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ENGLISH IN ENGLAND

ロンドン・セントラル校
ロケーション
世界を代表する都市ロンドンは、多様性に富み、ア
トラクションにも魅力があります。文化、歴史、
建築からナイトライフまで、どなたでも楽しめる都
市です。学校はロンドンの中心にあり、大学地区と
観光で賑わうソーホー地区近くに位置しています。
近くには、カフェ、パブが数多くあり、大英博物館
やロンドン大学も徒歩数分の距離にあるため、学生
の姿も多く見かけられます。
地図はP29のLSIロンドン·ハムステッド校をご覧く
ださい。

ライフスタイル
ロンドンや英国の他の地方を経験するために多様な
課外活動が行われます。パブ巡りや、レストランで
の食事、観劇など、ロンドン滞在の利点を最大限活
かせるようプログラムが組まれております。ロンド
ン市内は勿論、オックスフォード、エジンバラ、ス
トーンヘンジへの旅行も可能です。

www.lsi.edu/london

コース
GENERAL COURSES p8
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｜プラスコース

WORLD OF WORK p10-12
ビジネス英語レッスン｜実務経験コース

ACADEMIC COURSES p13-21
インターナショナルスクールイヤー（ISY）｜英語試験対策
レッスン｜ケンブリッジ英語検定試験準備コース：FCE/
CAE、IELTS、TOEFL iBT & TOEIC試験準備レッスン｜
アカデミック英語レッスン｜大学パスウェイサービス

PREMIUM COURSES p22-23
個人レッスンコース｜9日間集中コース｜ミニグループ

EXPERIENCES p24-25
英語でアドベンチャー｜クラブ40プラス｜美術、建築、歴史と
文化｜ダンス｜フード＆ドリンク｜アーバンハイキング

学校情報
15クラスルーム

学生ラウンジ

１クラス最大人数15名

プロジェクター/フラットスクリーン

街の中心部

無料Wi-Fi

“I’m very happy about
my decision to choose
LSI as my English
school. My teachers
were really, really
excellent. I will be
coming back again.”
ベネズエラからの学生の声 , ISABEL TOBIA,

MARKETING

認定されている組織/団体

ENGLISH IN ENGLAND

ロンドン・ハムステッド校

www.lsi.edu/hampstead

ロケーション
ハムステッドはまるで絵に描かれた様な自然に囲ま
れた町で、ロンドンの癒しの空間になっています。
有名な作家や芸術家等も多く住み、ロンドンの中心
地までも近く、交通の便もとても良い町です。ハム
ステッドにはおしゃれなカフェ、レストランやブテ
ィックが並んでおり、フロイト博物館や詩人ジョ
ン・キーツの家やロンドン市内最大の公園であるハ
ムステッドヒースにも学校から歩いて行くことがで
きます。

London
Hampstead
A400

Camden

Abbey
Road

ライフスタイル

The Regent’s Park
A5205
A501

A501

London
Central
Oxford Circus

British
Museum

コース
GENERAL COURSES p8
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｜プラスコース

WORLD OF WORK p10-12
ビジネス英語レッスン｜英語教授法を学ぶレッスン｜
実務経験コース

ACADEMIC COURSES p13-21
インターナショナルスクールイヤー（ISY）｜英語試験対策
レッスン｜ケンブリッジ英語検定試験準備コース：FCE/
CAE＆CPE、IELTS、TOEFL iBT & TOEIC試験準備レッ
スン｜アカデミック英語レッスン｜A-level ｜大学パスウェイ
サービス

学校の広い裏庭では、夏のバーベキューパーティー、
スポーツなどを楽しむ事が出来ます。パブやクラブ、
ミュージカル観劇や週末旅行など、多彩な課外活動
PREMIUM COURSES p22-23
もあります。ロンドンで最も素晴らしいマーケット
個人レッスンコース｜9日間集中コース
の１つとして、人気のあるカムデンロックマーケッ
トで放課後を楽しむのも良いでしょう。
EXPERIENCES p24-25

英語でアドベンチャー｜クラブ40プラス｜美術、建築、歴史と
文化｜フード＆ドリンク｜音楽

JUNIOR COURSES p46-60
ジュニアコース｜ファミリープログラム

学校情報
12クラスルーム
１クラス最大人数15名
プロジェクター/フラットスクリーン
学生ラウンジ
ガーデン
無料Wi-Fi

認定されている組織/団体
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ENGLISH IN ENGLAND

ブライトン校

www.lsi.edu/brighton

ロケーション
ブライトンは海と美しいサセックス丘陵の間にあり、
二つの大学がある活気溢れる街です。ブライトンは
“London-By-Sea”とも呼ばれ、夏のアート・コ
メディー・フェスティバルでも有名です。また、ブ
ライトンはロンドンから鉄道で50分に位置しま
す。LSIブライトン校は、２つのキャンパスから成
り、両キャンパスは、徒歩10分程の距離にありま
す。学校の近くには、様々なショップ、コーヒーシ
ョップ、パブ、レストランや観光地もありとても便
利です。

ライフスタイル
課外活動はパーティー、バーベキュー、クイズ、ゲ
ーム大会、ナイトクラブ等や、ロンドン他イギリス
国内やヨーロッパへの旅行もあります。ご希望の方
にはゴルフや乗馬等のスポーツも手配出来ます。

コース
GENERAL COURSES p8
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｜プラスコース

WORLD OF WORK p10-12
ビジネス英語レッスン｜実務経験コース

ACADEMIC COURSES p13-21
インターナショナルスクールイヤー（ISY）｜英語試験対策レッ
スン｜ケンブリッジ英語検定試験準備コース：FCE＆CAE、
IELTS、TOEFL iBT & TOEIC試験準備レッスン｜
アカデミック英語レッスン｜大学パスウェイサービス

PREMIUM COURSES p22-23
個人レッスンコース｜9日間集中コース

EXPERIENCES p24-25
英語でアドベンチャー｜クラブ40プラス｜美術、建築、歴史
と文化

JUNIOR COURSES p46-60
ジュニアコース｜ファミリープログラム

学校情報
29クラスルーム
１クラス最大人数15名
プロジェクター/フラットスクリーン
学生ラウンジ
ガーデン
無料Wi-Fi

認定されている組織/団体

“I love LSI Brighton! The people are so friendly
and I am learning so much. Brighton is now my
second home and my host family are so friendly
and helpful. I will miss everything!”
コロンビアからの学生の声 , MARIA CAMILA OVIEDO

ENGLISH IN ENGLAND

ケンブリッジ校

www.lsi.edu/cambridge

ロケーション
大学で有名なこの街には、ケンブリッジ大学のカレ
ッジ群が点在しています。各カレッジには素晴らし
い建造物と美しい庭があり、留学生にとって陽気で
にぎやかな街です。街には、豊かな美術館やアート
ギャラリーやショップがあります。ケンブリッジは
研修をするのに最適な場所でしょう。
ケンブリッジの街には、たくさんのパブや一流のレ
ストラン、ナイトクラブ、劇場やお笑いライブなど
も多くあります。学校は、街の中心と鉄道駅、両方
からもアクセスが良く、落ち着いた雰囲気の住宅街
にあります。

ライフスタイル
バーベキュー、コンサート、市内観光、スポーツな
どがあります。ロンドン、ストーンヘンジ、ストラ
ットフォード・アポン・エイボン（シェイクスピア
の生地）などへの旅行も行います。また希望者には、
スコットランドやフランス等への旅行の手配もいた
します。

コース
GENERAL COURSES p8
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｜プラスコース

WORLD OF WORK p10-12
ビジネス英語レッスン｜英語教授法を学ぶレッスン｜
実務経験コース

ACADEMIC COURSES p13-21
インターナショナルスクールイヤー（ISY）｜英語試験対策レッ
スン｜ケンブリッジ英語検定試験準備コース：FCE＆CAE、
IELTS、TOEFL iBT & TOEIC試験準備レッスン｜
アカデミック英語レッスン｜大学パスウェイサービス

PREMIUM COURSES p22-23
個人レッスンコース｜9日間集中コース｜ミニグループ

EXPERIENCES p24-25
英語でアドベンチャー｜クラブ40プラス｜美術、建築、歴史と
文化｜ゴルフ

JUNIOR COURSES p46-60
ジュニアコース｜ファミリープログラム

学校情報

認定されている組織/団体
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12クラスルーム

プロジェクター/フラットスクリーン

１クラス最大人数15名

学生ラウンジ

街の中心部

無料Wi-Fi
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ENGLISH IN THE USA
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www.lsi.edu/ny

“I like studying at LSI New York because I can
make friends from all over the world and I
get a lot of English practice. I think the teachers
and methodology are very good.”
ブラジルからの学生の声 , TAMMY CAMPOS DI CALAFIORI FILM ACTRESS

East River

ロケーション
ニューヨークはまさにアメリカのビジネス、文化、
伝統、歴史、全てをリードしている都市です。商
業から政治、バレエからスポーツまで、“Big Apple”と呼ばれるニューヨークにはすべてが揃って
います。グランドセントラル駅を設計した建築家に
よってルネッサンス様式に改装されたビル内にLSI
ニューヨーク校はあります。ファイナンシャル・デ
ィストリクト（金融地区）中心にあり、ウｫールス
トリート、ニューヨーク証券取引所、ワンワールド
トレードセンターまで数ブロックです。

ライフスタイル
学校情報
12クラスルーム
１クラス最大人数15名
街の中心部
対話中心の授業
ランチルーム
無料Wi-Fi

認定されている組織/団体

24時間不眠不休の都市ニューヨーク ― 一流のレス
トランで各国の料理を楽しんだり、美術館、博物館
巡りや自由の女神、国連本部、エンパイアステート
ビルなどの有名な建築物訪問等ができます。ニュー
ヨーク校の課外活動は多彩で豊富です。

コース
GENERAL COURSES p8
ジェネラル20｜インテンシブ25｜インテンシブ30｜
アフタヌーン10｜プラスコース

WORLD OF WORK p10-12
ビジネス英語レッスン｜英語教授法を学ぶレッスン｜実務経験
コース ｜英語+コーディング（プログラミング）入門｜
英語+デジタルマーケティング入門

ACADEMIC COURSES p13-21
インターナショナルスクールイヤー（ISY）｜英語試験対策レッ
スン｜ケンブリッジ英語検定試験準備コース：FCE＆CAE;
TOEFL iBT; GMAT; SAT試験準備レッスン｜
アカデミック英語レッスン｜大学パスウェイサービス

PREMIUM COURSES p22-23
個人レッスンコース｜ミニグループ

EXPERIENCES p24-25
英語でアドベンチャー｜クラブ40プラス｜美術、建築、歴史と
文化｜アーバンハイキング

JUNIOR COURSES p46-60
ジュニアコース｜ファミリープログラム

ENGLISH IN THE USA

ボストン校

www.lsi.edu/boston

コース
GENERAL COURSES p8
ジェネラル20｜インテンシブ25｜インテンシブ30｜
アフタヌーン10｜プラスコース

WORLD OF WORK p10-12
ビジネス英語レッスン｜英語教授法レッスン

ACADEMIC COURSES p13-21
インターナショナルスクールイヤー（ISY）｜英語試験対策レッ
スン｜ケンブリッジ英語検定試験準備コース：FCE＆CAE;
TOEFL iBT; GMAT; SAT試験準備レッスン｜
アカデミック英語レッスン｜大学パスウェイサービス

ロケーション
アメリカ建国の街ボストンはマサチューセッツ州の
州都であり、大西洋へと続く海岸のチャールズ川と
ボストン湾沿いに景観よく位置しています。アメリ
カ建国の歴史を持つ地に近代的外観が溶け込み、正
にアメリカの偉大な街の様相を呈しています。教育
と文化の中心地としても有名で、ニューイングラン
ドの秋は息をのむような自然に囲まれた美しい街で
す。

PREMIUM COURSES p22-23
個人レッスンコース｜9日間集中コース｜ミニグループ

EXPERIENCES p24-25
英語でアドベンチャー｜クラブ40プラス｜美術、建築、歴史
と文化

JUNIOR COURSES p46-60
ジュニアコース｜ファミリープログラム

ライフスタイル
博物館巡り、徒歩での歴史的スポット巡り、メジャ
ーリーグ観戦、スノーボードや、週末のケープ・コ
ッド、ニューヨーク、カナダのモントリオール等へ
の旅行も行います。

学校情報
9クラスルーム
１クラス最大人数15名
街の中心部
対話中心の授業
学生ラウンジ
無料Wi-Fi

認定されている組織/団体
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ENGLISH IN THE USA

サンディエゴ校

www.lsi.edu/sd

“I like the teachers and
I really enjoy the class.
Also the staff are very
friendly. I made a lot
of friends from
different countries.
I recommend this
school. I am sure you
will love LSI San Diego.”
メキシコからの学生の声 , NOE CALDERON

コース
GENERAL COURSES p8
ジェネラル20｜インテンシブ25｜インテンシブ30｜
アフタヌーン10｜プラスコース

WORLD OF WORK p10-12
ビジネス英語レッスン｜英語教授法を学ぶレッスン

ACADEMIC COURSES p13-21
インターナショナルスクールイヤー（ISY）｜英語試験対策レッ
スン｜ケンブリッジ英語検定試験準備コース；FCE、CAE＆
CPE; IELTS、TOEFL iBT; GMAT; SAT試験準備レッスン｜
アカデミック英語レッスン｜大学パスウェイサービス

ロケーション
“アメリカ一天候の良い街”と言われるサンディエ
ゴはロサンゼルスからメキシコまで続く７０マイル
に及ぶ海岸線のカリフォルニア州最南端にある美し
い街です。学校は街中心近くのビルにあります。サ
ンディエゴ動物園、歴史的に有名なガスランプ地区、
バルボア公園、サンディエゴ湾などサンディエゴ滞
在を楽しくする名所、旧跡は徒歩圏内です。

PREMIUM COURSES p22-23
個人レッスンコース｜9日間集中コース｜ミニグループ

EXPERIENCES p24-25
英語でアドベンチャー｜クラブ40プラス｜フード＆ドリンク｜サ
ーフィン｜テクノロジー｜アーバンハイキング

JUNIOR COURSES p46-60
ジュニアコース｜ファミリープログラム

ライフスタイル
晴天に恵まれる気候、街から程近いビーチ、島、山、
砂漠へのアクセスの良さにより多彩な課外活動が楽
しめます。ビーチパーティー、サーフィン、セイリ
ングから雪山でのスキーまでできます。週末にはロ
サンゼルス、ラスベガス、メキシコへの旅行も可能
です。

学校情報
18クラスルーム
１クラス最大人数15名
対話中心の授業
学生ラウンジ
ランチルーム
無料Wi-Fi

認定されている組織/団体

ENGLISH IN THE USA

サンフランシスコ／バークレー校
ロケーション

www.lsi.edu/berkeley

コース
GENERAL COURSES p8

Berkeley
Marina

500m

Aquatic
Park

Downtown San Francisco
30 mins

PREMIUM COURSES p22-23
個人レッスンコース｜9日間集中コース｜ミニグループ

ライフスタイル
LSIバークレー校ではバークレー、サンフランシス
コ周辺、または北カリフォルニアへの観光等で多彩
な課外活動を行っております。有名なゴールデンゲ
ートブリッジ、フィッシャーマンズワーフ、アルカ
トラズ島をはじめナパバレーのワインカントリー、
海沿いの美しい街並みで有名なモントレー・カーメ
ル等々、サンフランシスコベイエリアには数えきれ
ないほど多くの見どころがあります。

15 mins
EXPERIENCES p24-25
英語でアドベンチャー｜クラブ40プラス｜美術、建築、歴史＆
文化｜ワインテイスティング

JUNIOR COURSES p46-60
ジュニアコース｜ファミリープログラム

学校情報
12クラスルーム

対話中心の授業

１クラス最大人数15名

学生ラウンジ

街の中心部

無料Wi-Fi

認定されている組織/団体
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インターナショナルスクールイヤー（ISY）｜英語試験対策レッ
スン｜ケンブリッジ英語検定試験準備コース：FCE＆CAE;
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サンフランシスコの対岸にある都市バークレーは学
生でにぎわう街です。カリフォルニア大学のキャン
パスを中心に、カフェやお店、レストランやナイト
ライフまで多様なスポットが充実しています。学校
はダウンタウンの二階建てビル内にあります。屋内
外にある広い共通スペースや、大きいガラス張りの
中庭があり、地下鉄駅には徒歩数分、カリフォルニ
ア大学バ－クレ―校キャンパスも徒歩10分以内で
す。二つあるパソコンルームではインターネットに
アクセス出来ます。キッチン、図書室、自習室もあ
ります。また、LSIバークレー校はTOEIC公式テス
トセンターに指定されているため、校内で試験を受
けることも可能です。
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ENGLISH IN CANADA

トロント校

www.lsi.edu/toronto

ロケーション
トロントはカナダ最大の都市で、ビジネスと文化の
中心地でもあります。スポーツファンでも、オペラ
に興味があっても、ダンスが好きであってもトロン
トにはあなたの興味を満たしてくれる様々なイベン
トがあります。街中心の美しい住宅街、ローズデー
ル地区にあり、地下鉄駅も近いので、カナダ最大の
都市トロントを探索するにも便利です。

ライフスタイル
夏はピクニック、冬はスケートなどがあります。ナ
イアガラの滝観光は季節を問わず参加出来ます。そ
のほか歴史的名所巡り、美しい公園散策、夏のメジ
ャーリーグ観戦なども楽しめます。

コース
GENERAL COURSES p8
ジェネラル20｜インテンシブ25｜インテンシブ30｜
アフタヌーン10｜プラスコース

WORLD OF WORK p10-12
ビジネス英語レッスン

ACADEMIC COURSES p13-21
インターナショナルスクールイヤー（ISY）｜英語試験対策レッ
スン｜ケンブリッジ英語検定試験準備コース：FCE＆CAE;
TOEFL iBT; TOEIC｜アカデミック英語レッスン｜
大学パスウェイサービス

PREMIUM COURSES p22-23
個人レッスンコース｜9日間集中コース｜ミニグループ

EXPERIENCES p24-25
英語でアドベンチャー｜クラブ40プラス｜テニス｜
アーバンハイキング

JUNIOR COURSES p46-60
ジュニアコース｜ファミリープログラム

学校情報
17クラスルーム

学生ラウンジ

１クラス最大人数15名

ランチルーム

対話中心の授業

無料Wi-Fi

認定されている組織/団体

Downtown Toronto

ENGLISH IN CANADA

バンクーバー校
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www.lsi.edu/vancouver
ロケーション
“ハーバーシティ”バンクーバーは世界一美しい街
として広く知られています。雪をかぶった山脈と太
平洋に挟まれたバンクーバーの自然の美しさは驚嘆
に価します。外国からの観光客を魅了して止まない
近代的な街でもあります。学校は、バス、シーバス、
スカイトレインの公共交通機関へのアクセスがとて
も良い場所にあります。

ライフスタイル
手頃な値段で食事ができるレストランでの食事や、
有名なカフェでリラックスするのもバンクーバー滞
在での楽しみです。学校では多彩なアクティビティ
をご用意しています。ビーチでの1日、世界レベル
のプロチームのスポーツ観戦等、ビクトリア、ロッ
キー山脈、ウィスラーへの週末の旅行なども行いま
す。

コース
GENERAL COURSES p8
ジェネラル20｜インテンシブ25｜インテンシブ30｜
アフタヌーン10｜プラスコース

WORLD OF WORK p10-12
ビジネス英語レッスン

“My 5 months at LSI were really worthwhile.
I particularly liked the style of teaching and the
topics that we talked about during class. I will
never forget my friends and my experience at LSI.”
ニューカレドニアからの学生の声 , MAELYS VESIR

ACADEMIC COURSES p13-21
インターナショナルスクールイヤー（ISY）｜英語試験対策レッ
スン｜ケンブリッジ英語検定試験準備コース：FCE＆CAE;
TOEFL iBT; TOEIC｜アカデミック英語レッスン｜
大学パスウェイサービス

PREMIUM COURSES p22-23
個人レッスンコース｜9日間集中コース｜ミニグループ

EXPERIENCES p24-25
英語でアドベンチャー｜クラブ40プラス｜フォレストハイキング｜
ゴルフ｜アイスホッケー

JUNIOR COURSES p46-60
ジュニアコース｜ファミリープログラム

学校情報
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認定されている組織/団体
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12クラスルーム

St

１クラス最大人数15名
街の中心部
対話中心の授業
学生ラウンジ
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無料Wi-Fi
False Creek
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ENGLISH IN NEW ZEALAND

オークランド校

www.lsi.edu/auckland
コース
GENERAL COURSES p8
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｜プラスコース

WORLD OF WORK p10-12
ビジネス英語レッスン｜実務経験コース｜パイロット英語｜看護
師英語｜英語教授法を学ぶレッスン

ACADEMIC COURSES p13-21
インターナショナルスクールイヤー（ISY）｜英語試験対策レッ
スン｜ケンブリッジ英語検定試験準備コース：FCE、CAE、
CPE、BEV Vantage; IELTS;TOEFL iBT; TOEIC｜
アカデミック英語レッスン｜大学パスウェイサービス

PREMIUM COURSES p22-23
個人レッスンコース｜ミニグループ

EXPERIENCES p24-25
英語でアドベンチャー｜クラブ40プラス｜アドレナリンスポー
ツ｜美術、建築、歴史＆文化｜バリスタトレーニング｜ゴルフ｜
アーバンハイキング｜ワインテイスティング

ロケーション
ニュージーランドの玄関口として知られるオークラ
ンドは二つの港を持つ街で、別名“シティ・オブ・
セイルズ”（帆の街）とも呼ばれています。多様な
人種、海を臨む丘からの素晴らしい眺め、青い海に
浮かぶヨットの美しい景色など、オークランドは最
も快適でエキサイティングな街です。学校はカフェ
やレストランもすぐ近くにある街中心にあり、明る
く広々とした教室からは美しいメイヤーズパークを
眺めることができます。交通の便もとても良く、買
い物や食事をする場所も、歩いてすぐにあります。

ライフスタイル
ニュージーランド経済、文化の中心であるオークラ
ンドはショッピングや、マオリ、ポリネシア芸術文
化の展覧会など様々なイベントを楽しめる街です。
サッカー、スカイダイビング、スキー等のスポーツ
やワイナリー訪問、ハイキングなど多彩な課外活動
があります。LSIサッカーチームはオークランド市
内で最強を誇っています。

Sky
Tower

認定されている組織/団体

学校情報
20クラスルーム
１クラス最大人数15名
街の中心部
ランチルーム
ライブラリー
無料Wi-Fi

ENGLISH IN AUSTRALIA

ブリスベン校

www.lsi.edu/brisbane

“This is my second time at LSI Brisbane.
I came back because it is a very good school.
Both the teachers and the support staff are
wonderful people.”
コロンビアからの学生の声 , OLGA LUCIA MORENO RAMOS

ロケーション
雄大な自然、素晴らしい料理、ゆったりと時間を過
ごす生活、多様性に富む文化などのように、オース
トラリアは世界中でも人を惹き付けてやまない魅力
的な国の一つです。ブリスベン川畔にある街、ブリ
スベンは、年間を通して過ごしやすい気候に恵まれ
ています。雄大な自然、素晴らしい料理、ゆったり
と時間を過ごす生活、多様性に富む文化などのよう
に、LSIブリスベン校は街の中心地にある歴史的建
物内にあります。お店やレストランの公共個通機関
までも近くとても便利です。

ライフスタイル
課外活動は全て、オーストラリアでもっとも魅力的
な“陽光の州”を網羅しています。ブリスベンから
一時間以内で、ビーチはじめ、熱帯雨林、野生生物
保護地区など美しいツアーを楽しみ事が出来ます。
学校の近くには、クイーンストリートモールや植物
園を散歩したり、博物館やギャラリーなどでサウス
バンクの文化を体験する事ができます。

コース
GENERAL COURSES p8
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｜プラスコース

WORLD OF WORK p10-12
ビジネス英語レッスン｜実務経験コース

ACADEMIC COURSES p13-21
インターナショナルスクールイヤー（ISY）*｜英語試験対策レッ
スン｜ケンブリッジ英語検定試験準備コース：FCE＆CAE*;
IELTS*; TOEFL iBT; TOEIC｜アカデミック英語レッスン｜
大学パスウェイサービス

PREMIUM COURSES p22-23
個人レッスンコース

EXPERIENCES p24-25
英語でアドベンチャー｜クラブ40プラス｜美術、建築、歴史＆
文化｜バリスタトレーニング｜フード＆ドリンク｜サーフィン
*学生ビザ所得者はこれらのコースをお申込み下さい。

学校情報

認定されている組織/団体

7クラスルーム

対話中心の授業

１クラス最大人数15名

テレビルーム

市内中心部

無料Wi-Fi

Registered Provider: Language Studies
International Australia Pty Ltd.
ABN: 46 050 405 877. CRICOS
Provider Number: 01678A
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FRENCH IN FRANCE

パリ校

www.lsi.edu/paris

ロケーション
パリ、ロマンティックなフランスの首都で、1000
年以上も前から政治経済の中心地です。ノートルダ
ム、サクレクールの華麗な宗教建築からエッフェル
塔の驚くべき近代建築まで、そしてルーブル美術館
とポンピドーセンターの世界的コレクションなど、
パリには数え切れないほどの魅力があります。パリ
市の中心にあり、ポンピドーセンターのすぐ近くに
位置しています。また、ノートルダム大聖堂も近く、
地下鉄にもアクセスが良い場所にあります。

ライフスタイル
「芸術の都」、「花の都」のパリでは様々なアクテ
ィビティを楽しむ事ができます。ベルサイユ宮殿、
フランス各地への旅行も可能です。

コース
GENERAL COURSES p8
ジェネラル20｜インテンシブ30｜アフタヌーン10｜
プラスコース

ACADEMIC COURSES p13-21
インターナショナルスクールイヤー（ISY）、フランス語試験
対策レッスン：DELF；TEF｜Diplômes de la Chambre de
Commerce et d’industrie de Paris (CCIP):Diplômes
de la Chambre de Commerce｜Françaisprofessionnel;
Français professionnel médical;｜Français professionnel secrétariat; Français｜professionnel affaires;
Français professionnel du tourisme et hôtellerie

PREMIUM COURSES p22-23
個人レッスンコース｜9日間集中コース

EXPERIENCES p24-25
フランス語でアドベンチャー｜クッキング｜美術史

学生ラウンジ

１クラス最大人数15名

ランチルーム

街の中心部

無料Wi-Fi
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学校情報

Private Institute of Higher
Education Academy of Paris

Notre Dame
Cathedral

GERMAN IN SWITZERLAND

チューリッヒ校
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www.lsi.edu/zurich

“Besides competent and
enriching lessons, LSI
Zurich organises a great
leisure programme.
The teachers are really
cool and put across how
fresh German can be!”
チェコからの学生の声 , JAN BAJER

ロケーション

コース

チューリッヒには、映画館、オペラハウス、博物館、
美術館など誰もが楽しめるものがあります。又、ス
ポーツ愛好家にとってはハイキング、リバーラフテ
ィング、スキー、スノーボード、マウンテンバイク
等々手近に楽しむことが出来るのも魅力です。
チューリッヒは、ヨーロッパの中心に位置し、スイ
ス最大の都市で、金融、文化の中心です。石畳の通
りに面した家々、教会、ブティック、カフェとまる
で絵画の一部の様に美しい旧市街は近代建築の金融
街とコントラストを成しています。学校は人気の高
いジーフェルト地区に位置し、湖まで5分、街の中
心にも近く、多様で優雅な街チューリッヒを探索す
るのに理想的な場所にあります。

ライフスタイル
素晴らしい景色を堪能できる湖の遊覧船観光や、学
校でのバーベキューパーティー、チーズフォンデュ
ナイト、オペラ鑑賞、スイスへの他の都市やスイス
アルプスへの日帰り旅行、スポーツ観戦などがあり
ます。人気の週末旅行ではアルプスや周辺のオース
トリア、フランス、ドイツ、イタリア旅行へ行くこ
ともできます。

se
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認定されている組織/団体

GENERAL COURSES p8

学校情報

ジェネラル20｜インテンシブ30｜アフタヌーン10｜
プラスコース

9クラスルーム

ACADEMIC COURSES p13-21

１クラス最大人数12名

インターナショナルスクールイヤー（ISY）、フランス語試験対
策レッスン：Goethe-ZertifitakB1(ZD)＆B2(GZ)

対話中心の授業

PREMIUM COURSES p22-23

学生ラウンジ

個人レッスンコース｜9日間集中コース

EXPERIENCES p24-25
ドイツ語でアドベンチャー｜クラブ４０+｜
トレイルファインディング

テレビルーム
無料Wi-Fi
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SPANISH IN SPAIN

LSI スペイン

LSI 提携校：Enforex（エンフォレックス）

LSI提携校Enforexはスペイン国内に語学学校を展開しており、マドリード、マルベージャ、サラマンカ、バルセロ
ナ、グラナダ、セビリア、バレンシアに学校があります。１都市でじっくり勉強しても、複数の都市に渡ってスペイン
語を学ぶ事も出来ます。
サラマンカ
サラマンカは2002年にベルギーのブルージュと
共にヨーロッパカルチャー都市に選出されました。
1215年創立のサラマンカ大学は世界で2番目に歴
史の古い大学です。市人口の30％が学生で構成さ
れているため、独特の雰囲気をかもし出しています。
小規模な都市ではありますが、温かくフレンドリー
な雰囲気が心地よいでしょう。サラマンカは一度は
訪れたい街です。
サラマンカ校
Enforexサラマンカ校は有名なマヨール広場に近く、
サラマンカ市の最も賑やかな地区に位置しています。

バルセロナ

マドリード
1562年からスペインの首都であるマドリードは
ラティナ地区に代表される旧市街やマラサーニャ地
区と近代的建物物が新旧のコントラストをなしてい
ます。展覧会、サッカーの試合、コンサート、オペ
ラ、サルスエラ、演劇、映画、闘牛など一年を通し
て色々なイベントを楽しめます。文化の多様性を楽
しめるのがマドリードの魅力です。
マドリード校
Enforexマドリード校は通学に便利な学生街の近く
にあります。リフォーム済みの美しい校舎には40
の教室があり、オーディオビジュアル機器が揃い、
エアコンが完備されています。ラウンジ、インター
ネットルーム、自習室、図書室、ビデオルームなど
の設備があります。

マルベージャ
マルベージャは青い海が広がる美しい海岸コスタ・
デル・ソル（太陽海岸）で有名です。ヨーロッパ中
で有名なゴルフコースでは、昼夜を問わずゴルフを
楽しんでいただくことが可能です。他にも、世界的
に有名なヨットハーバー、美しい景観、高級リゾー
トホテル、ショッピングセンターなどもあり、飽く
事のない生活を楽しめる街です。年間平均気温は
24度、雨も少なく、一年を通じて晴れる日が多い
のも特徴です。
マルベージャ校
Enforexマルベージャ校は海岸から徒歩5分、中心
街の近代的なグラナダビルの中にあります。

バルセロナは地中海沿いのコスモポリタンシティで
す。バルセロナを訪れる全ての人が有名なガウディ
の建築に興味をひかれることでしょう。ガウディの
建物にはおとぎの国の様な、“グエル公園”、中心
街にある集合住宅“ラ・ベドレラ”、“サグラダ・
ファミリア”などがあります。スペインの中でもバ
ルセロナは人気の観光都市として有名です。街に隣
接している白いビーチ、芸術、食事、ショッピング
など何をとっても魅力的な街です。
バルセロナ校
Enforexバルセロナ校はバルセロナ大学、スペイン
広場、カタルーニャ広場の近くにあります。徒歩
10分以内に地下鉄の駅が2駅あり、バスもたくさん
の路線が学校付近を走っています。
校舎は近代的な3階建てビルで、教室数55と大規模
です。校内には3つのテラスがあり、休憩時間は大
勢の学生で賑わいます。

SPANISH IN SPAIN

グラナダ

バレンシア

神秘的な美しさをたたえるアルハンブラ宮殿、アル
バイシン地区の白い家並み、ジプシーの住居がある
サクロモンテの丘など、グラナダの街々はいずれも
わくわくする様な歴史的要素をもっています。グラ
ナダ滞在中はタパス（おつまみ）を食べながら、バ
ール、クラブ、多彩なお祭りなど、スペイン語を練
習するのにまたとない機会に巡り会われることでし
ょう。

バレンシアは地中海海岸に位置しており、美しいビ
ーチ、楽しいナイトライフ、豊富なイベントが楽し
めます。また、バレンシアオレンジとパエリアの生
まれ故郷としても知られています。バレンシアは歴
史的にも有名な街であると同時に、静かな街として
の面も備えており、今も観光地としては開発されす
ぎていない魅力があります。バレンシアには現代美
術と近代科学センターがあるため最近はスペインの
中で、観光地として脚光を浴び始めています。

グラナダ校
Enforexグラナダ校は町の中心にある5階建てのビ
ルです。コンピュータルーム、テレビ、ビデオ、テ
ーブルゲームを備えたレクリエーションルームがあ
ります。

セビリア
“スペイン”を代表する雰囲気―白亜の家々、オレ
ンジの香り、フラメンコのリズムを刻む靴の音とギ
ターの音色、ポルカを踊る女性の鮮やかな衣装―を
知りたいのであれば、セビリアが最も適していると
言えます。色鮮やかな料理、バラエティ豊富な気軽
なおつまみ、魅惑的なナイトライフ。最も正統派の
フラメンコを楽しみたい人は、アンダルシアの美し
い街、セビリアがお勧めです。
セビリア校
Enforexセビリア校は旧市街のアレナル地区にあり
ます。周辺には闘牛場、大聖堂、黄金の塔など、セ
ビリアの見所がたくさんあります。この辺りの通り
には、16世紀から17世紀にかけて世界一の港町と
して栄えた当時の面影が今も残っています。バール、
レストランがたくさんあり、食事をしながら地元の
人々とスペイン語を話すチャンスもあるかも知れま
せん。校舎は4階建ての美しいビルです。広々とし
た教室14室、コンピュータールーム、図書室、会
議室、中庭、学生ラウンジがあります。

バレンシア校
Enforexバレンシア校は、大学エリアの地中海式建
物の中にあり、近代的な設備を備えています。海岸
と街の中心どちらへもバスで簡単にアクセスできま
す。建物玄関前には広い庭があり、エアコンを備え
た校内に、教室が24室、インターネットが利用で
きるコンピュータルーム、広い学生ラウンジがあり
ます。
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コース
GENERAL COURSES p8
インテンシブ20｜インテンシブ30*｜アフタヌーン10｜プラ
スコース

ACADEMIC COURSES p13-21
DELE試験準備コース

PREMIUM COURSES p22-23
個人レッスンコース

LESURE ACTIVITIES WITH OPTIONAL SPANISH COURSE
フラメンコ/サルサレッスン｜週8フラメンコレッスン
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SPANISH IN COSTA RICA

コスタリカ校

LSI 提携校：Academia Tica（アカデミア・ティカ）

ロケーション
緑豊かで明るい太陽の町コロナドはコスタリカの首都サンホセから北東に10キロの位置にあり、ブラウリ
オ・カリージョ国立公園の縁にあります。サンホセの文化的アトラクションを網羅する場所にありながらも
壮大な大自然に囲まれています。
LSIの提携校、アカデミア・ティカは1986年に設
立されたコスタリカの中でも最も歴史の古い語学学
校です。図書室、インターネットが利用可能なコン
ピュータ、カフェテリアなどの施設があります。

ライフスタイル
山の麓に位置するコロナドの町は中央渓谷の素晴ら
しい眺めを呈し、町の中心には美しいゴシック様式
の教会があります。コスタリカではエキゾチックで
めずらしい種類の鳥類からコンゴ猿に至まで地域の
生態系も見所です。毎週、料理教室、ダンス教室が
行われ、熱帯雨林やビーチへのツアーは車で２時間
ほど行けます。

コース
GENERAL COURSES p8
週20グループレッスン｜インテンシブプラス｜週20グループレ
ッスン+週５個人レッスン｜スーパーインテンシブプラス｜週20
グループレッスン+週10個人レッスン｜個人レッスン

ACADEMIC COURSES p13-21
DELE試験準備コース

PREMIUM COURSES p22-23
個週10ミニグループレッスン｜週20グループレッスン+週10
ミニグループレッスン｜週30グループレッスン

OTHER
特定目的のためのスペイン語

FRENCH IN FRANCE, SWITZERLAND / GERMAN IN GERMANY

ALPADIAランゲージスクール/フランス、スイス、
ドイツ
LSI 提携校：LPADIA LANGUAGE SCHOOLS

ALPADIAランゲージスクールはフランス、スイス、ドイツに学校を持つLSIの提携校です。世界中から学
生が参加し、様々な国の学生と共にフランス語、ドイツ語を学ぶことが出来ます。学校はWiFi対応校です。

モントルー/スイス

フランス語

モントルーは“スイスのリヴィエラ”と呼ばれるレ
マン湖の湖畔にあります。アルプスの山々と葡萄畑
に囲まれ、優雅なホテルが建つエレガントな雰囲気
を持つ美しい街です。シアン城や湖の美しい風景は
多くの芸術家、音楽家に愛され、毎年夏にはジャ
ズ・フェスティバルも開催されます。

リヨン/フランス

で、ミュージアム、美術館、劇場の数は150以上で
す。そこに住む人も、打ち解けやすく、日々の生活
を満喫しようとする人ばかりで、他の街では出来な
い事を体験できる街です。コースの詳細については、
以下の対象ページをご覧ください。料金や開講日な
どは料金表に記載されております。

フライブルグ/ドイツ

ドイツ語

フライブルグ大学で有名な街で海外からの留学生も
多く滞在しています。人口は23万人程度と大きい
都市ではありませんが、非常に過ごしやすく、治安
も良い街です。

フランス語

リヨンは紀元前43年に古代ガリアの首都として成
り立った、歴史ある街です。パリ、マルセイユ、ジ
ュネーブから電車で2時間ほどの距離にあり、フ
ランスで２番目に大きな街ですが、町並みは美し
コース
く、ショッピングから食事まで、文化と歴史に彩ら
GENERAL COURSES p8
れた街並みと共に楽しむことが出来ます。旧市街は
1998年にユネスコの世界遺産に登録されています。 ジェネラル20｜インテンシブ25｜プレミアム30*

ベルリン/ドイツ

PREMIUM COURSES p22-23

ドイツ語

ドイツの首都にして、その象徴である街ベルリン。
建造物や建築でも有名で、数えきれないほどの公
園、森、湖にガラス張りの高層ビルが歴史的な建物
と共に立ち並んでいます。東西の文化が融合した街

Berlin

Germany
Freiburg

France

Lyon

Montreux

Switzerland

個人レッスンコース
* インテンシブ25に5レッスン追加され、この5レッスンでは、最大1クラス
7名の少人数クラスで、ライティングレッスンを行う。
* ベルリン校では、インテンシブ25、プレミアム30の会話レッスン、ライ
ティングレッスンの代わりに、ビジネスドイツ語レッスン、ベルリン文化
レッスンを選択する事も可能。
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