学前にある程度希望条件（家族構成
やペットの有無など）を出すことはできますが、全
てが希望通りになるわけではないので、承知してお
きましょう。

ホームステイと寮ってどちらがいいの？

ホームステイ先は変更できますか？

ホームステイ先は選べるの？
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海外生活について

ひとつひとつのステップが留学につながる！
はじめのステップはカウンセリング
beo は、これまでに10,000人の10,000通りの留学をサポートしてきました。
そのうちの多くの方が、自分でも留学できるのかな？という思いでカウンセリングに
いらっしゃいました。留学はひとつひとつのステップを踏んでいけば必ず実現できます。
少しでも留学をお考えなら、カウンセラーにご相談ください。

長期で留学したい場合は特に、現地で働きたいと思
う方も多いのではないでしょうか。オーストラリア
では 2 週間で 40 時間まで、学生のアルバイトが
認められています。アメリカやイギリスは学生ビザ
での渡航の場合アルバイトは認められていません。
留学中にアルバイトをしたい方はオーストラリア、
ニュージーランド、もしくはワーキングホリデービ
ザの取得がおすすめです。

長期留学の場合は、現地の銀行で口座を開設して、日本にいる家族から送金してもらうのが一般的です。また、
海外では現金を持ち歩く文化がないため、クレジットカードは必需品です。最低 1 枚は準備しておきましょう。
現地の買いものにはキャッシュパスポート * などもあると便利です。

海外留学中はどんなに気を付けていても、いつ事故
にあったり、病気になったりするか分かりません。
海外での治療費はとてつもない金額になることもし
ばしば。また、病気やケガだけでなく、盗難や賠償
事故など、予期しない様々なアクシデントが起こる
こともあります。万が一に備えて海外留学保険への
加入を強くおススメしています。学校によっては保
険未加入だと入校を認めず現地の保険に加入させら
れることもあります。渡航前に必ず加入しておきま
しょう。

アルバイトはできますか？

現地でのお金の管理はどうしたらいいですか？

* キャッシュパスポート・・・日本で入金し現地通貨で引き落としが可能な海外専用プリペイドカード。

海外留学保険って入った方がいいの？

学校・コースについて

世界中にある語学学校には、多種多様な
コースが存在します。それぞれの学校・
コースに特徴があり、国・都市によって
も、生活のスタイルや費用が変わってき
ます。世界中にある膨大な数の語学学校
や大学から、自分の目的に一番合った留
学先を見つけるのは至難の業。豊富な知
識を持った留学カウンセラーにご相談下
さい！自分ひとりでは見つけられなかっ
た学校 / コースが見つかるはずです。

留学先の英語の訛りを気にする必要は全くありません。英語は世界共通語。国ごとにそれぞれアクセントや発音な
どに違いがあるのは自然なことです。いろいろな国の英語に慣れ、表現力の幅を広げることが大切です。また、語
学学校の教師たちはしっかりとしたトレーニングを受けているので、どこに留学しても標準的な英語を学ぶことが
できます。考慮に入れるのであれば、自分の目的やその先の進路に合わせて、どの英語が自分にとって必要かとい
う観点で留学する国を決めると良いでしょう。

日本で紹介されている語学学校で日本人がいないところはほ
とんどありません。特にバンクーバーやニューヨークなど日
本でもよく知られている都市には、日本人学生が多く集まり
ます。日本人が少ない環境を望むのなら、都市部から離れた
学校や、あまり有名ではない都市にキャンパスをかまえる学
校がオススメです。日本人が多い学校の利点としては、日本
人の弱点やニーズを深く理解し、サポートがとても充実して
いるところです。また大規模な学校ではクラスの国籍率をバ
ランスよく管理しているので、日本人率に強くこだわる必要
はありません。大事なのはいかに自分自身が英語環境を作っ
ていけるかです。

どの学校のどのコースが良いのか
分からない…

訛りは気にしなくてよい？

日本人のいない学校はありますか？
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行きたい国から探す！
一口に「英語を学ぶ！」と言っても、英語圏の国はたくさんあります。各国の環境や文化、生活習慣の
違いを十分に理解しておくことは、自分の理想に合った留学を実現させるために必要不可欠なことです。
同じ国でも都会と郊外では大きな違いがあります。
それぞれの特徴や利点などを知り、自分にとってベストな留学先を見つけましょう。

カナダ留学の魅力

  カナダは、英語圏の国々の中でも最も標準的な発音と英語を使用している国といわ
れています。訛りのない分かりやすい英語が話されているので、きれいな英語が学べ
るのが特徴です。バンクーバーやトロントは「世界で最も住みやすい国」と世界的な
評価を得ており、治安が比較的よく、物価も安いため、長期留学を検討されている方にもお勧めです。
  さらに、約 100 年に渡ってさまざまな国から移民を受け入れてきた背景から、カナダが提供する英語教育は質が
高く、留学生の受入れも積極的に行っています。多くの語学学校で日本人スタッフが常勤しているので、進路指導の
アドバイスなど、きめ細かなサポートを受けることができます。

評価を得ており、治安が比較的よく、物価も安いため、長期留学を検討されている方にもお勧めです。

アメリカ留学の魅力

  日本人にとって一番馴染みの深い国「アメリカ」。多くのトレンドがアメリカから
生まれ、政治、経済、文化、教育など、あらゆる分野において、常に世界をリードし
てきました。
  人種のるつぼと呼ばれるアメリカには、世界中から様々なバックグランドを持った人々が集まります。多種多様な
文化や思想が混在する環境の中で、グローバルな価値観を身に付けることができるのも魅力のひとつです。アメリカ
には、私立の語学学校から大学付属の語学学校まで、多様な形態の語学学校があるので、幅広い選択肢の中からご自
身の目的に合った最適なプログラムを選ぶことができます。「自由」と「個」が確立されたアメリカへの留学は、きっ
と刺激的なものになるでしょう。

イギリス留学の魅力

  英語発祥の地であるイギリスには、本場イギリス英語を学びたいという留学生が多
く訪れます。オーストラリアやカナダに比べ、アジアからの留学生が比較的少なく、
ヨーロッパ近隣諸国から沢山の外国人留学生が集まるので、イギリスならではの国際
色豊かで刺激的な生活を満喫することができます。
  語学学校の認定制度が整備され、バラエティ豊かなコースが揃っていることがイギリス語学留学の最大の魅力です。
優れた英語教授法が確立されており、学習指導方法や英語教師の質の高さは世界的に評価されています。
休日を使って、比較的低コストで気軽にヨーロッパ旅行を楽しめるのも魅力のひとつです。

P11-P14アメリカの語学学校

P15-P16カナダの語学学校

P17-P23イギリスの語学学校
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オーストラリア留学の魅力

  世界でも珍しい、留学生を守る法律がある「留学生にやさしい国オーストラリア」。
フレンドリーで温かい国民性や治安の良さは、はじめての留学先としてもおすすめで
す！　お子さまの留学先としても安心できる要素がたくさんある国です。
  学生ビザがあれば、留学中のアルバイトがしやすいのも魅力のひとつ。旅行先としても人気の観光スポットがたく
さんあるので、勉強だけでなく観光もしっかり楽しむことができます。移民国家としての伝統を誇り、さまざまな国
からの移民を受け入れているオーストラリアの英語教育は、世界的にも卓越したレベルと言えるでしょう。
世界で最も暮らしやすいと評されるオーストラリアは、安全な環境で安心して勉強に取り組むことができます。

  学生ビザがあれば、留学中のアルバイトがしやすいのも魅力のひとつ。旅行先としても人気の観光スポットがたく

マルタ留学の魅力

  紺碧の地中海に温暖な気候、美味しい地中海料理やのんびりとした時間を求めて、
毎年 300 万人以上の観光客が訪れるマルタ島は、ヨーロッパ圏の国々ではとても人
気のあるリゾート地です。首都のバレッタ市街全体が世界遺産なので、街を散歩する
だけでも近代ヨーロッパの建物や、歴史的雰囲気を満喫できます ！
  マルタ留学の最大のメリットは、ヨーロッパ圏の学生が多いこと。日本人がクラスに 1 人ということも珍しくあり
ません。ヨーロッパ諸国へのアクセスも良く、英語学習に励みつつ、旅行も楽しみたい！という方にはおすすめの留
学先です。また、物価が安いので、他の英語圏の国に比べて予算を抑えることもできます。

ニュージーランド留学の魅力

  美しい大自然に囲まれた国ニュージーランド。日本と同様四季があり、山々や川
や湖などの変化に富む美しい自然を味わいながら、低コストで語学留学できるのが
ニュージーランドの一番の魅力です。比較的標準的な英語が話されていることも、留
学生をひきつける理由のひとつです。留学中のアルバイトがしやすいのも魅力のひとつ。のんびりリフレッシュ留学
に最適。
  笑顔溢れる温かい国民性も有名で、留学生を温かく迎え入れる地域社会が整っています。安全で物価も安く、教育
水準も非常に高いので、絶好の環境で安心して勉強に臨むことができます。アウトドアやスポーツが趣味の方におす
すめです。

留学中のアルバイトがしやすいのも魅力のひとつ。のんびりリフレッシュ留学

アイルランド留学の魅力

  イギリスの西側に位置する島にあるアイルランドは、イギリスのクイーンズイング
リッシュに近い正統な英語を話す国です。外国籍の人がイギリスほど多くなく、ネ
イティブの人と触れ合える機会も多いため、英語の勉強にはとても良い環境です。
ほとんどの語学学校で、10 人前後の少人数クラス制が設けられています。
  大学付属英語学校をはじめ、100 以上に及ぶ私立の認定英語学校が、バラエティに富んだ質の高いコースを提供
しています。アクティビティが取り入れられたコースでは、美しい自然環境の中、ゴルフ、乗馬、トレッキングや
アイルランド独特の文化を存分に味わうこともできます。

P25-P26

P24

P27-P28

P29-P30

アイルランドの語学学校

マルタの語学学校

オーストラリアの語学学校

ニュージーランドの語学学校
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アメリカの各地に学校があります。

学校選びはローケーションごとに特徴があるので beo カウンセラーと相談をしましょう ！ 下記以外の都市についてもご相談ください。

• Kaplan International English
• St Giles International

• Kaplan International English

• Kaplan International English

• INTO University Partnerships 

• Kaplan International English

• FLS International 

• Kaplan International English

• INTO University Partnerships 

• FLS International 

• ASU Global Launch

• INTO University Partnerships

• FLS International 

• Kaplan International English
• INTO University Partnerships 

• Kaplan International English
• INTO University Partnerships 
• St Giles International 

• Kaplan International English
• INTO University Partnerships 
• FLS International 

• Kaplan International English

• Kaplan International English
• INTO University Partnerships 

• Kaplan International English
• LAL Language Centres
• INTO University Partnerships

• FLS International 

アメリカ

カプラン・インターナショナル・イングリッシュ 

ニューヨーク

ボストン

フィラデルフィア

ワシントン

フロリダ

ナッシュビル

サンフランシスコ

シアトル

ポートランド

オレゴン

カリフォルニア

ロサンゼルス

サンディエゴ

コロラド

ラスベガス

フェニックス

バーミンガム

ペンシルベニア

シカゴ
セントルイス

長年の歴史と実績が証明する、世界でも指折りの語学学校

America

Kaplan International English

進学目的の真面目な学生が多いので、互いにモチベーションを高めあいながら、より効
果の高い語学留学を実現することができます。近年、全てのキャンパスで最新鋭の設
備を整え、学生にとって最高の学習環境を提供しています。また、Kaplan 独自開発の
K+notes コースブックとオンライン学習プログラム K+tools を統合した英語学習シス
テムを取り入れ、学生は自分の達成度を常に確認することができます。IELTS 対策コー
スにも定評があり、しっかり学びたい人にベストな語学学校です。

リーディング、ライティング、リスニング、スピーキング、文法といった各必要スキルを
総合的に学び、コミュニケーション力の向上を重視しているコースです。特別スキル授業
では自分に合ったクラスを選択し、K+ オンライン学習やスタディグループを活用して集
中的に英語を学べます。2 週間の短期から受講することが可能です。

学校紹介

ロケーション

滞在方法

その他の特徴

対象年齢 ジュニア対象年齢

1クラスの人数学生数

人人

歳

（最大15人）

～ ～

～

歳

12200 400

16 1812

コース紹介「一般英語コース」

コース期間 2 週間～ 週の授業数 20 / 28

入学日 毎週月曜日 （祝日を除く） 1 レッスンの時間 45 分

レベル分け 6 段階

都市部

ホームステイ

郊外

寮

日本人スタッフ常駐

国籍バランス重視

アットホーム

大学キャンパス内

リゾート地

短期または長期の一般英語、試験対策、大学準備プ
ログラムなど多彩なプログラムを提供しています。
ビジネス英語コースでは面接から会議、交渉など様々
なビジネスシーンで使われる専門的な英語を集中的
に学び、英語環境で働くコミュニケーションスキル
と自信を身に付けます。

• 登録料
• 週 20 レッスン & K+ セッション の授業料
• ホームステイ滞在（2 食付）
• 空港出迎え料

• 登録料
• 週 20 レッスン & K+ セッション の授業料
• ホームステイ滞在（2 食付）
• 空港出迎え料

その他オススメ

ジュニア・親子留学

一般英語コース

英語＋α

試験対策

ビジネス・専門英語

インターンシップ

提供しているコース

費用の目安
ニューヨーク（Central Park）校の場合

一般英語コース　2週間 US$2,165

ワシントン校の場合

一般英語コース　2週間 US$1,615

平均
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世界各地に展開する語学学校、LAL ランゲージセンターの最新校であるボストン校では、一般
英語コースに加え、ビジネス英語や各種英語試験対策など、様々なプログラムを開講しています。
質の高い英語プログラムは CEA から正式に認定されたプログラムです。フォートローダーデール
校は、フロリダの大西洋海岸沿いに校舎を構え、マイアミの文化をたっぷり味わうことができます。
ヨーロッパを中心とした留学生が多く、日本人が極めて少ないのが特徴のひとつで、より多様な国
籍の学生と交流しながら英語を学んでいくことができます。費用も比較的リーズナブルなので、コ
ストを抑えたい方におすすめです。

アリゾナ州立大学付属語学センター（ASU グローバル・ローンチ）

LAL ランゲージセンター

キャンパス内にある付属の語学センターで、アリゾナ州立大学への進学を確実なものに！

日本人が少なめな穴場的語学学校。CEA 認定を受けた英語プログラムでしっかり学べる！

The ASU Global Launch

LAL Language Centres

ASU グローバル・ローンチは、アメリカのアリゾナ州フェニックスにあるアリゾナ州立大学付属
の語学センターです。40 年以上の歴史を持ち、160 か国以上、のべ 2 万 2,000 人以上の学生
を送りだしてきました。同大学への進学準備コース（ESL コース）を提供し、英語学習に加えア
カデミックスキルを学ぶことができます。学習に対するサポートは素晴らしく、チューターの紹
介を行い、レベルアップができなかった場合でも退学のシステムはなく、何度でもチャレンジす
ることができます。提供のコースは、English USA（The American Association of Intensive 
English Programs (AAIEP)）から認定されています。

メインキャンパスであるテンピ・キャンパスで開講されている、同大学への進学準備コー
スです。週 21 時間のプログラムで、コアレッスン 18 時間と、3 時間の専門授業（ビジ
ネス英語、ホスピタリティーなどの専門授業から選択）で構成されています。8 週間で 1
レベル上がるシステムで、修了すると英語スコア無しで ASU 進学が可能。日本にいなが
らオンラインでプレイスメントテストを受けることができ、渡航後すぐにレベルに合った
学習を始められます。

一般英語コースでは、6 ～ 12 名の少数クラスで学んでいきます。Reading、Writing、
Listening、Speaking の 4 つのスキルはもちろん、語彙力、文法力を養い、より自然で
流暢なコミュニケーション能力の習得を目指します。コースを通して、学生たちが毎日の
生活の中で自信をもって英語を使用できる包括的な英語運用能力を身に付けます。

学校紹介

学校紹介

ロケーション

ロケーション

滞在方法

滞在方法

その他の特徴

その他の特徴

対象年齢

対象年齢

ジュニア対象年齢

ジュニア対象年齢

1クラスの人数

1クラスの人数

学生数

学生数

人

歳

歳

～

～ ～ 歳

15

18

16 1810

コース紹介「インテンシブ・イングリッシュ」

コース紹介「一般英語コース」

コース期間 4 / 8 週間 週の授業数 ー

入学日 1月、 3月、 5月、 6月、8月、9月 1 レッスンの時間 ー

レベル分け 6 段階

コース期間 1 週間～ 週の授業数 20

入学日 毎週月曜日 1 レッスンの時間 45 分

レベル分け 6 段階

都市部

都市部

ホームステイ

ホームステイ

郊外

郊外

寮

寮

日本人スタッフ常駐

日本人スタッフ常駐

国籍バランス重視

国籍バランス重視

アットホーム

アットホーム

大学キャンパス内

大学キャンパス内

リゾート地

リゾート地

大学キャンパス内のため、大学設備や施設が在学生と同
じように使用することができます。英語レベルによって
は学部聴講ができることも。アクティビティも多数用意
されており、アメリカ文化やグランドキャニオンなどへ
の観光などが楽しめます。中でも ASU フットボールチー
ムの応援はここでしか味わえない貴重な経験です！

• 授業料
• 入学費

• 授業料
• 入学費

その他オススメ

ジュニア・親子留学

一般英語コース

英語＋α

試験対策

ビジネス・専門英語

インターンシップ

提供しているコース

費用の目安
 フルタイムの場合（1 月～ 10 月内で開講）

進学準備コース　4週間 US$2,758

 

進学準備コース　8週間 US$3,708

人～50 400 人（最大12人）9

ビジネス英語コースでは、トピックに基づいたフレ
キシブルなカリキュラムを提供しています。レッス
ンを通し、場面に応じた英語を学ぶと共に、語彙力、
発音などにも焦点を当て、自信をもって話せる英語
力を養います。ビジネスの場面で円滑で効果的なコ
ミュニケーションを目指す方向けのコースです。

• 登録料
• 週 20 レッスン
• ホームステイ滞在費（自炊）・手配費
• 空港出迎え料

• 登録料
• 週 20 レッスン
• ホームステイ滞在費（自炊）・手配費
• 空港出迎え料

その他オススメ

ジュニア・親子留学

一般英語コース

英語＋α

試験対策

ビジネス・専門英語

インターンシップ

提供しているコース

費用の目安
ボストン校の場合

一般英語コース　2週間 US$1,506

フロリダ校の場合

一般英語コース　2週間 US$1,587

平均

最大

ー

人～500 1000
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INTO センター

大学キャンパスでアカデミック英語を身に付ける！
INTO University Partnerships

INTO は、留学生教育の質を高めるという使命を共有する、複数の名門大学の教育資源と民間
の投資を結合させることにより設立された留学生のためのスタディセンターです。アメリカに
ある全ての INTO センターは、各パートナー大学のキャンパス内にあり、その大学の 1 カレッ
ジとして留学生に最高レベルの学習及び生活環境を提供することに全力を傾けています。大学
進学準備プログラムをはじめ、INTO で運営している全てのプログラムは、大学教務スタッフ
先導のもとに開発され、その質は各パートナー大学により保証されています。英語プログラム
には一般英語、アカデミック英語に加えて、大学生を対象とした英語＋学部授業を受講する英
語付きスタディ・アブロード・プログラムが日本人留学生の注目を集めています。

アメリカで大学進学を目指す方向けの進学準備英語コースです。アメリカの大学キャンパスで、
自身のアイデアや考えを英語で発表したり、エッセイにまとめるための能力を養います。また、
学術的な文献を読み解く力や、授業でのノートテイキングの力も身に付けることができます。

学校紹介

ロケーション

滞在方法

その他の特徴

対象年齢 ジュニア対象年齢

1クラスの人数学生数

人

歳～

～500 1,000

16

コース紹介「アカデミック英語コース」

コース期間 2 か月～ 週の授業数 20 ～ 23 ※校舎により異なる

入学日 1月、 3月、 6月、 9月
※校舎により異なる

1 レッスンの時間 ー

レベル分け ー

都市部

ホームステイ

郊外

寮

日本人スタッフ常駐

国籍バランス重視

アットホーム

大学キャンパス内

リゾート地

アメリカの現地大学への編入のための準備コースや、
大学院進学準備のためのプログラムが充実しています。
専攻分野ごとにコースが分かれているため、専攻に合
わせてコース選択が可能です。 • 授業料

• 大学寮滞在費
• 空港出迎え料

• 授業料
• 大学寮滞在費
• 空港出迎え料

その他オススメ

ジュニア・親子留学

一般英語コース

英語＋α

試験対策

ビジネス・専門英語

インターンシップ

提供しているコース

費用の目安
ワシントン州立大学の場合

アカデミック英語コース　1学期間 US$6,700

オレゴン州立大学の場合

アカデミック英語コース　2学期間 US$10,920

FLS International は、アメリカ国内のカレッジや大学内にキャンパスを構える語学学校です。
治安の良い場所を選んで校舎が設置されているため、アメリカの治安が心配という方にもお
すすめです。学校キャンパスの設備を、現地の学生と同じように使用できるところも魅力で、
アメリカのキャンパスライフを満喫することができます。

FLS インターナショナル

現地の学校キャンパスで勉強できる！
FLS International 

週 20 時間のプログラムは、週 15 時間のコアクラスと 5 時間のアカデミックワークショッ
プから構成されています。アカデミックワークショップでは、英語講師と共に、実用的な
英語を使う機会を提供しています。

学校紹介

ロケーション

滞在方法

その他の特徴

対象年齢 ジュニア対象年齢

1クラスの人数学生数

歳～15

15
コース紹介「一般英語コース」

コース期間 1 週間～ 週の授業数 24

入学日 毎週月曜日 1 レッスンの時間 50 分

レベル分け 18 段階

都市部

ホームステイ

郊外

寮

日本人スタッフ常駐

国籍バランス重視

アットホーム

大学キャンパス内

リゾート地

人約500 人

専門分野に特化して勉強したい方に人気なのが、集中英語コー
スです。コアクラス週15時間に加え、興味とレベルに合っ
た選択授業を5時間、アカデミックワークショップを5時間
組み合わせたプログラムです。実践的な英語力の習得に加え、
弱点の強化に力を入れます。

• 登録料
• 週 24 レッスンの授業料
• ホームステイ滞在費（2 食付）・手配費

• 登録料
• 週 30 レッスンの授業料
• ホームステイ滞在費（2 食付）・手配費

その他オススメ

ジュニア・親子留学

一般英語コース

英語＋α

試験対策

ビジネス・専門英語

インターンシップ

提供しているコース

費用の目安
 シトラスカレッジの場合

一般英語コース　2週間 US$1,780

 シトラスカレッジの場合

集中英語コース　2週間 US$1,880

平均 人18

最大

ー

ー
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セント・ジャイルズ・インターナショナル

95％の生徒が非常に満足したと答えた充実の語学学校！
St Giles International 

セント・ジャイルズ・インターナショナルは、世界中からの留学生に 60 年以上も英語コースを提供
してきました。2012 年には 95％もの生徒が非常に満足したと答えています。年齢やニーズ、ご要
望にかなう豊富なコースと滞在先に加え、エキサイティングなアクティビティもご用意しています。
世界中の友達と海外での生活を楽しめるだけでなく、効率よく英語力を伸ばすことができます。ニュー
ヨーク校はマンハッタンの中心、5 番街に校舎を構え、学生たちは世界的国際都市で学ぶことができ
ます。サンフランシスコ校もまた、ダウンタウン・マーケット・ストリートに校舎を構え、カリフォ
ルニアのフレンドリーでウェルカムな環境を望む生徒にとって理想の学習環境となっています。

一般英語コースでは、日常生活の中で自信をもってコミュニケーションをとれる英語
力の習得を目指します。コースを通して、円滑なコミュニケーション能力はもちろん、
Listening、Reading、Writing、語彙力、文法力に至る全ての領域において、正確で流
暢な英語力を身に付けることができます。授業のスタート時間を午前、午後どちらか選べ
る珍しい学校です。

学校紹介

ロケーション

滞在方法

その他の特徴

対象年齢 ジュニア対象年齢

1クラスの人数学生数

人

歳 歳

（最大12人）

～

6

16

コース紹介「一般英語コース」

コース期間 1 週間～ 週の授業数 20 / 22 / 28

入学日 毎週月曜日 1 レッスンの時間 50 分

レベル分け 6 段階

都市部

ホームステイ

郊外

寮

日本人スタッフ常駐

国籍バランス重視

アットホーム

大学キャンパス内

リゾート地

アート & デザイン分野の英語を特化して学べる、一般
英語 + アート & デザインプログラムをはじめ、イン
ターンプログラムや大学進学準備コースなど一人ひと
りのニーズに合わせた、多種多様なプログラムを提供
しています。

• 登録料
• 週 20 レッスンの授業料
• ホームステイ滞在（2 食付）
• 空港出迎え料

• 登録料
• 週 20 レッスンの授業料
• ホームステイ滞在（2 食付）
• 空港出迎え料

その他オススメ

ジュニア・親子留学

一般英語コース

英語＋α

試験対策

ビジネス・専門英語

インターンシップ

提供しているコース

費用の目安
ニューヨーク校の場合

一般英語コース　2週間 US$1,929

サンフランシスコ校の場合

一般英語コース　2週間　 US$1,687

～1710

人～215 525 平均



15 ※開講コースや滞在方法、施設、料金などの詳細は、各センターによって異なります。詳しくはお問い合わせ下さい。

カナダ No.1 の商業都市トロントと、住みやすさで常に世界の頂点に立つバンクーバー。それ
ぞれの都市の中心地にある ILAC では、19 年間にわたって、トップレベルの英語教育を提供
してきました。世界 70 か国からたくさんの学生が集まり、英語学習にアクティビティと毎日
を積極的に楽しんでいます。経験豊かでフレンドリーな講師と基礎からしっかり学ぶほか、週
2 日の選択授業では苦手なところを集中的に学習。勉強や日頃の悩みは日本人カウンセラーが
いつでも真摯に相談にのってくれます。ILAC の英語教育は国内外から非常に高く評価されて
おり、その証拠に修了生からは、ILAC で学んだ経験がどのようにそれぞれの人生を変えたの
かポジティブな感想が数多く寄せられています。

カナダの各地に学校があります。 学校選びはローケーションごとに特徴があるので beo カウンセラーと相談をしましょう ！ 

下記以外の学校もご案内可能です。 お気軽にご相談ください。

カナダCanada

インターナショナル・ランゲージ・アカデミー・オブ・カナダ（ILAC）

自分に合った 17段階のレベル別クラスで学習できる！
International Language Academy of Canada (ILAC)

一般英語コースは、ケンブリッジ英検の方法論をベースにデザインされており、「話す、聴く、
書く、読む」の 4 つの機能と、文法や語彙、発音やイディオムを総合的に学びます。メインク
ラスは 17 段階にレベル分けされ、コース修了後には到達レベルに応じて、Certificate が授
与されます。週に 2 回ある選択クラスでは、スピーキング / リスニング、発音矯正、ボキャブ
ラリー、文法など、様々なコースから学習したい科目を選択し受講します。必要に応じてクラ
ス変更が柔軟に行えますので、様々なクラスが受講できます。

ILAC Gap Year Program では、本スクールで英語
コースを受講しながら、ILAC のパートナー校である
大学の講義を受講することができます。1 セメスター
の ILAC の英語コースを終えたあと、2 セメスター目
は、George Brown College など、カナダの有名大
学で現地の大学生たちと共に学ぶことができます。

学校紹介

ロケーション

滞在方法

その他の特徴

対象年齢 ジュニア対象年齢

1クラスの人数学生数

平均 人人

歳～

～

～ 歳

131,000 2,000

18 1814

コース紹介「一般英語コース」 その他オススメ

コース期間 2 週間～ 週の授業数 30 / 38

入学日 毎週月曜日 1 レッスンの時間 45 分

レベル分け 17 段階 ジュニア・親子留学

一般英語コース

英語＋α

試験対策

ビジネス・専門英語

インターンシップ

提供しているコース

費用の目安
 

一般英語コース　2週間 CA$1,615

 

一般英語コース　12週間 CA$7,435

都市部

ホームステイ

郊外

寮

日本人スタッフ常駐

国籍バランス重視

アットホーム

大学キャンパス内

リゾート地

• 登録料
• 週 30 レッスンの授業料
• ホームステイ滞在費（3 食付）・手配費
• 空港出迎え料

• 登録料
• 週 30 レッスンの授業料
• ホームステイ滞在費（3 食付）・手配費
• 空港出迎え料

• International Language Academy of 
Canada(ILAC) 

• Kaplan International English
• Global Village

• Global Village

• Global Village

• International Language Academy of 
Canada(ILAC) 

• Kaplan International English
• Global Village

バンクーバー
ビクトリア

カルガリー

トロント
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グローバルビレッジは、トロント、バンクーバーをはじめ、ビクトリアやカルガリーなど
にもセンターを構えるカナダ最大規模の語学学校のひとつです。その長い歴史と実績を誇
る当スクールには、優秀で教育熱心な講師、スタッフが集まり、質の高い授業と細部にま
で行きわたる手厚いサポートを提供しています。自身の未来のため、夢を叶えるため、聡
明な学生が世界中から集まり、互いを高めあいながら英語学習に励んでいます。コースも
様々なニーズに応えることができるように、ビジネス英語や、IELTS やケンブリッジ英検
など各種英語試験対策など幅広く提供しています。国籍バランスにも重きを置き、母国語
使用禁止ルールも厳しく設定されているので、英語環境にどっぷりつかることができます。

カナダ最大規模の語学学校のひとつ。実績に定評あり！

グローバル・ビレッジの一般英語コースでは、20 か国以上の国籍の学生がバランスよく割り振ら
れたクラスの中で学ぶことができます。クラスは平均 12 名の少数で行われ、語彙力、Writing、
Reading、Listening 各スキルを養いながら、Speaking スキルに焦点を当て、円滑なコミュニケー
ション能力を養います。ほとんどの講師が英語教授において学士以上の学位を保有しており、プログ
ラムは Languages Canada 及び EQA（教育機関品質保証）に認定されています。

一般英語コースの他にも様々な英語 + αのプログラムを提
供しています。「英語 + ホッケー」は、英語のレッスンを日
中に行い、夜や週末には地元のカナダ人とホッケーをするこ
とができる人気のプログラムです。「英語 + 野生動物保護」
では、怪我や孤立した動物の短期・長期ケア、野生動物の保
護などのボランティア活動に参加することができます。

学校紹介

ロケーション

滞在方法

その他の特徴

対象年齢 ジュニア対象年齢

1クラスの人数学生数

歳～ ～歳16 12

コース紹介「一般英語コース」 その他オススメ

コース期間 1 週間～ 週の授業数 20 / 25 / 30

入学日 毎週月曜日 1 レッスンの時間 50 分

レベル分け 8 段階 ジュニア・親子留学

一般英語コース

英語＋α

試験対策

ビジネス・専門英語

インターンシップ

提供しているコース

費用の目安
バンクーバー校の場合

一般英語コース　2週間 CA$1,650

トロント校の場合

IELTS対策コース　2週間 US$1,625

都市部

ホームステイ

郊外

寮

日本人スタッフ常駐

国籍バランス重視

アットホーム

大学キャンパス内

リゾート地

グローバル・ビレッジ

カプラン・インターナショナル・イングリッシュ

長年の歴史と実績が証明する、世界でも指折りの語学学校

Global Village

Kaplan International English

• 登録料
• 週 20 レッスンの授業料
• ホームステイ滞在費（3 食付）・手配費
• 空港出迎え料

• 登録料
• 週 25 レッスンの授業料
• ホームステイ滞在費（3 食付）・手配費
• 空港出迎え料

進学目的の真面目な学生が多いので、互いにモチベーションを高めあいながら、より効果の高い
語学留学を実現することができます。近年、全てのキャンパスで最新鋭の設備を整え、学生にとっ
て最高の学習環境を提供しています。また、Kaplan 独自開発の K+notes コースブックとオンラ
イン学習プログラム K+tools を統合した英語学習システムを取り入れ、学生は自分の達成度を常
に確認することができます。IELTS 対策コースにも定評があり、しっかり学びたい人にベストな
語学学校です。

リーディング、ライティング、リスニング、スピーキング、文法といった各必要スキルを
総合的に学び、コミュニケーション力の向上を重視しているコースです。特別スキル授業
では自分に合ったクラスを選択し、K+ オンライン学習やスタディグループを活用して集
中的に英語を学べます。2 週間の短期から受講することが可能です。

学校紹介

ロケーション

滞在方法

その他の特徴

対象年齢 ジュニア対象年齢

1クラスの人数学生数

人

人

人

歳 歳

（最大15人）

（最大15人）

～ ～

～ 12

12

250 350

16 12

コース紹介「一般英語コース」

コース期間 2 週間～ 週の授業数 20 / 28

入学日 毎週月曜日 （祝日を除く） 1 レッスンの時間 45 分

レベル分け 6 段階

都市部

ホームステイ

郊外

寮

日本人スタッフ常駐

国籍バランス重視

アットホーム

大学キャンパス内

リゾート地

バンクーバーは、有名なロブソンストリート近辺で、ス
タンレーパークから徒歩 20 分、ビーチから 15 分とい
う立地の、ダウンタウンの同じ地域にセンターを構えて
います。トロント校は、歓楽街とイートンセンターショッ
ピングモールから数ブロック先のダウンタウンの中心に
あります。

• 登録料
• 週 20 レッスン & K+ セッション の授業料
• ホームステイ滞在費（2 食付）・手配費
• 空港出迎え料

• 登録料
• 週 20 レッスン & K+ セッション の授業料
• ホームステイ滞在費（2 食付）・手配費
• 空港出迎え料

その他オススメ

ジュニア・親子留学

一般英語コース

英語＋α

試験対策

ビジネス・専門英語

インターンシップ

提供しているコース

費用の目安
バンクーバー校の場合

一般英語コース　2週間 CA$1,865

トロント校の場合

一般英語コース　2週間 CA$1,900

平均

人～350 450 平均
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• British Study Centres
• Eurocentres
• Bell International
• Kaplan International English
• OHC English
• LAL Language Centres
• INTO University Partnerships
• University of the Arts London 
Language Centre

• Eurocentres
• Bell International
• Kaplan International English

• University of Leeds 
Language Centre

• INTO University Partnerships

• British Study Centres

• Norwich Study Centre 
• INTO University Partnerships

• British Study Centres
• Kaplan International English

• British Study Centres 
• Eurocentres

• Guildford College Group International Centre

• British Study Centres
• OHC English
• Kaplan International English

• INTO University 
Partnerships

• LAL Language Centres
• Kaplan International English

• OHC English

• British Study Centres
• Kaplan International English
• INTO University Partnerships

• Kaplan International English

• Kaplan International English

• Exeter Academy
• INTO University Partnerships

• Eurocentres
• Southbourne School of English
• Kaplan International English

• Southbourne School of English
• Kaplan International English • Kaplan International English

イギリス

ロンドン

ケンブリッジ
リーズ

ニューカッスル

ヨーク

ノリッジ

エジンバラ

ブライトン

ギルフォード

オックスフォード

チェルトナム

トーベイ

ストラトフォード＝アポン＝エイヴォン

マンチェスター

リバプール

バース

エクセター

ボーンマス

サウスボーン
ソールズベリー

United Kingdom

ロンドン、オックスフォード、ブライトンなどイギリス国内 6 か所にキャンパスを構え、春・夏休
み中はさらに複数の拠点でジュニア向けプログラムも開講しています。一般英語、ビジネス英語、
試験対策、ジュニア向け英語 + スポーツプログラムなど、子供から大人まで様々なニーズに合わ
せたコースを提供しており、キャリアサービス、教員養成プログラムや職業訓練プログラムも提
供しております。コースや滞在先、キャンパスの変更等、どんな質問にも柔軟に対応いたします。
世界中から集まる様々な国籍のクラスメートと共に学んでいくことができます。自分のペースを
崩さずに勉強したい方に特におすすめの学校です。

ブリティッシュ・スタディー・センターズ

留学とは人生を変える経験、それを実現させましょう
British Study Centres 

「G25 Intensive General English Programme」は、当スクールで最も人気のある一般英語プロ
グラムで、午前中はしっかり集中して勉学に励み、午後はフリータイムを思う存分楽しむことができ
ます。週 15 コマのテキストを使った授業と、週 5 コマの Speaking、Writing に特化した強化レッ
スン、さらに週毎に、文法、ライティング、語彙力強化、の中から 2 コマ選択することができます。

ケンブリッジ大学英語検定機構が提供する英語教授法
認定資格である CELTA、DELTA をはじめ、小中学
校教育のメソッド CLIL など、様々な英語教員プログ
ラムを提供しています。また、ウィンド・サーフィン、
料理、サッカー、ファッション、テニス、乗馬、ゴル
フなど、様々なアクティビティも選択可能です。

学校紹介

ロケーション

滞在方法

その他の特徴

対象年齢 ジュニア対象年齢

1クラスの人数学生数

平均 人

歳～ ～ 歳

11

16 178

コース紹介「一般英語コース」 その他オススメ

コース期間 1 週間～ 週の授業数 15 / 20 / 25 / 30

入学日 毎週月曜日 1 レッスンの時間 50 分

レベル分け 6 段階 ジュニア・親子留学

一般英語コース

英語＋α

試験対策

ビジネス・専門英語

インターンシップ

提供しているコース

費用の目安
ブライトン校の場合

一般英語コース　2週間 £915

ブライトン校の場合

一般英語コース　12週間 £4,025

都市部

ホームステイ

郊外

寮

日本人スタッフ常駐

国籍バランス重視

アットホーム

大学キャンパス内

リゾート地

• 登録料
• 週 15 レッスンの授業料
• ホームステイ滞在費（自炊）・手配費
• 空港出迎え料

• 登録料
• 週 15 レッスンの授業料
• ホームステイ滞在費（自炊）・手配費
• 空港出迎え料

（最大14人）人～150 450

イギリスの各地に学校があります。 学校選びはロケーションごとに特徴があるので beo カウンセラーと相談をしましょう ！ 

下記以外の学校もご案内可能です。 お気軽にご相談ください。
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エクセター・アカデミー

美しい景観で安全・快適な街のアットホームな語学学校
Exeter Academy

英国で最も美しい街のひとつであるエクセターに校舎を構えるエクセター・アカデミーは、1978 年に設立
されました。約 15 か国からの留学生が常時 40 名前後在籍しており、日本人学生が比較的少ないため、国
際的な環境で学ぶことができます。学生と講師の距離が近く、相談しやすい環境も魅力のひとつです。街の
中心部からもほど近く、ラッセル・グループの加盟校でもあるエクセター大学も歩いて 10 分ほどの距離に
あります。ダートムーア、エクスムーア国立公園、そしてエクセターの海に囲まれ、大都市ロンドンへも電
車で 2 時間ほどで行くことができます。恵まれた生活環境、学習環境、優秀な講師陣が、当校がイギリス国
内でトップ 5% に入る語学学校であり、「Centre of Excellence」とも呼ばれる理由です。

エクセター・アカデミーの一般英語コースでは、本校独自のメソッドを採用しており、ス
キル別に異なるレベルの授業を受けることが可能です。各スキルの向上度によってそれぞ
れ最も適したクラスで学ぶことが可能なので、優秀な講師陣の下、文法、リーディング、
ライティング、語彙力、スピーキング、リスニングの各スキルを効率よく伸ばすことがで
きます。

学校紹介

ロケーション

滞在方法

その他の特徴

対象年齢 ジュニア対象年齢

1クラスの人数学生数

人人

歳

（最大12人）

～

～

ー

840 50

18 70

コース紹介「一般英語コース」

コース期間 1 週間～ 週の授業数 15

入学日 毎週月曜日 （祝日を除く） 1 レッスンの時間 90 分

レベル分け 初級～上級

都市部

ホームステイ

郊外

寮

日本人スタッフ常駐

国籍バランス重視

アットホーム

大学キャンパス内

リゾート地

スキル毎にクラス分けされる、独自かつ最適な英語学
習メソッドに加え、ケンブリッジ英語検定や IELTS 対
策コースなど、様々なコースも提供しています。恵ま
れた生活・学習環境を整えるエクセター・アカデミー
では、卒業した学生のうち、実に 94% が満足したと
答えています。

• 登録料
• 週 15 レッスンの授業料
• ホームステイ滞在費（3 食付）・手配費

• 登録料
• 週 15 レッスンの授業料
• ホームステイ滞在費（3 食付）・手配費

その他オススメ

ジュニア・親子留学

一般英語コース

英語＋α

試験対策

ビジネス・専門英語

インターンシップ

提供しているコース

費用の目安
 

一般英語コース　2週間 £999

 

一般英語コース　12週間 £5,295

平均

ロンドン芸術大学ランゲージセンター

英国屈指の芸術大学で英語だけでなくアートやファッションを学ぶ
University of the Arts London Language Centre

ロンドン芸術大学は、世界を代表するアート・カレッジのひとつとして名高いセントラル・
セント・マーティンズ・カレッジをはじめとする、6 つのカレッジから構成される英国屈指
の芸術大学です。ロンドン芸術大学付属の英語学校である本校はブリテッシュ・カウンシル
公認の語学学校で、一般英語や大学入学準備等の充実した英語コースのみならず、アート、
デザイン、ファッション等様々な芸術分野に関係した英語コースを提供しており、アートや
デザイン系に興味がある方にとっては、英語と本格的なアート学習を合わせて受講すること
ができる大変魅力的な環境です。

初級から上級レベルまで、週 15 時間のコースと 20 時間のコースを選択することができます。
スピーキング、リスニング、リーディング、ライティング、発音等、幅広い分野をバランスよ
く学ぶことができ、また、グループワークやペアワーク、プロジェクトワーク等、授業形態も
バラエティに富んでいます。イギリス生活の中での活きたコミュニケーションに着目して、幅
広いトピックの中から、異文化コミュニケーションやイギリス文化についても学習します。

学校紹介

ロケーション

滞在方法

その他の特徴

対象年齢 ジュニア対象年齢

1クラスの人数学生数

人

歳～

～100 200

16

コース紹介「一般英語コース」

コース期間 2 週間～ 週の授業数 15 / 20

入学日 毎週月曜日 （祝日を除く） 1 レッスンの時間 60 分

レベル分け 7 段階

都市部

ホームステイ

郊外

寮

日本人スタッフ常駐

国籍バランス重視

アットホーム

大学キャンパス内

リゾート地

英語＋αのコースでは、週 15 時間の一般英語コースと、セ
ントラル・セント・マーティンズ・カレッジ等で開講される
アート・コースをあわせて受講することができます。アート
＆デザイン、デジタル・フォトグラフィ、ファッションビジ
ネス、ファインアート、インテリアデザイン等、非常に幅広く、
各コースで経験豊富な専門教師から学ぶことができます。

• 週 15 レッスンの授業料
• ホームステイ滞在（2 食付）

• 英語（週 15 レッスン）＋ファッションの授業
• ホームステイ滞在（2 食付）

その他オススメ

ジュニア・親子留学

一般英語コース

英語＋α

試験対策

ビジネス・専門英語

インターンシップ

提供しているコース

費用の目安
 

一般英語コース　2週間 £1,024

 

英語＋ファッション　2週間 £1,374

平均 人12 （最大15人）

ー
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リーズ大学 語学センター

英国の名門リーズ大学付属の語学学校。夏期プログラムは特に人気！
University of Leeds Language Centre

リーズ大学語学センターでは、世界中からやってくる留学生に、様々な英語コースを提供し
ています。イギリスの名門リーズ大学のキャンパス内に校舎を構え、英語学習に最適な環境
を整えています。毎年 35 か国以上からやってくる 1,000 人以上の学生が、当スクールの
一般英語コースや事前英語準備コースで学んでいます。全ての英語コースは英国政府機関で
あるブリティッシュ・カウンシルにより認定されており、事前英語準備コースは BALEAP
により認定されています。

一般英語コースでは、Speaking、Writing、Reading、Listening、4 つのスキルをバランス
よく向上させながら、バラエティに富んだ表現を学び、学生が自信をもって英語でのコミュニ
ケーションをとれるようになることを目指します。また、様々なプロジェクトやアクティビティ、
小旅行などを通して、イギリスの文化や暮らしを理解することができ、大学キャンパスでの生
活から多くの学びや気付きが得られます。

学校紹介

ロケーション

滞在方法

その他の特徴

対象年齢 ジュニア対象年齢

1クラスの人数学生数

人

歳～

1,200

18

コース紹介「一般英語コース」

コース期間 3 / 4 / 5 / 6 / 10 週間 週の授業数 9 ～１７時 / 午前のみ

入学日 1月、 4月、 7月、 8月、10月 1 レッスンの時間 2 時間

レベル分け 初級～上級

都市部

ホームステイ

郊外

寮

日本人スタッフ常駐

国籍バランス重視

アットホーム

大学キャンパス内

リゾート地

リーズ大学語学センターでは、イギリスの大学または大
学院進学を目指している方向けの事前英語準備コース
を提供しています。大学での課題や授業をこなすための
アカデミック英語と学習スキルを効率よく学ぶことが
できます。

• 授業料（月～金、9 ～ 17 時）

• 授業料（月～金、午前のみ）

その他オススメ

ジュニア・親子留学

一般英語コース

英語＋α

試験対策

ビジネス・専門英語

インターンシップ

提供しているコース

費用の目安
フルタイムの場合（7 ～ 9 月）

一般英語コース　4週間 £1,080

パートタイムの場合（7 ～ 9 月）

一般英語コース　4週間 £772

ー

最大 人16

ユーロセンター

実績ある学習システム、便利な立地、多国籍のクラスメイト
Eurocentres

1960 年に創立された非営利の語学教育財団で、世界中に学校をもつ外国語指導のパイ
オニアです。英国政府機関のブリティッシュ・カウンシルの調査では、その指導力は英国
内トップレベルと評価され、質の高い授業ときめ細やかな個別指導を提供しています。ロ
ンドン校は 19 世紀の趣を残す歴史溢れる校舎で、モダンなインテリアと最新設備を有し
ています。ジョージアン様式の建物が立ち並ぶ街の一画に校舎を構え、電車、バス、地下
鉄など各駅に歩いていくことができます。

週 20 レッスンのコアプログラムでは、クラス担当講師が一人一人の目標や学習内容に基づき、
幅広い領域をカバーするバランスの良い学習計画を立てます。毎週 5 ～ 10 レッスンを担当す
る副担任が、常に学生と連絡をとりあい、週の学習プランを実行していきます。毎週金曜日に
行われる復習レッスンでは、その週に学んだことを反復学習しながら、次の週に向けて準備を
することができ、学生はより効率良く学んでいくことができます。

学校紹介

ロケーション

滞在方法

その他の特徴

対象年齢 ジュニア対象年齢

1クラスの人数学生数

人

歳～

～90 220

16

コース紹介「一般英語コース」

コース期間 2 ～ 52 週間 週の授業数 20 / 25 / 30

入学日 毎週月曜日 1 レッスンの時間 50 分

レベル分け 9 段階

都市部

ホームステイ

郊外

寮

日本人スタッフ常駐

国籍バランス重視

アットホーム

大学キャンパス内

リゾート地

ヨーロッパで最も大きな IELTS 試験センターのひとつであ
る、当スクールの IELTS 対策コースでは、長年の経験を基に、
目標スコア獲得のためのベストな指導を行っています。また、
各ターム（12 週間）毎に学校や言語、コースなどを自由に
組み合わせることのできるフレキシブルなコースも開講して
います。授業数を多く設定することが可能なので、真面目に
しっかり勉強したい方にお勧めです。

• 登録料
• 週 20 レッスンの授業料
• ホームステイ滞在費・手配費

• 登録料
• 週 20 レッスンの授業料
• 学生寮滞在費・手配費

その他オススメ

ジュニア・親子留学

一般英語コース

英語＋α

試験対策

ビジネス・専門英語

インターンシップ

提供しているコース

費用の目安
ホームステイの場合 ( ロンドン校 )

一般英語コース　2週間 £1,342

学生寮の場合 ( ロンドン校 )

一般英語コース　2週間 £1,474

平均 人10

ー

（最大14人）
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人～140 320

1966 年に創立された家族経営の語学学校で、フレンドリーでアットホームな環境を提供し
ています。学校から 10 分ほど歩けば、イギリスで最も長い砂浜海岸のひとつであるボーン
マスの美しい海岸にいつでも行くことができます。学校のまわりには若い世代の家族や様々
な分野の専門家が住んでおり、安全できれいな生活環境を整えています。また、学校はバス
や電車の駅からほど近く、交通の便もとても良いです。全てのホームステイ先は、学校から
徒歩圏内にあり、厳格な調査をクリアした安心できるステイ先となっています。

ベル・インターナショナル

サウスボーン・スクール・オブ・イングリッシュ

イギリス有数の語学学校。ジュニアコースはリピーター多数！

美しい海岸にほど近く、アットホームな環境でリラックスして学習できる

Bell International

Southbourne School of English

ブリティッシュ・カウンシルの監査で常にトップレベルと評価され続けるベル・インターナショ
ナル。当スクールでは、英語教育を通して、世界へ飛び立とうとする学生に最適な学びの場を提
供し、それぞれの夢や目標を叶えるためのサポートをしています。1955 年の設立以来、世界中
の留学生と共に様々なサクセス・ストーリーを築き上げ、100 万を超える人たちの人生に変化を
もたらしてきました。一般英語コースの他、大学進学準備コースや教員養成コースなども提供し
ています。アクティビティと組み合わせたジュニアプログラムはリピーターが多く大人気です。

世界的学生都市である、ケンブリッジ、ロンドンで開講されている一般英語コースでは、
学校や仕事場、旅行中など、様々な環境で自信を持ってコミュニケーションをとれる英語
力を身に付けることができます。幅広いモジュールの中から、それぞれの目的に合わせた
コースを選択することができるので、効率よく英語力を向上させることができます。

一般英語コースは、週 15 時間のレッスンを行う「General Course」と、週 21 時間の
レッスンを行う「Intensive Course」の 2 つから選択することが可能です。全てのコー
スは文法、発音、語彙力の向上に焦点をあてながら、Writing、Reading、Speaking、
Listening、4 つのスキルをバランスよく伸ばすことができます。お申し込みの前にあな
が目指すレベルなどをご相談ください。あなたに合ったコースをご紹介いたします。

学校紹介

学校紹介

ロケーション

ロケーション

滞在方法

滞在方法

その他の特徴

その他の特徴

対象年齢

対象年齢

ジュニア対象年齢

ジュニア対象年齢

1クラスの人数

1クラスの人数

学生数

学生数

人

歳 歳

（最大10人）

（最大14人）

歳 歳

～ ～

～ ～

6

16 7 17

16 9 15

コース紹介「一般英語コース」

コース紹介「一般英語コース」

コース期間 1 週間～ 週の授業数 15 / 20 / 25

入学日 毎週月曜日 1 レッスンの時間 60 分

レベル分け 7 段階 （A1-C2）

コース期間 1 週間～ 週の授業数 15 / 21

入学日 毎週月曜日 1 レッスンの時間 60 分

レベル分け 6 段階

都市部

都市部

ホームステイ

ホームステイ

郊外

郊外

寮

寮

日本人スタッフ常駐

日本人スタッフ常駐

国籍バランス重視

国籍バランス重視

アットホーム

アットホーム

大学キャンパス内

大学キャンパス内

リゾート地

リゾート地

2016 年から導入された「Language in action」プロ
グラムでは、観光地巡りや、映画や演劇などのクラブ活
動など、緻密に練られたアクティビティを通して、英語
力を伸ばすことができます。また、夏のジュニアプログ
ラムのケアの手厚さは非常に好評で、リピーターが続出
するほど人気のプログラムとなっています。

• 登録料
• 週 15 レッスンの授業料
• ホームステイ滞在費（朝食付き）・手配費
• 空港出迎え料

• 登録料
• 週 15 レッスンの授業料
• 学生寮滞在費（自炊）・手配費
• 空港出迎え料

その他オススメ

ジュニア・親子留学

一般英語コース

英語＋α

試験対策

ビジネス・専門英語

インターンシップ

提供しているコース

費用の目安
 ホームステイの場合（ロンドン校）

一般英語コース　2週間 £1,310

 学生寮の場合（ロンドン校）

一般英語コース 2週間　 £1,370

人8

国際的に認められているケンブリッジ英語検定の FCE
（First Certificate in English）取得を目指す夏の特別
コースは、海外大学への進学を目指している方や、自身
のキャリアの可能性を広げたいと思っている方に最適の
コースとなっています。また、夏のジュニアサマープロ
グラムもおすすめです。

• 登録料
• 週 15 レッスンの授業料
• ホームステイ滞在費（2 食付）・手配費

• 登録料
• 週 15 レッスンの授業料
• ホームステイ滞在費（2 食付）・手配費

その他オススメ

ジュニア・親子留学

一般英語コース

英語＋α

試験対策

ビジネス・専門英語

インターンシップ

提供しているコース

費用の目安
夏季（6 月中旬～ 8 月下旬）

一般英語コース　2週間 £770

夏季を除く期間

一般英語コース　2週間 £738

平均

人～45 300 平均



21 ※開講コースや滞在方法、施設、料金などの詳細は、各センターによって異なります。詳しくはお問い合わせ下さい。

カプラン・インターナショナル・イングリッシュ 

長年の歴史と実績が証明する、世界でも指折りの語学学校
Kaplan International English

進学目的の真面目な学生が多いので、互いにモチベーションを高めあいながら、より効果
の高い語学留学を実現することができます。近年、全てのキャンパスで最新鋭の設備を整
え、学生にとって最高の学習環境を提供しています。また、Kaplan 独自開発の K+notes
コースブックとオンライン学習プログラム K+tools を統合した英語学習システムを取り入
れ、学生は自分の達成度を常に確認することができます。IELTS 対策コースにも定評があり、
しっかり学びたい人にベストな語学学校です。

リーディング、ライティング、リスニング、スピーキング、文法といった各必要スキルを総合
的に学び、コミュニケーション力の向上を重視しているコースです。特別スキル授業では自分
に合ったクラスを選択し、K+ オンライン学習やスタディグループを活用して集中的に英語を
学べます。2 週間の短期から受講することが可能です。

学校紹介

ロケーション

滞在方法

その他の特徴

対象年齢 ジュニア対象年齢

1クラスの人数学生数

人

歳 歳～

～

～

100 350

16 12 17

コース紹介「一般英語コース」

コース期間 2 週間～ 週の授業数 20 / 28

入学日 毎週月曜日 （祝日を除く） 1 レッスンの時間 45 分

レベル分け 6 段階

都市部

ホームステイ

郊外

寮

日本人スタッフ常駐

国籍バランス重視

アットホーム

大学キャンパス内

リゾート地

短期または長期の一般英語、試験対策、大学準備プロ
グラムなど多彩なプログラムを提供しています。ビジ
ネス英語コースでは面接から会議、交渉など様々なビ
ジネスシーンで使われる専門的な英語を集中的に学び、
英語環境で働くコミュニケーションスキルと自信を身
に付けます。

• 週 20 レッスン & K+ セッション の授業料
• ホームステイ滞在費（2 食付）・手配費
• 空港出迎え料

• 週 20 レッスン & K+ セッション の授業料
• ホームステイ滞在費（2 食付）・手配費
• 空港出迎え料

その他オススメ

ジュニア・親子留学

一般英語コース

英語＋α

試験対策

ビジネス・専門英語

インターンシップ

提供しているコース

費用の目安
マンチェスター校の場合

一般英語コース　2週間 £1,015

リバプール校の場合

一般英語コース　2週間 £985

平均 人12 （最大15人）

OHC イングリッシュ

生徒へのきめ細かなサポート、質の高い授業で定評のある学校
OHC English

OHC イングリッシュは、美しいイギリスの街、ロンドン、オックスフォード、
ストラトフォード・アポン・エイヴォンにキャンパスを構え、質の高い教育とフ
レキシブルなコースを提供しています。壮大な歴史的建築物をはじめ、その長い
歴史が生み出す独特な文化に溢れているイギリスでは、英語を学びながら、イギ
リスの文化や風土、歴史を存分に味わうことができます。

質の高い英語コースを提供することはもちろん、学生たちが楽しく英語を学び、素晴らしい時
間を過ごせることを第一に考え、その実現に尽力しています。学校施設、学生寮、そしてアクティ
ビティや英語プログラムは、最高の学習環境と、みなさまの予想を上回る留学経験を提供でき
るよう緻密にデザインされています。

学校紹介

ロケーション

滞在方法

その他の特徴

対象年齢 ジュニア対象年齢

1クラスの人数学生数

人

歳 歳～ ～

～40 400

16 11 17

コース紹介「一般英語コース」

コース期間 1 週間～ 週の授業数 15 / 20 / 30

入学日 毎週月曜日 1 レッスンの時間 60 分

レベル分け 7 段階

都市部

ホームステイ

郊外

寮

日本人スタッフ常駐

国籍バランス重視

アットホーム

大学キャンパス内

リゾート地

一般英語コース + 会話と発音コースは、より自然で流暢
な会話力を目指す人向けのスピーキングに特化したコー
スです。イントネーション、アクセント、表現のパター
ンなど、講師の細かい指導の下、教育、信仰、国際関係
など、様々な時事問題については話し合いながら、スピー
キングスキルを養います。

• 登録料
• 週 15 レッスンの授業料
• ホームステイ滞在費（2 食付）・手配費
• 空港出迎え料

• 登録料
• 週 15 レッスンの授業料
• 学生寮滞在費（自炊）・手配費
• 空港出迎え料

その他オススメ

ジュニア・親子留学

一般英語コース

英語＋α

試験対策

ビジネス・専門英語

インターンシップ

提供しているコース

費用の目安
ホームステイの場合（ロンドン・オックスフォードストリート校）

一般英語コース　2週間 £1,105

学生寮の場合（ロンドン・オックスフォードストリート校）

一般英語コース　2週間 £1,185

平均 人10 （最大16人）
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人～50 300

世界各地に展開する語学学校、LAL ランゲージセンターは、ヨーロッパ各地からの留学生に
絶大な人気を誇る、イギリス発の語学学校です。日本人が比較的少ないのが特徴で、より多
様な国籍の学生と交流しながら英語を学んでいくことができます。学校講師やスタッフの質
の高さには定評があり、満足度の高い学校です。

ノリッジ・スタディー・センター

LAL ランゲージセンター

アットホームな語学学校で、きめ細かい指導とサポートが好評

日本人が少なめな穴場的語学学校。CEA 認定を受けた英語プログラムでしっかり学べる！

Norwich Study Centre

LAL Language Centres

ノリッジ・スタディー・センターは 2000 年、伝統的かつ趣のある都市、ノリッジの中心部に
設立された語学学校で、ブリティッシュカウンシル認定、English UK のメンバー校です。とて
もフレンドリーな学校で、一人ひとりの学生に合った英語指導を行うことで高く評価されていま
す。全学生の顔が見える規模の環境の中で、毎日の学習をさまざまな面からサポートします。20 
か国以上からやってきた学生が勉強しているので、経験豊かな講師による指導はもちろんのこと、
いろんな人との交流から学べることが多いはずです。英語だけでなくさまざまな人との出会いが
待っています。

週 21 時間のコースで、授業は午前・午後ともに行われます。コースではリーディング、ライティ
ング、リスニング、スピーキング、4 つのスキルアップを目指します。これら 4 つのスキルに
重点をおきつつ、語彙、発音、文法のレベルアップも目指します。

ロンドンのセント・メアリーズ大学にあるキャンパスで、サマースクールに参加することがで
きます。12 歳～ 17 歳までの方が対象で、英語の勉強だけでなく、イギリス大学でのキャン
パスライフも楽しむことができます。市場に出かけたり、ロイヤル・ウォークに参加したり、
課外活動も充実しています。
※ジュニア向けのサマースクールは、ロンドン、ウィンチェスター、タビストック、ブライトン、
トーベイ、バーカムステッドで開講しています。

学校紹介

学校紹介

ロケーション

ロケーション

滞在方法

滞在方法

その他の特徴

その他の特徴

対象年齢

対象年齢

ジュニア対象年齢

ジュニア対象年齢

1クラスの人数

1クラスの人数

学生数

学生数

歳

歳 歳

～

～ ～

16

16 9

コース紹介「一般英語コース」

コース紹介「夏休み短期コース」

コース期間 1 週間～ 週の授業数 15 / 21

入学日 毎週月曜日 （祝日を除く） 1 レッスンの時間 90 分

レベル分け 6 段階

コース期間 1 週間～ 週の授業数 ー

入学日 7 月　（学校によって異なる） 1 レッスンの時間 ー

レベル分け なし

都市部

都市部

ホームステイ

ホームステイ

郊外

郊外

寮

寮

日本人スタッフ常駐

日本人スタッフ常駐

国籍バランス重視

国籍バランス重視

アットホーム

アットホーム

大学キャンパス内

大学キャンパス内

リゾート地

リゾート地

IELTS は、海外の大学進学を目指す人にとって、最も有
名なテストの 1 つとなりました。世界の企業も IELTS 
のスコアを英語力の基準として見始めています。当校の
IELTS 対策ースでは、経験豊富な講師陣が、あなたが目
標スコアを達成できるように、しっかりトレーニングい
たします。

• 週 15 レッスンの授業料
• ホームステイ滞在費（2 食付）・手配費
• 空港出迎え料

• 週 15 レッスンの授業料
• ホームステイ滞在費（2 食付）・手配費
• 空港出迎え料

その他オススメ

ジュニア・親子留学

一般英語コース

英語＋α

試験対策

ビジネス・専門英語

インターンシップ

提供しているコース

費用の目安
 

一般英語コース　2週間 £820

 

IELTS対策コース　2週間 £860

人15

ジュニアコース以外にも、一般英語コースやビジネス英語
コース、英語試験対策コースなど様々なコースを開講して
います。レッスンを通し、場面に応じた英語を学ぶととも
に、語彙力や発音などにも焦点を当て、自信をもって話せ
る英語力を養います。 • 登録料

• 授業料
• 大学寮滞在費（2 食付）・手配費

• 登録料
• 週 20 レッスンの授業料
• 学生寮滞在費（自炊）・手配費

その他オススメ

ジュニア・親子留学

一般英語コース

英語＋α

試験対策

ビジネス・専門英語

インターンシップ

提供しているコース

費用の目安
ロンドン校の場合

LAL ロンドン サマースクール　1週間 £895

ロンドン校の場合

一般英語コース　2週間 £935

英語クラスは最大

人～50 100

ー

（最大14人）～ 人84平均



23 ※開講コースや滞在方法、施設、料金などの詳細は、各センターによって異なります。詳しくはお問い合わせ下さい。

ギルフォード・カレッジ付属語学センター

INTO センター

70 年以上の実績！イギリスの田園都市にある公立カレッジ内の語学センター

イギリスの大学キャンパスで英語を学び、学部の授業を受講できるチャンスも

Guildford College Group International Centre

INTO University Partnerships

ロンドンから車で約 1 時間半のサリー州ギルフォードにある公立カレッジ、ギルフォード・
カレッジ内の語学センターです。ギルフォードの街にメインキャンパスの他、合計 3 つの
キャンパスを持っています。現地学生が多く所属するカレッジなので、英語ネイティブの学
生との交流も自然とできる環境です。カレッジの施設は自由に利用が可能。広々とした食堂
や、明るく暖かな雰囲気の図書館はおすすめです。ブリティッシュ・カウンシル認定のコー
スを提供し、アクティビティ（課外活動）も充実しています。IELTS などの各英語試験も、
同校で受験することができます。

INTO は、留学生教育の質を高めるという使命を共有する、複数の名門大学の教育資源と民間
の投資を結合させることにより設立された留学生のためのスタディセンターです。一部のセン
ターを除き、ほぼ全ての INTO センターは、各パートナー大学のキャンパス内にあり、その大
学の 1 カレッジとして留学生に最高レベルの学習及び生活環境を提供することに全力を傾け
ています。大学進学準備プログラムをはじめ、INTO で運営している全てのプログラムは、大
学教務スタッフ先導のもとに開発され、その質は各パートナー大学により保証されています。
英語プログラムには一般英語、アカデミック英語に加えて、大学生を対象とした英語＋学部授
業を履修する英語付きスタディ・アブロード・プログラムが日本人留学生の注目を集めています。

インタラクティブ・ホワイトボードを使用し、学生の興味のある分野や物事、関係性の高い日
常の事例などをテーマにして、4 つの英語スキル（リーディング、ライティング、スピーキング、
リスニング）を伸ばすことができるコースです。自身の弱点などを補強する授業を自由に組み
合わせることができ、試験対策や英語＋αの授業など、目的に合わせた幅広いプログラムを提
供しています。

一般英語コースは、初級から上級まで全てのレベルの学生に対応しており、イギリスの文化を体験しながら、
英語をしっかり学ぶことができます。クラスは、英語レベルによって分けられ、日々の生活に必要なコミュ
ニケーションスキルの開発に重点を置き、総合的な英語力の向上を目指します。ロンドン、マンチェスター
を除き、全て大学キャンパスで授業を行っているので、受講生は、留学先の大学生の一員と見なされ、スポー
ツ施設、図書館、寮などの全ての施設を利用でき、数多くあるクラブ活動にも参加できます。現地の大学
生との交流の中でリアルな英会話を身に付けることができます。

学校紹介

学校紹介

ロケーション

ロケーション

滞在方法

滞在方法

その他の特徴

その他の特徴

対象年齢

対象年齢

ジュニア対象年齢

ジュニア対象年齢

1クラスの人数

1クラスの人数

学生数

学生数

人

人

歳

歳

～

～

～500

100

1,000

16

16

コース紹介「一般英語コース」

コース紹介「一般英語コース」

コース期間 3 学期制／ 4 週間～ （7 月、 8

月は 2 週間～）
週の授業数 5 / 17 / 19 / 21

入学日 毎週月曜日 1 レッスンの時間 90 分

レベル分け 5 段階

コース期間 1 週間～ 週の授業数 20

入学日 3 ～ 11月の入学日 1 レッスンの時間 50 分

レベル分け 3 ～ 6 段階
（時期によって異なる）

都市部

都市部

ホームステイ

ホームステイ

郊外

郊外

寮

寮

日本人スタッフ常駐

日本人スタッフ常駐

国籍バランス重視

国籍バランス重視

アットホーム

アットホーム

大学キャンパス内

大学キャンパス内

リゾート地

リゾート地

英語＋α（イングリッシュプラス）のコースでは、ゴルフ、
ビジネス、ヘアードレッシング、ビューティー（美容系）、
トラベル＆ツアリズムの中から選択します。このプログラム
は、実際にその職業を目指す現地の英国学生と共に授業を受
けることができます。午前中は留学生たちと英語レッスン、
午後はネイティブの学生と交流ができる、充実のコースです。

学部短期留学 (Study Abroad with English) コースは、
アカデミック英語の学習からはじめ、所定のレベルに達し
たときに学部授業を履修することができる長期コースです。
コースは、英語レベルと学部教科の興味に応じてカスタマ
イズが可能です。履修した学部教科の正式な単位を取得す
ることができます。

• 授業料
• 入学費
• 教材費

• 週 20 レッスンの授業料

• 授業料 + 専門授業料
• 入学費
• 教材費

• 週 20 レッスンの授業料

その他オススメ

その他オススメ

ジュニア・親子留学

ジュニア・親子留学

一般英語コース

一般英語コース

英語＋α

英語＋α

試験対策

試験対策

ビジネス・専門英語

ビジネス・専門英語

インターンシップ

インターンシップ

提供しているコース

提供しているコース

費用の目安

費用の目安

 

一般英語コース　4週間 £798

ロンドン校の場合

一般英語コース　2週間 £618

 

イングリッシュプラス　4週間 £1,918

グロースターシャー大学キャンパス校の場合

一般英語コース　2週間 £476

平均 人10 （最大16人）

平均 人16 （最大18人）

ー

ー
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ヨーロッパ有数のリゾート地であるマルタ島。 英語学習に励みつつ、 海外生活もエンジョイしたい ！ という方におすすめです。

下記以外の学校もご案内可能です。 お気軽にご相談ください。

• LAL Language Centres (IELS Malta)
　　　　　　　　　　　

マルタ

マルタ

Malta

LAL ランゲージセンターのマルタ校「IELS」は、ヨーロッパを中心に人気のリゾート地であ
るマルタ島の中心にキャンパスを構える語学学校です。透き通った地中海の海に浮かぶマル
タ島は数多くの世界遺産を有する歴史に溢れた土地です。マルタの人々はとても温かい国民
性で知られており、世界で最も安全な国としても有名です。学生はリゾート地ならではのリ
ラックスした環境の中で勉学に励むことができます。キャンパスが位置するスリーマの街は
様々なお店やレストランに溢れ、首都ヴァレッタへのアクセスも抜群です。最新設備を備え
たクラスルームやインターネットカフェなどを有する広大でモダンな校舎では、最大 700 人
の学生が学ぶことができます。

LAL ランゲージセンター

ヨーロッパからの学生が多く、地元の人たちともふれあいながら英語を学べる！
LAL Language Centres (IELS Malta)

一般英語コースでは、毎日の生活の中で自信を持って英語を使いこなせるようになるための、しっ
かりとしたスキルを身に付けます。６～ 12 人の少人数クラスで、週に 15 時間、Reading、
Writing、Speaking、Listening それぞれをバランスよく強化させることはもちろん、文法もしっ
かりと学ぶことにより、より実践的な英語スキルの習得を目指します。コースは毎週月曜日に開講さ
れます。（初級レベルの方は毎月第 1 月曜日の入校となります）

マルタで唯一 Cambridge CELTA、DELTA（ケ
ンブリッジ大学英語検定機構が授与する英語教授に
関する国際資格）両方のコースを提供している、教
員トレーニング・センターを運営しています。また、
ジュニア向けプログラムはマルタで最も人気のある
プログラムです。

学校紹介

ロケーション

滞在方法

その他の特徴

対象年齢 ジュニア対象年齢

1クラスの人数学生数

平均 人

歳～ ～ 歳

9

16 178

コース紹介「一般英語コース」 その他オススメ

コース期間 1 週間～ 週の授業数 20

入学日 毎週月曜日 1 レッスンの時間 45 分

レベル分け 6 段階 ジュニア・親子留学

一般英語コース

英語＋α

試験対策

ビジネス・専門英語

インターンシップ

提供しているコース

費用の目安
 

一般英語コース　2週間 €862

 

一般英語コース　12週間 €4,612

都市部

ホームステイ

郊外

寮

日本人スタッフ常駐

国籍バランス重視

アットホーム

大学キャンパス内

リゾート地

• 登録料
• 週 20 レッスンの授業料
• ホームステイ滞在費・手配費
• 空港出迎え料

• 登録料
• 週 20 レッスンの授業料
• ホームステイ滞在費・手配費
• 空港出迎え料

（最大12人）人～150 700
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美しい大自然が広がるアイルランド。 人口のおよそ 1/4 が集まるダブリンでは、 アイルランド独特の文化を味わいながら、 イギリス

英語に近い正統な英語を学ぶことができます。 下記以外の学校もご案内可能です。 お気軽にご相談ください。

アイルランドIreland

1986 年に創立されたエメラルド・カルチュラル・インスティチュートは、プロフェッショ
ナリズムと優れた指導力において、世界的に高く評価されています。アイルランドの教育の
質を管理する機関 (QQI)、ヨーロッパの語学学校の質を管理する機関 (EAQUALS) から認め
られているため、世界 50 か国以上から学生が集まります。自然に囲まれた落ち着いた環境で
勉強ができ、市街地へのアクセスも抜群。イギリスの大学への進学を目指している学生も多く、
互いに刺激しあいながら英語力を伸ばしていくことができます。

エメラルド・カルチュラル・インスティチュート

アイルランドで 25 年以上の実績。指導力が高く評価され、世界中から学生が集合
Emerald Cultural Institute

一 般 英 語 コ ー ス で は、 英 語 を 運 用 す る た め の 4 つ の ス キ ル Speaking、Writing、
Listenig、Reading をバランスよく伸ばすことができます。2 人のクラス担任が一人ひ
とりの学生のスキルやレベルを把握し、「正確で流暢な英語力」への到達をしっかりサポー
トします。夏のジュニアコースも人気が高く、おすすめです。

長期英語コースでは、ケンブリッジ英検の、FCE、
CAE レ ベ ル の 取 得 を 目 指 す 方 か ら、IELTS や
TOEFL のスコアアップを目指す方まで、様々なレベ
ルにフレキシブルに対応しており、海外大学への進学
を目指す上で必要となる英語運用能力の習得を目指し
ます。

学校紹介

ロケーション

滞在方法

その他の特徴

対象年齢 ジュニア対象年齢

1クラスの人数学生数

平均 人

歳～ ～ 歳

9

17 1711

コース紹介「一般英語コース」 その他オススメ

コース期間 2 週間～ 週の授業数 20

入学日 毎週月曜日 1 レッスンの時間 60 分

レベル分け 初級～上級 ジュニア・親子留学

一般英語コース

英語＋α

試験対策

ビジネス・専門英語

インターンシップ

提供しているコース

費用の目安
ホームステイの場合

一般英語コース　2週間 €1,160

寮の場合

一般英語コース　2週間 €1,095

都市部

ホームステイ

郊外

寮

日本人スタッフ常駐

国籍バランス重視

アットホーム

大学キャンパス内

リゾート地

• 登録料
• 週 20 レッスンの授業料
• ホームステイ滞在費（2 食付：土日 3 食）・手配費
• 空港出迎え料

• 登録料
• 週 20 レッスンの授業料
• 学生寮滞在費・手配費
• 空港出迎え料

（最大14人）人300

• Emerald Cultural Institute
• Kaplan International English
• Centre of English Studies (CES)

ダブリン
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1979 年に創立された CES では、30 年以上に渡って世界中の学生に英語コースを提供
してまいりました。今では、ヨーロッパでもっとも評価されている語学学校のひとつです。
フレンドリーでプロフェッショナルな講師による、学生ひとりひとりへの気配りは世界的
にも好評です。CES 全センターで、ホームステイや多様な滞在先をご用意しています。ス
タッフのアカデミックな知識と運営スキル、豊富な経験は、皆さまのご希望を叶え CES で
の留学を素晴らしい経験にします。CES はブリティッシュ・カウンシルと ACELS（アイ
ルランド政府教育科学省）の認定校であり、ダブリン校は MEI（Marketing English in 
Ireland）の創設メンバーでもあります。

数々の教育機関の認定を受けた優良校

午前中の授業は 2 つのパートに分かれ、2 人の講師によって授業が行われます。最初のパー
トでは主にテキストを使いながら、Reading、Writing を中心に、文法など、英語の正
確性を向上させることに重きを置きます。もう一方のパートでは語彙力、表現力を養いな
がら、Speaking、Listening を中心に、正確な発音や実際の生活で使用する英語表現を
学んでいきます。

最新のテクノロジーと信頼ある学習マテリアルを使用し、
学生の「包括的な英語力」の到達をサポートしています。
午後はソーシャル・プログラムに参加したり、自主学習用
の施設で勉強したりと、自由に時間が使えます。様々なア
クティビティを通して、コミュニケーション能力を効率良
く伸ばしていくことができます。

学校紹介

ロケーション

滞在方法

その他の特徴

対象年齢 ジュニア対象年齢

1クラスの人数学生数

歳～ ～ 歳16 14 17

コース紹介「一般英語コース」 その他オススメ

コース期間 2 週間～ 週の授業数 20 / 30 

入学日 毎週月曜日 1 レッスンの時間 55 分

レベル分け 6 段階 ジュニア・親子留学

一般英語コース

英語＋α

試験対策

ビジネス・専門英語

インターンシップ

提供しているコース

費用の目安
 

一般英語コース　2週間 €988

 

集中英語コース
（Intensive General English）　2週間

€1,096

都市部

ホームステイ

郊外

寮

日本人スタッフ常駐

国籍バランス重視

アットホーム

大学キャンパス内

リゾート地

センター・オブ・イングリッシュ・スタディーズ（CES）　

カプラン・インターナショナル・イングリッシュ ダブリン校

長年の歴史と実績が証明する、世界でも指折りの語学学校

Centre of English Studies (CES)

Kaplan International English Dublin

• 週 20 レッスンの授業料
• ホームステイ滞在費 (2 食付：土日 3 食 )・手配費

• 週 30 レッスンの授業料
• ホームステイ滞在費 (2 食付：土日 3 食 )・手配費

進学目的の真面目な学生が多いので、互いにモチベーションを高めあいながら、より効果の高い
語学留学を実現することができます。近年、全てのキャンパスで最新鋭の設備を整え、学生にとっ
て最高の学習環境を提供しています。また、Kaplan 独自開発の K+notes コースブックとオンラ
イン学習プログラム K+tools を統合した英語学習システムを取り入れ、学生は自分の達成度を常
に確認することができます。IELTS 対策コースにも定評があり、しっかり学びたい人にベストな
語学学校です。

リーディング、ライティング、リスニング、スピーキング、文法といった各必要スキルを
総合的に学び、コミュニケーション力の向上を重視しているコースです。特別スキル授業
では自分に合ったクラスを選択し、K+ オンライン学習やスタディグループを活用して集
中的に英語を学べます。2 週間の短期から受講することが可能です。

学校紹介

ロケーション

滞在方法

その他の特徴

対象年齢 ジュニア対象年齢

1クラスの人数学生数

人

人

歳

（最大15人）

（最大14人）

～ ー

11

12

16

コース紹介「一般英語コース」

コース期間 2 週間～ 週の授業数 20 / 28

入学日 毎週月曜日 （祝日を除く） 1 レッスンの時間 45 分

レベル分け 6 段階

都市部

ホームステイ

郊外

寮

日本人スタッフ常駐

国籍バランス重視

アットホーム

大学キャンパス内

リゾート地

温かい国民性で知られるアイルランド。その首都ダブリ
ンの中で最もエキサイティングなエリア「テンプルバー」
に校舎を構えています。ジョージアン調の歴史のある建
物の中に 10 のクラスを有し、自習室、図書室が自由に
利用可能です。ラウンジには自動販売機やテレビを完備
し、他の学生とゆっくり団欒することができます。

• 登録料
• 週 20 レッスン & K+ セッション の授業料
• ホームステイ滞在費 (2 食付 )・手配費
• 空港出迎え料

• 登録料
• 週 20 レッスン & K+ セッション の授業料
• 学生寮滞在費 ( 自炊 )・手配費
• 空港出迎え料

その他オススメ

ジュニア・親子留学

一般英語コース

英語＋α

試験対策

ビジネス・専門英語

インターンシップ

提供しているコース

費用の目安
ホームステイの場合

一般英語コース　2週間 €1,370

寮の場合

一般英語コース　2週間 €1,585

人300 平均

平均人～150 200
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オーストラリアの各地に学校があります。 学校選びはローケーションごとに特徴があるので beo カウンセラーと相談をしましょう ！ 

下記以外の学校もご案内可能です。 お気軽にご相談ください。

• Flinders University - The Intensive 
English Langage Institute 

• Kaplan International English

• Kaplan International English
• SELC English Language Centers
• ILSC Language Schools

• Kaplan International English
• ILSC Language Schools

• Kaplan International English

• Kaplan International English
• ILSC Language Schools

• Kaplan International English

オーストラリア

アデレード

シドニー

ブリスベン

ケアンズ

メルボルン

パース

Australia

グローバル化が進む昨今、多種多様な文化の人と交流する能力は必要不可欠なものになりまし
た。IELI は 1995 年の設立以来、世界を舞台に活躍するために必要となる「正確で流暢な英語
力」の習得に焦点に置き、その質の高い英語教育は非常に高い評価を受けてきました。当校の
英語プログラムは初心者から上級者まで幅広いレベルに対応しており、様々なトピックやシチュ
エーションで使用する英語表現を習得していきます。また、ビジネスや保健学の分野への進学
を目指す学生に対して、特別なプログラムを開講しています。大学附属のため、進学目的の学
生が多く、互いにモチベーションを高めあえるのも魅力のひとつです。

フリンダース大学付属英語学校 

大学付属の英語学校だから身に付けられる、世界で戦う英語力！
Flinders University - The Intensive English Language Institute

IELI の一般英語コースでは、Speaking、Reading、Writing、Listening の各スキルのレベル毎に
クラス分けされるので、常に自分のレベルに適した授業を受けることができます。このスキルレベル
別の指導法により、学生は効率よく英語力を向上させることができます。また、コンテンツベースの
英語教育法を採用しており、学生は英語を学びながら様々な知識やクリティカル・シンキングのスキ
ルなどを習得することができるため、将来のキャリアへつながる英語力を身に付けることができます。

IELI では、オーストラリアで医師・看護師・歯科医
師・栄養士・作業療法士・眼科医などを目指す方の
ための、英語 + 保健学コース（English for Health 
Studies） と OET（The Occupational English 
Test）対策コースを開講しています。

学校紹介

ロケーション

滞在方法

その他の特徴

対象年齢 ジュニア対象年齢

1クラスの人数学生数

平均 人

歳～

11

18

コース紹介「一般英語コース」 その他オススメ

コース期間 5 週間～ 週の授業数 22

入学日 5 週間毎 1 レッスンの時間 ー

レベル分け 7 段階 ジュニア・親子留学

一般英語コース

英語＋α

試験対策

ビジネス・専門英語

インターンシップ

提供しているコース

費用の目安
 

一般英語コース　5週間 AU$3,490

都市部

ホームステイ

郊外

寮

日本人スタッフ常駐

国籍バランス重視

アットホーム

大学キャンパス内

リゾート地

• 登録料
• 週 22 レッスンの授業料・教材費
• ホームステイ滞在費・手配費

（最大15人）人250

ー
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ー

進学目的の真面目な学生が多いので、互いにモチベーションを高めあいながら、より効果
の高い語学留学を実現することができます。近年、全てのキャンパスで最新鋭の設備を整
え、学生にとって最高の学習環境を提供しています。また、Kaplan 独自開発の K+notes
コースブックとオンライン学習プログラム K+tools を統合した英語学習システムを取り入
れ、学生は自分の達成度を常に確認することができます。IELTS 対策コースにも定評があり、
しっかり学びたい人にベストな語学学校です。

長年の歴史と実績が証明する、世界でも指折りの語学学校

リーディング、ライティング、リスニング、スピーキング、文法といった各必要スキルを
総合的に学び、特別スキル授業では自分に合ったクラスを選択し、K+ オンライン学習や
スタディグループを活用して集中的に英語を学べます。日常生活に必要な文法や単語だけ
でなく、進学や将来のキャリアに役立つ英語力を身につけることを目指します。2 週間の
短期から受講することが可能です。

短期または長期の一般英語、試験対策、インターンシップ、
大学準備プログラムなど多彩なプログラムを提供していま
す。ビジネス英語コースでは面接から会議、交渉など様々
なビジネスシーンで使われる専門的な英語を集中的に学び、
英語環境で働くコミュニケーションスキルと自信を身に付
けます。

学校紹介

ロケーション

滞在方法

その他の特徴

対象年齢 ジュニア対象年齢

1クラスの人数学生数

歳～

～

16

コース紹介「集中英語コース」 その他オススメ

コース期間 2 週間～ 週の授業数 ２８

入学日 毎週月曜日 （祝日を除く） 1 レッスンの時間 45 分

レベル分け 6 段階 ジュニア・親子留学

一般英語コース

英語＋α

試験対策

ビジネス・専門英語

インターンシップ

提供しているコース

費用の目安
メルボルン校の場合

集中英語コース　2週間 AU$2,060

シドニー校（Sydney City）の場合

集中英語コース　2週間 AU$2,000

都市部

ホームステイ

郊外

寮

日本人スタッフ常駐

国籍バランス重視

アットホーム

大学キャンパス内

リゾート地

カプラン・インターナショナル・イングリッシュ 
Kaplan International English

• 登録料
• 週 28 レッスン & K+ セッション の授業料
• ホームステイ滞在費（2 食付）・手配費
• 空港出迎え料

• 登録料
• 週 28 レッスン & K+ セッション の授業料
• ホームステイ滞在費（2 食付）・手配費
• 空港出迎え料

人（最大15人）12人150 350 平均

～ 歳7 17

ILSC 語学学校 

世界 3 か国で学べる語学学校、130 種類以上のプログラムを用意 
ILSC Language Schools 

1991 年に、カナダのブリティッシュコロンビア州バンクーバーに最初のキャンパスを開校し、現在は世界
3 か国（カナダ、オーストラリア、インド）の主要都市に語学学校を展開しています。「英語＋専門分野」も
含め、130 種類以上の選択制プログラムを用意し、自分の興味に合わせてコースを選ぶことができます。キャ
ンパススタッフによる留学生活のサポートも充実し、入学日から卒業まで全面的に支援します。 

英語での会話に積極的に参加し、言いたいことを正確に伝えられるよう、高いコミュニケー
ション能力を習得するためのコースです。中級から上級まで 6 段階のレベルを用意し、少
人数のグループで学びながら、仕事や日常生活で活用できる「生きた英語」を身につけら
れます。 

学校紹介

ロケーション

滞在方法

その他の特徴

対象年齢 ジュニア対象年齢

1クラスの人数学生数

人

歳

12

17

コース紹介「英語コミュニケーション」

コース期間 1 週間～ 週の授業数 20 時間 / 28 時間

入学日 毎週月曜日 （祝日を除く） 1 レッスンの時間 50 分

レベル分け 6 段階

都市部

ホームステイ

郊外

寮

日本人スタッフ常駐

国籍バランス重視

アットホーム

大学キャンパス内

リゾート地

演劇や映画制作など、クリエイティブ分野と組み合わせ
た英語コースが充実しています。また、メルボルンやト
ロントなど「都市」を経験することを通じて英語力を高
めるコースも提供しています。 

• 登録料
• 週 20 レッスンの授業料
• ホームスティ滞在
• 空港出迎え料 

その他オススメ

ジュニア・親子留学

一般英語コース

英語＋α

試験対策

ビジネス・専門英語

インターンシップ

提供しているコース

費用の目安
 

一般英語コース　2週間 AU$420

平均人約300



29 ※開講コースや滞在方法、施設、料金などの詳細は、各センターによって異なります。詳しくはお問い合わせ下さい。

美しい大自然、 温かい人々に囲まれ、 絶好の環境で勉強に励むことができます。

下記以外の学校もご案内可能です。 お気軽にご相談ください。

• Worldwide School of English
• Kaplan International English
• The University of Auckland English Language Academy (ELA)

ニュージーランド

オークランド

New Zealand

オークランドに校舎を構えるワールドワイド・スクール・オブ・イングリッシュは NAQA* の審査で、
カテゴリー 1** と判定された、ニュージーランドでもトップレベルの語学学校のひとつです。ニュージー
ランドの語学学校が加盟す教育団体「English New Zealand」や語学学校を審査している機関「Quality 
English」のメンバー校でもあります。

*New Zealand Qualifications Authority：各学校のコース認定や、海外の卒業資格の認定、学生の授業料の補償などをしているニュージー
ランド政府機関
**NZQA が EER（学校を評価する基準）をもとに分けた 4 つのカテゴリー。カテゴリー 1 は最も優れていると判断された学校。

ワールドワイド・スクール・オブ・イングリッシュ

楽しく英語を学ぶ！さまざまな特別コースから選択できます
Worldwide School of English

午前中は文法の基礎、語彙力を中心に、Writing と Reading スキルを磨きます。午後の授業では午
前中に習ったことをベースに、より円滑な英語でのコミュニケーションをとれるようにするための英
語力を集中的に学びます。

一般英語コースの他にも、様々なプログラムを提供
しています。英語を学びながらラグビーを学ぶこと
ができるプログラムを始め、ボランティア活動に参
加したり、農場経験をしたり、サマー・スポーツを
楽しんだり、インターンシップをしたりと、英語力
を磨きながら + αな体験をすることができます。

学校紹介

ロケーション

滞在方法

その他の特徴

対象年齢 ジュニア対象年齢

1クラスの人数学生数

平均 人

歳～

～ 11

18

コース紹介「一般英語コース」 その他オススメ

コース期間 1 週間～ 週の授業数 20 / 25

入学日 毎週月曜日 1 レッスンの時間 55 分

レベル分け 7 段階 ジュニア・親子留学

一般英語コース

英語＋α

試験対策

ビジネス・専門英語

インターンシップ

提供しているコース

費用の目安
ホームステイの場合

一般英語コース　2週間 NZ$1,920

都市部

ホームステイ

郊外

寮

日本人スタッフ常駐

国籍バランス重視

アットホーム

大学キャンパス内

リゾート地

• 登録料
• 週 25 レッスンの授業料
• ホームステイ滞在費・手配費
• 空港出迎え料

（最大15人）人145 180

学生寮の場合

一般英語コース　2週間 NZ$1,800

• 登録料
• 週 25 レッスンの授業料
• 学生寮滞在費・手配費
• 空港出迎え料

ー



30留学のご相談、学校へのお申し込みは beoまで。 https://beo.jp/study@beo.jp03-5367-3315

進学目的の真面目な学生が多いので、互いにモチベーションを高めあいながら、より効果
の高い語学留学を実現することができます。近年、全てのキャンパスで最新鋭の設備を整
え、学生にとって最高の学習環境を提供しています。また、Kaplan 独自開発の K+notes
コースブックとオンライン学習プログラム K+tools を統合した英語学習システムを取り入
れ、学生は自分の達成度を常に確認することができます。IELTS 対策コースにも定評があり、
しっかり学びたい人にベストな語学学校です。

長年の歴史と実績が証明する、世界でも指折りの語学学校

リーディング、ライティング、リスニング、スピーキング、文法といった各必要スキルを
総合的に学び、コミュニケーション力の向上を重視しているコースです。特別スキル授業
では自分に合ったクラスを選択し、K+ オンライン学習やスタディグループを活用して集
中的に英語を学べます。2 週間の短期から受講することが可能です。

ニュージーランド最大の都市オークランドは、アウトドアも
都市生活も両方楽しめるロケーションです。学校はオークラ
ンド市内中心部にあるドメインという大きな公園の近くで、
とても環境が良いロケーションです。アクティビティコー
ディネーターは、学生のために屋外でのスポーツアクティビ
ティ（サッカーやテニス等）を企画しています。

学校紹介

ロケーション

滞在方法

その他の特徴

対象年齢 ジュニア対象年齢

1クラスの人数学生数

歳～

～

16

コース紹介「一般英語コース」 その他オススメ

コース期間 2 週間～ 週の授業数 20

入学日 毎週月曜日 （祝日を除く） 1 レッスンの時間 45 分

レベル分け 6 段階 ジュニア・親子留学

一般英語コース

英語＋α

試験対策

ビジネス・専門英語

インターンシップ

提供しているコース

費用の目安
ホームステイの場合

一般英語コース　2週間 NZ$2,060

学生寮の場合

一般英語コース　2週間 NZ$2,190

都市部

ホームステイ

郊外

寮

日本人スタッフ常駐

国籍バランス重視

アットホーム

大学キャンパス内

リゾート地

カプラン・インターナショナル・イングリッシュ 
Kaplan International English

• 登録料
• 週 20 レッスン & K+ セッション の授業料
• ホームステイ滞在費（2 食付：週末のみ 3 食）・手配費
• 空港出迎え料

• 登録料
• 週 20 レッスン & K+ セッション の授業料
• 学生寮滞在費（自炊）・手配費
• 空港出迎え料

人（最大15人）12人220 300 平均

ー

オークランド大学付属語学学校イングリッシュ・ランゲージ・アカデミー

ニュージーランドの名門校「オークランド大学」付属の語学学校
The University of Auckland English Language Academy (ELA)

ELA は、世界大学ランキングで TOP100 にランクインするニュージーランドの名門校「オーク
ランド大学」付属の語学学校です。一般英語コースに加えて、オークランド大学への進学準備プ
ログラムや、教員養成プログラムなど、多彩なコースを提供しています。進学目的の学生が多く、
モチベーションを高く保てるので、しっかり英語学習に集中したい人におすすめです。

一般英語コースは、日常生活で必要となる英語を身に付けるのに最適なコースとなって
います。また、アカデミック英語を学ぶ最初のステップにも適しています。コースを通
して英語の構造や Listening スキル、Reading スキル、語彙力を身に付け、Writing や
Speaking の正確さを向上させることを目指します。 

学校紹介

ロケーション

滞在方法

その他の特徴

対象年齢 ジュニア対象年齢

1クラスの人数学生数

人

歳

（最大18人）

～

15

18

コース紹介「一般英語コース」

コース期間 3 週間～ 週の授業数 20

入学日 毎週月曜日 （祝日を除く） 1 レッスンの時間 120 分

レベル分け 5 段階

都市部

ホームステイ

郊外

寮

日本人スタッフ常駐

国籍バランス重視

アットホーム

大学キャンパス内

リゾート地

ニュージーランドの名門校オークランド大学への進学
準備プログラムをはじめ、大学・大学院の授業や課題
をこなすために必要となる「アカデミック英語スキル」
を習得するプログラムなど、個人の要望に応じて多彩
なプログラムを提供しています。

• 登録料
• 週 20 レッスンの授業料
• ホームステイ滞在費・手配費
• 空港出迎え料

• 登録料
• 週 20 レッスンの授業料
• ホームステイ滞在費・手配費
• 空港出迎え料

その他オススメ

ジュニア・親子留学

一般英語コース

英語＋α

試験対策

ビジネス・専門英語

インターンシップ

提供しているコース

費用の目安
 

一般英語コース　2週間 NZ$2,085

 

一般英語コース　12週間 NZ$9,305

平均人300

ー



留学のご相談、学校へのお申込みは beo（ビーイーオー）へ

東京オフィス 大阪オフィス

 第 5 グリーンビル 5 階

東京
〒 160-0022 東京都新宿区新宿 4-3-17
FORECAST 新宿 SOUTH 5 階
TEL : 03-5367-3315　
FAX : 03-5367-3316

福岡
〒 812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前 2-12-12 
第 5 グリーンビル 5 階 
TEL : 092-477-1866　
FAX : 092-482-7588

留学カウンセリング
（無料） 

 「留学はしてみたいけど何から始めていいか分からない」

 「自分にはどの学校のどんなコースが合ってるのか分からない」

 「ビザや申し込みの手続きが不安 ・ ・ 」

という方でも安心して留学準備をすすめられるよう、

 beo のカウンセラーがマンツーマンであなたの目的や希望を伺いながら

親身に的確にアドバイスいたします。

学校・コース選び あなたの希望とぴったりの学校、 コースの選択をサポートいたします ！

入学手続き  beo が学校への申込み手続きや、 ビザ申請をお手伝いいたします。

留学への一歩を踏み出そうと思われた方のために
まずは無料カウンセリングのご予約を承っています！ 
どんなに小さい悩みでも、お気軽にご相談ください。
きっと答えが見つかるはずです。

※ beo のサポート内容は別途パンフレットをご確認ください

20190910

福岡オフィス

大阪
〒 530-0012 大阪府大阪市北区芝田 2-9-19 
イノイ第二ビル 3 階
TEL : 06-6371-1116　
FAX : 06-6371-1165

https://beo.jp/study@beo.jp


