イギリス

スイス

アメリカ

フランス

カナダ

ドイツ

オーストラリア

スペイン

ニュージーランド

コスタリカ

１週間から１年の

語学留学
Language
Course
Prospectus
2018/19

学生／社会人／ジュニア／シニア
短期／長期／ビジネス／試験対策／ワーホリ

http://www.lsi./edu/jp/

学校と
コース一覧

ビジネス英語レッスン（午後の選択）
英語＋特定目的のための
コース

パイロット英語
看護師英語
英語教授法を学ぶレッスン

英語＋テクノロジー

英語＋コーディング（プログラミング）入門コース
英語＋デジタルマーケティング入門コース

語学研修と
実務経験コース

実務経験（有給）
実務経験（無給）
無給インターンシップ
ワーキングホリデー
Demi au Pair (デミペア)/Au Pairオペア

ACADEMIC COURSES/SERVICES p13
ケンブリッジ英語検定試験準備

FCE (First Certificate)
CAE (Advanced)
CPE (Proficiency)
BEC (Business English Certificate)
IELTS(午後の選択）
TOEFL iBT(午後の選択）
TOEIC(午後の選択）
A-Level
D.E.L.F. (フランス語)(午後の選択）
T.E.F. (フランス語)(午後の選択）
C.C.I.P (フランス語)(午後の選択）
Goethe-Zertifikat B1-B2（ドイツ語）
（午後の選択）
インターナショナルスクールイヤー（週20レッスン）
インターナショナルスクールイヤー(週24レッスン)
インターナショナルスクールイヤー(週25レッスン)
インターナショナルスクールイヤー（週30レッスン)
アカデミック英語レッスン/大学院進学準備プログラム

GMAT & SAT
大学パスウェイサービス

PREMIUM COURSES p22
個人レッスンコース
9日間集中コース
ミニグループコース
ミニグループプラスコース

より詳細な情報やレベル、

EXPERIENCES p24
Club 40+
Adventure Programmes
Combined Courses

コース開始日などは、LSI
ホームページにてご確認
ください：

www.lsi.edu

JUNIOR COURSES p46
ジュニアコース
ファミリーコース

パンフレット内容は2017年パンフレット発行時の情報です。最新の情報はLSI websiteでご確認下さい。www.lsi.edu

ロンドン・セントラル校、イギリス P28

個人レッスン

WORLD OF WORK p10

ロンドン・ハムステッド校、イギリス P29

アフタヌーン10

ブライトン校、イギリス P30

インテンシブ30／インテンシブ30プラスコース

ケンブリッジ校、イギリス P31

インテンシブ25／インテンシブ25プラスコース

ロンドン・イーリング校、イギリス p59

インテンシブ24／インテンシブ２４プラスコース

ニューヨーク校、アメリカ P32

ジェネラル20／ジェネラル20プラスコース

ボストン校、アメリカ P33

GENERAL COURSES p8
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チューリッヒ校（ドイツ語）、スイス P41
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マドリード校ほか（スペイン語）、スペイン P42-43

LSIについて P2

コスタリカ校（スペイン語）、コスタリカ P44

モントルー校ほか、スイス他 P45
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LSIは世界の
各教育機関認定校です。
LSIは、語学教育業界でも最高水準の維持のため、積極的に教育認定機関に参加
しています。また、LSIの各学校は教育研究や支援を提供する組織の一員であ
る、以下の団体に加盟認定を受けています。

All Year-Round Schools

"The language school
exceeds expectations
for the quality of
education. At the
time of inspection,
all Standards for
Educational Oversight
were met and quality
is excellent."
CURRENT LSI EDUCATION
INSPECTION REPORT

（教育認定機関によるコメント）
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AN INTRODUCTION TO LSI

Learn and live the language
LSIについて

適切なレベルにクラス分け

良質で厳選されたホームステイ

研修初日に筆記試験と面接によってレベル分け
テストを行い、あなたに一番ふさわしいレベル
インターナショナルな雰囲気
（事前のペーパーテストを
LSI各校には外国語を学ぼうとする意識の高い、 のクラスで学べます。
共通の目的を持った人達が世界中から参加して お願いする学校もございます。）
おり、共に語学を学ぶ事が出来ます。

コミュニケーション重視のクラス
抜群のロケーション
LSIはどの学校も街の中心にあり、観光や多彩
な課外活動をお楽しみいただけます。

LSIのレッスンはダイナミックでエネルギッシュ
な方法で行われます。クラスでの活発なコミュ
ニケーションは実践的な言語修得の効果的方法
であり、
“話す”
ことは上達への近道と考えます。

コース修了証
コース終了時に研修コースと到達レベルが記載
された修了証をお渡しします。ご要望があれば
コースレポートも発行致します。

14

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

マルチセンターコース
マルチセンターコースは、複数の都市、学校で
学ぶ事が出来るコースです。詳細はP16をご覧
ください。

少人数クラス、経験豊かな教師陣
定期的に行われる面談でのアドバイスによって、
適切なコース選択ができ、より効果的にコミュ
ニケーション 能 力を身に付けることが できま
す。LSI全ての教師は経験豊かで、その言語を母
国語としない人に教える資格を持っております。
またフレンドリーでいつでも質問やお話を伺う
“聞く耳”を持っています。

SCHOOLS
IN 7 COUNTRIES

Vancouver, Canada p37
Toronto, Canada p36

Zurich, Switzerland p41

Boston, USA p33

San Francisco/Berkeley p35

Paris, France p40
New York, USA p32

Spain P42-P43

San Diego, USA p34

98
OF STUDENTS

RECOMMEND LSI*

Costa Rica p44

%

50+
YEARS

EXPERIENCE

AN INTRODUCTION TO LSI

充実した学校設備
LSI各校は、勉強に最適な環境と最新の教材を
備えています。コンピュータールームもあり、自
習や休憩時間などに利用可能です。

無料WiFi
LSIの各校では無料でWiFiにアクセスが可能で
す。

116
DIFFERENT

STUDENT

NATIONALITIES

Excellent mix
of nationalities
Our students in 2016
Brazil
Colombia
Japan
Switzerland
Saudi Arabia
Korea
Turkey
Italy
China
Germany
France
Spain
Thailand
Mexico
Taiwan
Chile
Argentina
Venezuela
Russia
Sweden
Other

14.6%
10.2%
8.8%
7.8%
7.5%
6.2%
6.1%
4.9%
3.8%
3.4%
3.0%
2.9%
1.8%
1.7%
1.6%
1.5%
1.4%
1.2%
1.1%
0.9%
9.6%
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Welcome
Language Studies International へ
ようこそ。
私たちの経験が皆様を成功へと導き
ます。
私たちLSIは、50年以上の語学教育の実績があ
り、世界中から参加される何万もの学生にご満
足頂いています。LSI各校は学習のための最高の
環境を提供しております。
LSIの教師はすべてネイティブスピーカーで、正
規の教授法を取得しております。教師はコースの
準備を含め、レッスンを通じて、皆様に達成感と
進歩をもたらしています。
LSIではその言語が話されている国に住んで学
ぶ事により、一番効果的に早く語学を習得する
事が出来ると考えており、そのために私たちは総
合的な学習経験を提供致します。
言語スキルを修得する目的が仕事上、学問上、個
人的な理由などいかなる理由であれ、LSIは皆
様にふさわしいコースを準備しております。皆様
が落ち着いた環境で研修を受けて頂き、海外生
活を有意義なものと出来る様に、課外活動、質
の高い滞在先、そしてサポートを提供致します。
LSIでお会い出来る日を楽しみにしております。

Cambridge p31
UNITED KINGDOM
London Central p28
London Hampstead p29

Brighton p30

38
LANGUAGE

COURSES

Brisbane, Australia p39

Auckland, New Zealand p38

* Students surveyed from January until June 2017

David Immanuel
LSI – Language Studies International
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THE FIRST DAY AND YOUR PROGRESS

LSIでの初日
今まであまりなじみの無かった国に到着し、初めて会う世界中の人々と同じ教室で勉強するのは、誰にとっても不安な
ものです。そのような皆様の不安を取り除くため必要な情報をわかりやすくお知らせし、皆様が安心して目的を達成で
きますように、LSIは皆様をサポート致します。

上記の他に、学校によっては以下を行うことがあり
ます。

一般コースのスケジュール
スケジュールの詳細は学校により多少異なりますが、
基本的なパターンは全ての学校で同じです。以下は
イギリス・ケンブリッジ校の時間割です。学校によ
りインテンシブ24/25の午後の授業は以下時間割
例が、他の曜日となる場合があります。

・LSIロゴマーク入り品のご紹介
・市内交通マップの配布

*学生数の多い時期は、ジェネラル20クラスのタイムスケジュールが変更になる場合があります。

詳細は各学校にお問い合わせください。

レッスン1&2

休憩

レッスン3&4

昼食

レッスン5&6

09:00 –10:45

10:45 –11:05

11:05 – 12:50

12:50 – 13:45

13:45 – 15:30

月曜日

ジェネラル20
インテンシブ24
インテンシブ30
アフタヌーン10
ジェネラル20

火曜日

・LSI学生IDカードとハンドブックの配布
・レベル分けテスト
・教師によるインタビュー
・校則、教授法、時間割の説明
・課外活動、学校手配の滞在先紹介、公共交通機関
の利用方法
・滞在国の生活習慣についてのアドバイス

インテンシブ24
インテンシブ30
アフタヌーン10
ジェネラル20

水曜日

初日のオリエンテーションは次のように行われます。

・学校内と設備のご案内（学校、状況により、校内
での案内のみの場合もあり）
・学校周辺の徒歩によるご案内
・インテンシブ受講の方は最初の授業
・学生からの質疑応答

インテンシブ24
インテンシブ30
アフタヌーン10
ジェネラル20

木曜日

LSIではコース初日に皆様をあたたかくお迎え致し
ます。皆様が安心し、落ち着いて学習できるように
教師とスタッフがサポートいたします。

インテンシブ24
インテンシブ30
アフタヌーン10
ジェネラル20

金曜日

コース初日のスケジュールについて

インテンシブ24
インテンシブ30
アフタヌーン10

THE FIRST DAY AND YOUR PROGRESS

学生の学習上達度
LSIでの研修中を通して、LSIはすべての学生の学習上達度と生活に
問題がないかを注意深くチェック致します。全ての学生ができるだ
け早く上達し、持っている可能性を十分に伸ばしているかを確かめ
ます。LSIでは学生の満足度が高いことを誇りにしています。
学生のレベル到達および上達の進歩状況は、以下のような様々な要因によって異なります。
・コース期間 - コースが長いほど良い結果が得られます。
・レッスン数 - レッスン数が多いほど早く上達します。
・入学時のレベル
最終的にどのレベルまで上達するかは本人の努力次第です。午後の課外活動への積極的な参加、
世界中から来ている学生と友達になる、滞在している国の文化になるべく多く触れる、できる
だけ多くの機会を使って学んでいる言葉を使ってみる等々、色々なことを行って、皆様が多く
の成果を上げられるように願っています。

LSIのレベルと
研修期間の目安

上級（Advanced）
ほとんどの構文を正しく使い、コミュニケー
ションを十分に取る事が出来る。
• Cambridge FCE Grade A
• Cambridge CAE, CPE
• C1 & C2

• IELTS 6.5+
• TOEFL iBT 110-120
• TOEIC* L/R 945+,
S/W 400+

大学院進学可能レベル／研修している言語
で仕事ができるレベル

中上級（Upper Intermediate）
幅広い構文をかなりの正確さで
使いこなせる。
• IELTS 5-6.5
• TOEFL iBT 87-109
• TOEIC* L/R 785 - 944,
S/W 310 - 399

• B2
• C ambridge FCE Grade
B&C
• 8-12 週間の研修

大学進学可能レベル／研修している言語で
インターンシップなどで仕事ができるレベル

"I can truly say that LSI has changed my
life. For me LSI was much more than just
a school. I made such good friends that I'll
keep for life."
ブラジルからの学生の声 , EMANUELLE CUNHA

中級（Intermediate）
初中級より、さらに広い構文を使いこなし、
実際に役立つ語彙を持っている。間違いは目
立つが相手の言葉を正しく理解する。
• IELTS 4-5
• TOEFL iBT 57-86
• TOEIC* L/R 550 - 784,
S/W 240 - 309

• Cambridge PET
• B1
• 8-12 週間の研修

専門学校入学または進学準備レッスンへ
の申込可能。

初中級（Pre-Intermediate）
基本文や正しい語彙を使ってトピックを理解
し、会話に参加出来る。
• IELTS 3-4
• TOEFL iBT 9-56
• TOEIC* L/R 225 - 549,
S/W 160 - 239

• A2
• 8-12 週間の研修

初級（Elementary）
簡単な構文、語彙によって会話が出来る。
• IELTS 2-3
• TOEFL iBT 0-8
• TOEIC* L/R 120 - 224,
S/W 80 - 159

• A1
• 4-6 週間の研修

入門（Beginner）
単語、フレーズを少し知っている。
• IELTS 1
• 4-6 週間の研修

*TOEIC has two scores for Listening/Reading and
Speaking/Writing
* T
 OEICテストにはL/R (Listening/Reading )および S/W
（Speaking/Writing）の二種類のスコアがあります。
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LEARNING A LANGUAGE WITH LSI

LSI語学学習システム
LSIは言語教育に熱意を持って取り組んでおります。語学学習を効果的に行うためにはどのように
すればよいかを常に考え、最先端の語学教育と言語教授法についていつも検討を重ねております。
LSIの各学校の語学教育担当者は、日々研究を重ね、
LSIの語学教育プログラムの向上に努めております。
LSIはどの学校においても、その言語教育の最新の
研究結果に基づいたプログラムを提供しており、常
に改良し続けております。LSIのどの学校も、最新
の言語教育の最新の理論に基づいて、語学の学習に
ふさわしい環境を整えています。以下の点が、基本
的なLSIの語学研修のシステムです。

最新の教材

語学学習に専念

文化交流

LSIは、語学習得にはその言語が話されている国に
“住んで学ぶ”ことが最良の方法であり、研修され
る方がその言語と文化に浸って“その言語で生活す
ること”が語学習得を目的としている方にとって、
一番の近道であると考えております。

語学レベル
LSIでは研修初日にレベル分けテストを行い、研修
される方に一番ふさわしいレベルで学習して頂きま
す。LSIのレベルはCommon European Framework（ヨーロッパ言語共通参照枠組）、TOEFL
iBT、TOEIC、IELTS、ケンブリッジ英語検定試験
に照らし合わせ、設定されています。また、定期的
にレベルチェックも行います。次のレベルに上がる
には、クラス授業への参加姿勢、テストの結果を考
慮して、右側のレベル表の”レベル判断の目安”に
達している必要があります。
LSIは、学生により上達の速度が異なることを理解
しています。上達進度には個人差があるため、その
方の上達度に合わせたレベルでの学習となります。
クラスの教師と定期的にご自身の現状、レベルなど
について話し合える機会があります。

LSIは常に語学学習の最新の教材を用いて授業を行
います。授業は学生のレベルに合った、もっともふ
さわしい教材を使用する様に心がけており、視聴覚
教材を積極的に取り入れております。クラスやコー
スにより、最新のテクノロジーを用い、教室内で最
新鋭のオーディオ機器やビデオ、また、インターネ
ットを用いた授業を行うこともあります。

“Live the Language”（住んで学ぶ）を経験を
することにより、滞在している国についてより深く
理解することができるようになります。また、LSI
の各学校には世界中の国から学生が語学を学びに来
ておりますので、他国からの学生と交わることによ
り言葉の学習だけでなく、世界中から来ている学生
のそれぞれに異なった背景と文化を深く知る良い機
会ともなることでしょう。

質の高い教師陣
教師の質が高いということは学生の研修成果を決め
る重要な要素です。LSIの教師はその言語を母国語
としない学生に教えるための資格を持ち、教師とし
ての経験が豊かであるとともに、また、教える意欲
が高い教師が揃っています。
LSIはまた、教師の研鑽を評価しております。学生
からのフィードバックを受け止め、学生が期待通り
の成果を上げることができるように、教師たちも自
己の教育技術の向上を目指して常に努力を致してお
ります。

レベルチェックをして
みませんか？
LSIのレベルチェックアプリ (iPhone、iPad用)がア
ップルのHP（www.apple.com）から無料でダウ
ンロードできます。

E-LSI (E-Learning
from LSI) www.lsi.edu/e-lsi
LSIでは、学校での授業と並行して、LSIでの時間を
最大限活かせるように、オンラインラーニングシス
テムを提供しております。個別に割り当てられたロ
グイン情報で、あなたのテストスコアや、個人レッ
スン向けチュートリアル、クラスレッスンをより一

層充実させるための豊富な教材などをご覧いただけ
ます。
テスト結果により、語学力を伸ばすために何が必要
かをしっかり分析する事もできます。

Courses

www.lsi.edu/courses
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GENERAL COURSES

General Courses

www.lsi.edu/general-courses

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

GENERAL COURSES
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ジェネラル20
日常の様々な場面でのコミュニケーション 技 能を
レッスンのほか、ロールプレイングや、新聞、雑誌、
身につけることが出来ます。授業では、文法、語彙、 YouTubeなどのインターネットコンテンツなど、多
発音、スピーキング、リスニング、リーディング、ライ
彩な教材を活用したレッスンも行います。
ティングを学びます。授 業では、テキストを使った

ジェネラル20

インテンシブ24

インテンシブ25

インテンシブ30

アフタヌーン10

プラス5

プラス10

個人レッスン

ロケーション

全ての学校

アメリカ全校、
カナダ全校

全ての学校

全ての学校

全ての学校

全ての学校

全ての学校

1週間のレッスン数

イギリス全校、
オークランド校、
ブリスベン校

20

24

お選び頂けます

1週間の授業時間数 16.67* (チューリッ 20
ヒ校は15)
1レッスンの時間数 50 (チューリッヒ校 50
（分）
は45)

25

30

10

5

10

20.83

25 (チューリッヒ校
は22.5)
50 (チューリッヒ校
は45)

8.33（チューリッヒ
校は7.5）
50 (チューリッヒ校
は45)

3.75（アメリカ校＆
カナダ校は4.16）
45 (アメリカ校＆カ
ナダ校は50)

7.5 (アメリカ校＆カ お選び頂けます
ナダ校は8.33)
45 (アメリカ校＆カ 45 (アメリカ校＆カ
ナダ校は50)
ナダ校は50)

50

参加条件語学レベル 全てのレベル

全てのレベル

全てのレベル

全てのレベル

全てのレベル

1クラス最大人数

15†

15

15

全てのレベル

15†

中級レベル以上

15†

1

1

1

参加条件最短研
修期間
参加条件最少年齢

1週間

1週間

1週間

1週間

1週間

1週間

1週間

1週間

16歳

16歳

16歳

16歳

16歳

16歳

16歳

各学校にご相談
下さい

† チューリッヒ校は、12名

“I’ve been at LSI for 6 weeks. It was a pleasure to
study here. LSI made everything feel comfortable
for me. I hope to be back soon!”
フランスからの学生の声 , FATIMATA N’DONGO

インテンシブコース

アフタヌーン10

LSIのインテンシブコースには、週24、25、30の
コースがあります。

お仕事などで受講可能な時間が短い方にお勧めのコ
ースです。
LSIのアフタヌーン10コースは、カンバセ―ション
スキルやビジネス英語のスキルアップやそれぞれの
試験対策として、受講頂くのに最適なコースです。

午前中（4レッスン）はジェネラル20と同じ内容の
授業を行います。午後（2レッスン）は学生のニー
ズと興味に応じて選択の幅が広がります。午後の選
択レッスンについては、各校のページでご確認くだ
さい。選択コースの中には、コース開講日が限られ
る事もあります。
詳細は各学校にご確認ください。
午後の選択レッスンの例：
インテンシブ24/インテンシブ25/インテンシブ30
英語、フランス語、ドイツ語のコミュニケーションスキル向上
ビジネス英語

TEF
DELF
CCIP
Goethe-Zertifikat
TOEFL
TOEIC
IELTS
ケンブリッジ英語検定試験準備 (FCE, CAE, CPE, BEC)#

＃ケンブリッジ英語検定試験準備コースの授業は午
前中ジェネラル20の代わりに特別授業となります。

プラスコース
一般コース（グループレッスン）に追加して個人レ
ッスンをお申し込みいただくコースです。語学のレ
ベルアップや特定の分野の知識が得られます。プラ
ス5は1日1個人レッスンを追加、プラス10は1日2
個人レッスンを追加します。このコースはジェネラ
ル20、インテンシブ24、25、30の後に追加して
受講するコースです。

個人レッスン
個人レッスンは語学を習得する最も早い方法です。
一般的語学であれ、特殊分野であれ、個人レッスン
は受講者のご要望を伺い組み立てるので、効率よく
語学力のレベルアップが図れます。特別な目的をお
持ちの方や、時間のない方に効果的なコースです。
（詳細はＰ22参照）

全てのレベル
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ビジネス英語レッスン
英語はビジネスでの国際的な公用語です。
LSIでは、ビジネスコミュニケーション能力
を効果的に伸ばす為の、12モジュールで構
成されたビジネスシーンで役立つスキル学ぶ、
ビジネス英語レッスンを提供しています。
12週間毎にモジュールが１周し、講義概要テーマ
は新しくなります。したがって、1度使った教材を
繰り返し使う事なく、長期間コースをご受講頂け、
特定分野の知識を強化し広げて頂く事が出来ます。
・中級レベル以上の方対象
・週10レッスン（午後）
・インテンシブ30
・モジュール日程：各校にお問い合わせください。
・16歳以上対象
・開講日月曜日～（祝祭日の場合は火曜日開始）
それぞれのモジュールで、ライティング、プレゼン
テーション、対話、ビジネスでの実際の場面を想定
してのロールプレイングなどを通じ、ビジネス用語、
Eメール、商談、面接、電話対応等の能力の向上を
目指します。
1週目

International Trade
2週目 Developing Leadership Skills & Teambuilding
3週目 Effective Communication in Presentations
4週目 Decision Making, Motivation & Delegation,
Effective Communication in Meetings
5週目 Marketing & Advertising
6週目 E-Commerce, Viral Marketing & Social Media
7週目 Banking, Stockmarkets, Mergers & Acquisitions
8週目 Relationship Building & Networking
9週目 Recruitment Interviewing
10週目 Business Law, Ethics & Environmental Issues
11週目 Effective Communication in Selling & Negotiations
12週目 Management Styles in International Companies
学生のリクエストにより、特別なモジュールを提供する場合もあります。

特定目的のためのコース
パイロット英語コース

英語教授法を学ぶレッスン

プライベートパイロット資格取得を目指している方
のための、基本的な理論を英語で学ぶコースです。
航空操縦訓練を希望の方には提携している航空訓練
学校をご紹介する事ができます。航空操縦訓練の費
用は別途かかります。
・ジェネラル20+個人レッスン (週5または10レッ
スン）
・コース期間：4週間（ジェネラル20+個人レッス
ン、週10レッスン）または8週間
（ジェネラル20+個人レッスン、週
5レッスン）
・中級レベル以上
・ICAO（国際民間航空機関）承認コース

英語を母国語としない人に英語を教えるために必要
とされる、重要で豊富な基礎知識を習得するコース
です。

授業内容：航空法、操縦士免許/無線/電話操作に関
するライセンス、人間関係学、航行術、気象学、及
び操縦技術
開講校：オークランド校

看護師英語コース
看護師資格取得希望者、英語圏での医療専門家をめ
ざす方のためのコースです。
・週30レッスン
・期間：2週間〜24週間
・中級レベル～上級レベ
・必要IELTSスコア 5.5以上
・一 般英語（20レッスン）／IELTS試験対策レッ
スン（8レッスン）と看護師英語コース（2レッ
スン）
看護師英語授業モジュール内容：
医療用語、ヘルスケアシステム、健康と疾病、医療、
解剖に関する専門用語、患者の病状査定、食事、老
齢者ケア、代替治療、薬剤等。
開講校：オークランド校

選択１- 個人でお申込みの場合
・ジェネラル20プラス週５または週10の個人レッ
スン
・中級～上級レベル
・個人のご希望に合わせたカリキュラムでレッスン
を行います。
選択2 - グループでお申込みの場合（学校により開
講最少人数が異なります。）
・インテンシブ30の午後の選択レッスン
・中級～上級レベル
・クラス開講最少人数：各学校にお問合せ下さい
・TKT(英語教師検定)試験準備レッスン3モジュー
ルを含む。（4週間以上受講の場合）
授業内容：CLIL、言語分析、レッスンプランニング、
教材の使用法、言語の４スキル（読み、書き、話し、
聴く）の教授、学級運営、教材の使用、生徒の間違
いへの対応
TKT (英語教師検定)モジュール：言語学習と教育の
基礎、レッスンプランニング、教材の使用法、学習
過程の把握。
受講者はportfolio（学習の記録）
を保存すること。
開講日：開講する学校にお問い合わせ下さい。
開講校：アメリカの全校*、イギリス（ロンドン・ハム
ステッド、ケンブリッジ校）、ニュージーランド（オー
クランド校）
*TKTはニューヨークでは受験出来ません。
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英語+テクノロジー
英語+コーディング（プログラミング）入門
コース
LSIの新しいコースでは専門学校"Turn To Techと
協力して21世紀に必要不可欠なコーディング（プ
ログラミング）技術を研修する事ができます。この
コースは、Web開発やアプリケーション開発の基礎
を総合的に教えてくれます。新しいウェブサイトの
立ち上げからスマートフォンのアプリの作り方をニ
ューヨークの中心で学ぶ事ができます。8週間の研
修後には、自分で作ったウェブサイトやスマートフ
ォンのアプリを立ち上げ、そしてあなたの英語力ア
ップも見込む事ができます。
TurnToTechはニューヨークに本拠を置く、最新の
コーディング専門学校で学生にウェブやモバイルア
プリ開発を教え、キャリアサービスを提供いたしま
す。英語を超える優れたコマンドをもつ、コーディ
ングは、将来ソフトウェアエンジニアリングやグラ
フィックデザイン、ユーザーエクスペリエンスデザ
イン等の高度なコースの基盤となります。もし、あ
なたに適切な才能があれば、ここでインターンシッ
プやアプリ開発を始めることができます。
コース内容
・コーディング（プログラミング）レッスン入門コ
ース:8週間コース、週2レッスン（1レッスン3時
間）コースには、レクチャースライド、課題、卒
業プロジェクト を含みます。
・ニ ューヨーク近郊のテクノロジー企業の訪問。
最低月1度
・キャンパス内、その他の会場でのテクノロジーイ
ベント 最低週1回
・ハッカソンへの参加 月一度*
・英語研修：ジェネラル20またはインテンシブ30
（最低研修期間8週間）
・LSIのインテンシブ30コースでは、午後の授業を
選択する事が出来ます。選択コースには、ビジネ
ス英語、試験対策レッスン（TOEFL iBT,FCE&CAE)、カンバセ―ションがあります。

コース参加条件
・コーディング（プログラミング）知識は特に必要
ありません。このコースは入門者の方を対象とし
ています。
・中級（CEFR:B１）英語レベルが必要です。英語
レベルが満たない方は、LSIで事前に英語力を上
げる必要がございます。

英語+デジタルマーケティング入門コース
LSIの新しいコースは専門学校"Turn To Techと協
力して英語を研修しながら、21世紀に必要不可欠
なデジタルマーケティング技術を業界の中心ニュー
ヨークで学ぶ事ができます。このコースは、Web開
発やアプリケーション開発の基礎を総合的に教えて
くれます。
このコースでは、8週間の研修でSEO、Google/
Twitter/Facebookの有料キャンペーン、コンテン
トマーケティング、データドリブンマーケティン戦
略など、デジタルマーケティングのあらゆる分野を
的確に理解できるようになり、キャンペーンやKPI,MixpanelやGoogleアナリティクスなどのツールも
管理できるようになりコースを修了する事ができま
す。また、デジタルマーケティング（デジタル経済
学）の最新のトレンドを理解し、印刷物、テレビ等
のメディアからの広告費をデジタル媒体へ移行する
事が出来ます。そして同時に英語力も大きな進歩を
生む事が出来ます。
Turn To Techはニューヨークに本拠を置く、最新
のテクノロジー専門学校で、ニューヨークキャンパ
スで様々なテクノロジーコースを学生に教えていま
す。優れた英語のコマンドと総合的なデジタルマー
ケティングの知識であなたのキャリアの可能性をデ
ジタルの世界に広げる事ができます。
コース内容
・デジタルマーケティング入門コース： 8 週間コー
ス、 コーディング（プログラミング）レッスン入

門コース:8週間コース、週2レッスン（1レッス
ン3時間）コースには、レクチャースライド、課
題、卒業プロジェクト を含みます。
・ニューヨーク近郊テクノロジー企業の訪問。最低
月1度
・キャンパス内、その他の会場でのテクノロジーイ
ベント 最低週1回
・英語研修：ジェネラル20またはインテンシブ30
（最低研修期間8週間）
・LSIのインテンシブ30コースでは、午後の授業を
選択する事が出来ます。選択コースには、ビジネ
ス英語、試験対策レッスン（TOEFL iBT,FCE&CAE)、カンバセ―ションがあります。
コース参加条件
・デジタルマーケティングの知識は参加条件に必要
ありません。このコースは入門者の方を対象とし
ています。
・中級（CEFR:B１）英語レベルが必要です。 英
語レベルが満たない方は、LSIで事前に英語力を
上げる必要がございます。
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語学レッスン+実務経験コース
LSIの語学レッスン＋実務経験コースは貴重な実務経験をしながら、語学力アップの機会が得
られる優れたプログラムです。
このコースは、コミュニケーション能力を向上させ、実際に仕事を経験することを通じて、将
来の仕事に役立てることを目指しています。LSIでは、報酬が支払われる就業と無給での就業
の、両方の実務経験をご提供致しております。
注：下記は主にヨーロッパの学生の過去の実績を参考にしています。また、国籍や語学レベルにより実務経験の手配が難しい場合があります。

イギリス

オーストラリア

実務経験（無給）
・イギリスでの実務経 験コースはEU加盟国籍の学
生または、ワーキングホリデー保持者対象です。
・L SIで4週間以上、インテンシブ30を受講の方対
象
・1ヶ月から6ヶ月間の就業職務紹介
・3 つの業種または専門業の希望を提出頂き、学校
よりなるべくご希望に沿う職場を探します。
・研 修開始日より12週間以上前にお申込みが必要
です。
・18歳以上

実務経験（無給）
・マーケティング、イベントスタッフ、人事、ビジネス
事務、医療関係、介護関係など、様々な分野での
実務経験が可能です。
・期 間：6～26週間（受講プログラムにより異なり
ます）
・最 低 必 要 と さ れ る 英 語 レ ベ ル：中 上 級 以 上
（IELTS6.0以上）
・L SIブリスベン校で１２週間のインテンシブ３０コ
ース事前英語研修が必要
・プ ログラム参加には、コース開始日より最 低４週
間前にお申込みが必要です。
・参 加者は専門学 校 生、大学生または卒業 後18ヶ
月未満の方である必要があります。
・インターンシッププログラム参加には最終学歴と
同内容である必要があります。
・１８歳から３０歳まで

実務経験（有給）
・イギリスでの実務経 験コースはEU加盟国籍の学
生または、ワーキングホリデー保持者対象です。
・L SIで4週間以上のジェネラル20またはインテン
シブ30を受講の方対象
・3 ヶ月から6ヶ月間の 特 殊スキルを必要としない
職務紹介（国に定められる最低賃金以上が支払わ
れます）
・ホ テルでの 仕事を手配する事も可能です。（イギ
リス 国 内 が 主となり、場 所 の 指 定 は 出 来 かね ま
す。）
・研 修開始日より12週間以上前にお申込みが必要
です。
・18歳以上

Demi Pair(デミペア)
・中上級以上の英語レベルが必要です。
・10週間以上ジェネラル20、インテンシブ24受講
が必要です。
・運 転免許証が必要です。
・コースとデミペアは同時に取る必要があります。
・ワーキングホリデービザか、ワークエンドホリデー
ビザ保持者
・18歳～27歳
・12-24週間、厳選されたファミリーでデミペアを
する事ができます。
・デ ミペアの業務：15－20時間の子 供のケアと簡
単な家事手伝い
・12週間のデミペア経験の後、Au Pairオペアの手
配をする事も可能です。
Au Pair(オペア)
・中級以上の英語レベルが必要です。
・10週間以上ジェネラル20、インテンシブ24受講
が必要です。
・運 転免許証が必要です。
・ワーキングホリデービザか、ワークエンドホリデー
ビザ保持者
・18歳～30歳
・ワーキングホリデービザか、ワークエンドホリデー
ビザ保持者
・６ヶ月のAu pairは英語コース終了後に開始する
事が可能です。
・オペアの業務：最 長38時間の 子 供 のケアと簡単
な家事手伝い
・オペアでは、週A$200 -250の収 入を得る事が
できます
・語 学研修期間は、様々な滞在期間を手配する事が
可能です。

ニュージーランド
実務経験（無給）
・実務経験前に4週間～12週間のインテンシブ30
英語研修が必要。
・オークランド市内の3～6ケ月間の仕事、他の都市
の場合もあり。
・18歳〜30歳
・最 低 必 要とされる英 語レベル：中上 級（Upper
Intermediate）
・経営、広告、販売、メディア、ＰＲ、小売、旅行業、
ホームページ関係などの経験が可能。但し、英語
力により希望の職種につけない場合があります。
・ワーキングホリデービザ所有者のみお申込可。
・Trainee Visa所有者、入学した大学で勉学の一環
としてインターンシップ可能
ワーキングホリデー
・学 生の国籍によりワーキングホリデーを取得する
事が可能です。
・６ヶ月の語学研修（国籍により異なります。）
・ニ ュージーランドで最 長１年の滞在・就業が可能
です。ワーキングホリデービザ保有者の方には以
下の事をご提供致します。
・L SIオークランド校での英語能力アップのお手伝
いや、履 歴 書の書き方、インタービューの受け方、
仕事探し等サポート。
Demi au Pair(デミオペア)
・１８歳から３０歳の男女学生
・最 低必要とされる英語レベル：中上級以上
・ワーキングホリデービザ所有者：12週間以上のイ
ンテンシブ24もしくはインテンシブ30、学生ビ
ザ 所有者：14週間以 上インテンシブ24もしくは
インテンシブ30
・デミオペアは３－１２ヶ月手配可能です。
・運 転免許証が必要です。
・子 供のケア経験者が望ましいですが、必須ではご
ざいません。
・子 供へのファーストエイドスキル講義（NZ＄70）
をオークランドで受講（４時間）し、この証明が必
要となります。
・出 身国の無犯罪証明書が必要となります。
・ビ ザ：ワーキングホリデービザ、もしくは週20時
間以内の就業を許可された学生ビザ
・学 生ビザ所有者は、LSIでの学生ビザ期間のみ就
業可能
・ワ ーキングホリデービザ 所有者：１家庭での就業
可能時間は国の規定に基づく
LSIオークランド校は、ニュージーランド政府より、
Category１の学校と認定されましたので、14週間
以上の研修で、学生ビザを所持されている学生は、
週20時間までの就労が可能です。学生ビザ取得に
は、インテンシブ24、もしくはインテンシブ30の受
講が必要です。

ACADEMIC COURSES/SERVICES
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www.lsi.edu/academic-courses

マルチセンターコース
マルチセンターコースは語学の習得と海外旅

マルチセンターコース

サンプル

行を組み合わせて研修したい方に最適のコー

コース：インテンシブ30

期間：10週間

スです。

学校

期間

ロンドン・ハムステッド校、イギリス

6週間

ブライトン校、イギリス

4週間

2か所またはそれ以上のLSI校で学ぶことで、より
多くの機会を得ることができます。また、長期に学
習することで、選択した国の文化により深く関わり、
多くの経験を積むことができるでしょう。2カ国以
上を選択することも可能ですので、違った国の違っ
た文化に触れ、その違いを比較したり、勉強する良
い機会となることでしょう。
・受講可能国：イギリス*、アメリカ、カナダ、フラン
ス、スイス、ニュージーランド、オーストラリア
・LSI各校でご希望の期間のお申込み可能
・学習記録は次のLSI校に転送されるので、次のLSI
校でスムーズにコース受講する事が可能です。
このユニークなマルチセンターコースで学習するこ
とによって旅行すると同時に“住んで学ぶ”ことが
可能となり、より多くの色々な機会が生まれること
でしょう。

コース：ジェネラル20

期間：20週間

学校

期間

サンフランシスコ/バークレー校、アメリカ

12週間

トロント校、カナダ

8週間

コース：ISY(長期コース)

期間：36週間

学校

期間

ブリスベン校、オーストラリア

12週間

ニューヨーク校、アメリカ

12週間

ロンドン･セントラル校、イギリス

12週間

*イ
 ギリス国内での複数校受講は、Short Term Studentビザ所持者、ま
たはＥＵの学生のみに限られます。

"I've never been
outside my country
before, so the
opportunity to come
here and meet
people from different
countries with
different cultures
is amazing."
ブラジルからの学生の声 , JULIA PIETROBELI
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半年以上の長期コース
インターナショナル・スクール・イヤー（ISY - International School Year）
LSIインターナショナル・スクール・イヤー(ISY) － 語学のレベルアップを図り、世界中の人と友達になり、エキサイティングな時間を過ごし
てみませんか。 長期間コースをお申込みにより、コースの選択も良くなり、授業料も割安となります。
ISYインターナショナルスクールイヤープログラム
の特徴
・レッスン数：週20、24、25、30レッスン
・期間：24、30、36、48週間
・16才以上
・入門から中上級レベルまで
・レッスン時間：1レッスン50分(チューリッヒ校
は45分)
・1クラス最大人数：15名（チューリッヒ校は12
名）
・午後のレッスンはレベルに応じて選択可能
・定期的なレベルチェック、大学進学希望者のため
の専門的カウンセリングとアドバイス
プログラム開始時に、受講者の目標を伺い、レベル
に応じた研修予定内容を検討します。定期的チェッ
クにより目標の達成度とプログラムの進捗度を確認
します。
LSIの各学校では教師が定期的なミーティングを行
って、受講者の目標の達成度とプログラムの進捗度
を確認します。午後の選択として、以下の中から選
べます：一般クラス（P8参照）、検定試験対策準
備レッスン、コミュニケーション・会話力向上レッ
スン、アカデミック英語レッスン、ビジネス英語レ
ッスン。

LSIの長期コース と受講者の目標
どのLSIの学校も24週間から48週間の長期コース
を提供しており、コースを受講された方が最大の成
果を上げられる事が期待できます。
コース受講の成果、レベルアップは、様々な要因に
より決まります
・コース期間：ご研修期間が長いほど成果が上がる
と言えます。
・受講レッスン数：授業のレッスン数が多いほど良
い成果が期待できます。
・学生の語学レベル：研修開始時のレベルが高いほ
ど、次のレベルに上がるのに時間を要します。

インターナショナルスクールイヤープログラム週
30レッスンはLSI提携校を除く、すべてのLSIの学
校で開講されます。ただし、各学校により選べるレ
ッスンが異なる場合もありますので、その点をご留
意の上、ご自身の目的に沿ったプログラムをお選び
下さい。また、学校では、どのオプションが皆様に
一番合うかもサポート致します。

受講者がどのように学習されるかによって、最終的
に十分な成果を上げられるかどうかが決まります。
午後の課外活動に積極的に参加すること、世界中か
ら来ている学生と友達になること、研修している国
の文化にできるだけ多く触れること、また、その言
語を使うよう、あらゆる機会を利用するように努め
ることなどによって、目的とする語学レベルに達成
できるかどうかが決まります。

サンプル：長期研修プラン（International School Year）
校舎：LSIバンクーバー校

レッスン数：週30レッスン

期間：36週間

1～12週間

13～24週間

25～36週間

午前一般英語

FCE試験準備レッスン

午前一般英語

午後ビジネス英語レッスン

FCE試験準備レッスン

午後TOEFL試験準備レッスン

アカデミックカウンセリング

アカデミックカウンセリング

アカデミックカウンセリング

校舎：LSIロンドン・セントラル校

レッスン数：週30レッスン

期間：36週間

1～12週間

13～24週間

25～36週間

一般英語

IELTS試験準備

CAE試験準備コース

アカデミックカウンセリング

アカデミックカウンセリング

アカデミックカウンセリング

滞在方法
色々な方法がありますが（P26及び各校紹介ページ
参照）、最初の1ヶ月は厳選されたホストファミリ
ーでの滞在をお勧めします。どのファミリーもフレ
ンドリーで滞在国での新しい生活環境に早く適応出
来るようお手伝いします。
実務経験
実務経験も条件が揃えば手配可能です。（P12諸条
件を参照）
大学進学準備サポート（大学パスウェイサービス）
インターナショナル・スクール・イヤー受講者で大
学/専門学校への進学をお考えの方はこのサービス
を受けられます。（P19参照）

ACADEMIC COURSES/SERVICES
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語学検定試験対策
LSIの学生は、各検定試験で優秀な成績を修めています。LSIは個々の受講生にとって、どの検定試験対策準備レッスンが最適かを選ぶお手伝い
を致します

Overview of Examinations

レベル:

初中級(A2)

Examination

Level

Examination Dates

Description

Accepted and highly regarded around the world as proof of
competence in English

中級(B1)

中上級 (B2)

上級(C1/C2)

英語
Preliminary English Test

March, June, November, December

FCE

First Certificate in English

Frequently throughout the year

CAE

Certificate of Advanced English

Frequently throughout the year

CPE

Certificate of Proficiency in English

March, June, December

BEC

Business English Certificate

March, May, June, November, December

TKT

Teaching Knowledge Test

Contact schools for dates

Focuses on the core teaching knowledge needed to teach
English

IELTS

International English Language
Testing System

Frequently throughout the year

Requirement for enrolment at universities and colleges in the
UK, Ireland, Australia and New Zealand

TOEFL

Test of English as a Foreign Language

Frequently throughout the year

Requirement for admission to universities and colleges in the
USA and Canada

TOEIC

Test of English for International
Communication

Frequently throughout the year

Business English exam for international students and
professionals

DELF

Diplôme d’Etudes en Langue Français 1er Degré

May, October

Recognised by the French Ministry of Education

TEF

Test d’Evaluation de Français

Frequently throughout the year

Recognised by French speaking universities and companies

CCIP

Diplôme de Français Professionnel (DFP)

June, December

Recognised by the French Ministry of Education

ドイツ語
ZD

Goethe-Zertifikat B1

January, April, June-July, August-September, November

Universally accepted as proof of intermediate proficiency
in German

GZ

Goethe-Zertifikat B2

January, April, June-July, August-September, November

Set as an official entrance requirement by many universities
and colleges

CAMBRIDGE ENGLISH
LANGUAGE ASSESSMENT

PET

フランス語

このコース/レッスンは少人数制で効果的に学べる
様カリキュラムが組まれており、試験に向け
て万全の対策をアドバイスをいたします。
LSIでの研修期間中に検定試験が受験できるように、
試験日を確認してお申込み下さい。
ケンブリッジ英語検定試験準備コース
・FCE/CAE/CPE/BECおよびＴＫＴ受験準備レッ
スン選択可能
・週20、24、30レッスン
・１レッスン：50分
・期間：4～12週間
・16才以上
・初中級レベル以上
・開講校：各校のページ参照
以下について重点的に勉強します。
・文法－実際的な活用と正確な用法
・ライティング、リーディング、リスニングスキル
・多岐にわたる語彙力向上
・コミュニケーション能力と理解力の向上

IELTS、TOEFL iBT&TOEIC試験準備レッスン*
・週24/週25/週30レッスン
・1レッスン：50分
・インテンシブ24、インテンシブ25、インテンシ
ブ30、インターナショナルスクールイヤーの午
後の選択レッスン（左一行削除〉
・１～24週間
・16才以上
・中級レベル以上
・開講校：各校のページ参照
午前中のレッスンでは文法と正しい言語の使い方練
習に重点をおいた授業を行います。また、午後のレ
ッスンでは各試験の傾向と対策を学びます。
授業内容は以下の通りです：
・正確な文法構造の習得
・コミュニケーション力の向上
・構文を実際に使いこなす練習
・語彙力向上
・実際の試験を想定してのレッスン
・IELTS、TOEFL iBT、TOEICスコアを上げるた
めのスキル

加えて、ケンブリッジ検定試験で高得点を得るため
の受験スキルを上げる事ができます。
LSIでは英語教授法を学ぶレッスンを開講している
学校で、ケンブリッジ英語検定TKT試験を行ってお
ります。（詳細はP10参照）

* 一 年を通して上記コースを開講できる様、異なる試験対策レッスンを合同でコースを開講する場合があります。

ミニグループ試験対策レッスン
・週20/週30/週40レッスン
・4-12週間プログラム
・参加者人数：最大５人
・IELTS/TOEFL/PET/KET/FCE/CAE/CPE levels
・1lessons:45分（アメリカ＆カナダは50分）
このコースは、100％試験対策に向けたコースで、
文法、語彙、ライティング、リスニング、スピーキ
ングスキルを試験内容に併せ向上する事の出来るコ
ースです。少ない人数でより集中的に試験対策をす
る事ができるので、試験で良い成果を出すのに一番
効率が良い方法です。
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アカデミック英語レッスン／大学院進学準備プログラム
LSIのアカデミック英語レッスンでは、英語圏の大学やカレッジで必要とされる、スピーキン
グやライティングのスキルを学ぶ事ができます。レッスンの内容は学生の要望に沿って、柔軟
に対応致します。学校により、時間割や内容が異なる事もあります。
このアカデミック英語レッスンでは、アカデミック
スキルに重点を置いた一般英語と試験対策英語を同
時に学びます。文法はもちろんの事、アカデミック
リーディングやライティング、そして語彙力の向上
を目指します。また、このレッスンではオンライン
で学ぶE-LSIでの学習の場も提供しております。
・週30レッスン
・１レッスン：50分（週25時間）
・1クラス最大人数：15名
・中級レベル以上
・コース期間：4～48週間
・16才以上
受講条件：
アカデミック英語レッスンは、日本国内の高校、大
学を卒業された方で、英語圏の大学入学の為に英語
力を向上させたい方向けのレッスンです。このレッ
スンは、最低でも中級以上の英語力が求められます。
英語力が満たない方は、このレッスンの受講可能レ
ベルになるまで、一般英語コースを受講頂けます。
LSIで学ぶスキル
・大学での研究とプレゼンテーションスキル
・アカデミックな場に於ける効果的会話
・受験スキルとテクニック
・効果的なノートの取り方と整理
・エッセイの書き方と批判的思考及び議論とプレゼ
ンテーションの発展法
・以下の選択が可能です。
ーケ ンブリッジ英語検定試験準備 FCE/CAE/
CPE/BEC
ーIELTS、TOEFL iBT、TOEIC
ービジネス英語

LSI語学学習システム
LSIのアカデミック英語レッスン/大学院進学準備
プログラムは、LSI語学学習システムに基づいて行
われます。各レベルに合った、最新の教材を利用し、
質の高い教師陣によってレッスンは行われます。受
講生の目標が明確で、その学生に合ったものである
かを確認する為に、LSIカウンセラーとアカデミッ
クチームで協力し、それぞれの受講生にアドバイス
受講生は、アカデミック英語レッスンの他、ビジネ
ス英語レッスンや、IELTS、TOEFL＆TOEIC試験
準備レッスンを選択する事も出来ます。LSI語学学
習システムで研修することにより、キャリアアップ
を望むことができ、人生の次のステップへ上がる準
備とすることが可能となるでしょう。
進捗状況確認：
定期的なテストと、総合的な英語力評価により、目
標到達までどの位かを確認します。
開講校：
イギリス、アメリカ、カナダ、オーストラリア、ニ
ュージーランドの各校にて開講しています。
開講日：
LSI料金表の各校ページをご覧ください。

GMAT＆SAT Preparation プログラム(アメリカ各校)

www.lsi.edu/GMAT-SAT

LSIのGMAT&SAT対策レッスンは、経験豊かで資
格を持った教師が皆様に伸ばす必要がある箇所をよ
り短い時間でスコアを伸ばすようお手伝い致します。

オプション２:クローズドグループレッスン
・インテンシブ30の午後の選択授業として（最短
３週間）
・中 級から上級レベル
・最 少催行人数：10名
・レッスン終了後、テスト会場にて試験を受ける事
も可能です。
（試験費用は別途かかります。）

オプション１：個人レッスン
ジェネラル20（英語レッスン）+5個人レッスンまた
は10個人レッスン（最短３週間）
または、個人レッスンでの受講、1週間につき5、10、
20、30レッスン
このプログラムには、授業料、LSI GMAT/SATコー
ス教材費、オンラインGMAT/SAT予備テスト、その
他の資料やMBAアドミッションガイド等を含みます。

LSI受講者の進学大学の例
University of Warwick (UK)
University of Manchester (UK)
University of Nottingham (UK)
University of Chichester (UK)
London School of Economics (UK)
Imperial College London (UK)
Edinburgh University (UK)
Brighton University (UK)
Sussex University (UK)
University College London (UK)
Notre Dame de Nemour University (USA)
San Francisco State University (USA)
Golden Gate University (USA)
Metropolitan College of New York (USA)
California School of International Management (USA)
College of the Desert (USA)
Newbury College (USA)
Bunker Hill Community College (USA)
Cambridge College (USA)
Suffolk University (USA)
Seattle Central Community College (USA)
Niagara College (Canada)
Brock University (Canada)
Sheridan College (Canada)
Kwantlen University College (Canada)
Malaspina University College (Canada)
The Art Institute of Vancouver (Canada)
Central Queensland University (Australia)
Griffith University (Australia)
Queensland University of Technology (Australia)
University of Queensland (Australia)
Newcastle University (Australia)
Australian Catholic University (Australia)
University of Auckland (New Zealand)
Auckland University of Technology (AUT)
(New Zealand)
UNITEC (New Zealand)
Manukau Institute of Technology (New Zealand)
The University of Otago (New Zealand)
Otago Polytechnic (New Zealand)

ACADEMIC COURSES/SERVICES
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LSI Independent Sixth Form College www.lsi.edu/college
LSI Independent Sixth Form Collegeは、良質で認定された、A-level対策、大学進学対策プログラムを提供しております。私たちは、
世界中の学生がイギリスの有名大学に入学できるよう、サポート致します。

The Campus
LSI Independent Sixth Form Collegeのすべての
コースは、自然に囲まれたロンドン・ハムステッド
エリアにあるとても綺麗で広々したビクトリア朝の
校舎で行われます。学校があるエリアはロンドンの
中でも一番美しい街の一つであり、とても静かで勉
強をするのに最適なエリアです。学校は交通の便も
よく、ロンドンの中心部より電車やバスで20分程
です。教室は、インターネット環境や、コンピュー
ター、大きなテレビ、電子黒板など、充実した設備
が整っています。また、サイエンスプログラム用の
ラボ等も学校内にあります。校内には、学生ラウン
ジや美しい庭もあり、夏の時期には、学生の為のイ
ベント等も行うため、学生同士の交流も多いのが特
徴です。

"A level students
make excellent
progress in lessons,
demonstrating high
levels of subject
knowledge and
academic skills."
CURRENT LSI EDUCATION
INSPECTION REPORT

（教育認定機関によるコメント）

A－Levelへの入学事前の英語研修について
A-Levelコースを研修するには、最低IELTSスコア
5.5の英語力が必要となります。
英語力が満たない学生には、LSIにて、事前に英語
研修を受講し、A-Level受講に必要な英語力まで伸
ばす事ができます。A-Levelコースは9月が入校日
LSIでは、学生の知識やレベルにより1年、18ヶ月、 となるため、事前英語研修は7月または8月が入校
日となります。事前英語研修を行い、それでも英語
2年のA-Levelプログラムを提供しています。通常
力が満たない場合は、A-Levelの研修期間を18か月
A-level コースは２年のうちの選んだ３科目を勉強
間とし事前英語研修を延長する事もできます。
します。
A Level Course
AA-levelはイギリス国内の大学へ入学資格として認
められている統一試験となります。スコットランド
のScottish HigherもA-Levelを受け入れている事
もあります。

カレッジでは、通常A-レベルの以下の科目から選択
しますが、
他の科目もリクエストにて対応致します。

• Art
• Biology
• Business
• Chemistry
• Computer Science
• Economics
• English Language
& Literature
• English Literature
• French
• Geography

• German
• History
• Latin
• Mathematics
• Further
Mathematics
• Physics
• Politics
• Psychology
• Sociology
• Spanish

