2016年

長期語学留学
しっかりした英語力を身に付けるには長期語学留学が一番の近
道です。大学や専門学校へ進みたい方には入学への第一歩にな
ります。
知らない国の人々や文化に触れることができる長期語学留学は
人生の中でも貴重な経験となります。だからこそ渡航先や学校選
びは重要。目的が実現できる場所か、勉強したい授業があるの
かなど、しっかりと見極めることが大切です。インターサポートは
将来につながる留学プランをご提案いたします。
※インターサポートが数ある留学先の中から厳選した学校をご紹介します。
掲載以外の学校もございますのでお気軽にご相談ください。

学校選びのポイント
大学付属の英語コース

私立語学学校

・大学が運営する英語コース。
・大学のスケジュールに合わせて入学日、受講期間が決められ
ている。
・都市部から離れている場合が多い。
・学校主催のアクティビティが少ないので、勉強に集中した生活
を送りたい方にお薦め。
・ほとんどの学校が大学の敷地内にあり、図書室やカフェ、ジム
などの大学施設を利用できるのも大きな魅力。大学進学希望で
はない留学生でも、憧れの名門大学でキャンパスライフを味わう
ことができる。
・一般英語の他に大学進学準備コースが設置されている場合が
多く、進学を目指す志の高い留学生と一緒に学べる。
・上級レベルになると大学の講義を聴講できる学校もある。

・留学の目的に合ったコースや種類が豊富で自由に選べる。
・開講日は毎週月曜日の学校が多く、1年を通して入学できる。
・都市部にあることが多く、観光や買い物するにも便利。
・学校主催のアクティビティが豊富な学校が多いので、クラスメイ
ト以外との交流が広がる。
・設備やサービスは学校によって様々。独自の校舎を持つ学校
や大都市の中心地にあるオフィスビルに入っている学校のほか
に、大学の敷地内で開講している学校もあり、その場合は大学
の施設を利用できる。
・規模が小さい学校の場合、アットホームな雰囲気の中で先生と
のコミュニケーションが取りやすく、学生一人ひとりに対するケア
も万全なので、英語初心者でも安心して滞在できる。

コース選びのポイント
大学進学準備

一般英語

基本4スキル（リーディング、ライティング、リスニング、スピーキ 大学進学に必要な英語力を身につけるためのコース。ライティン
ング）を中心に学ぶコース。英語力によってクラス分けされるの グやボキャブラリーなどの基本スキルの他に、レポートの書き方
やノートの取り方など、大学に進学してから必要となるスキルも
で、自分に合ったレベルでレッスンが受けられる。
合わせて学ぶ。

英語試験対策

ビジネス英語

ビジネスの場で必要となる英語のスキルを身につけるコース。ビ TOEIC、TOEFL、IELTS、ケンブリッジ英検の試験で目標のスコ
ジネスシーンで役に立つメールの書き方や会議での効果的な発 アをとるための試験対策コース。試験に向けた勉強を短期間で
言方法などどんな仕事にも生かせる様なノウハウを学ぶ。
集中的に行う。大学進学だけではなく、就職でも英語試験のスコ
アを必要とされるケースが増えている。

インターサポートが選ばれている理由
キャリアアップサポート

パーソナルケア

成功する留学は、帰国後も大切。貴重な体験を次のス
テップへ。キャリアカウンセラーが帰国後もしっかりカウ
ンセリングします。

カウンセリングに絶対の自信を持っているインターサ
ポートでは、留学の目標を明確にし、あなただけの留
学のプランをご提案します。

リーズナブルな料金

安心の２４時間サポート

インターサポートは語学留学手続き代行料が無料。
学校からの請求金額をそのままご案内。もちろん為替
レートの上乗せもありません。

出発前も出発後も、困ったときにいつでもサポート。
緊急相談はインターサポートのスタッフが24時間受け
付けています。
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アメリカ
4年制公立大学

カリフォルニア州リバーサイド

4年制公立大学

University of California, Riverside

カリフォルニア州ロングビーチ
California State University Long Beach

カリフォルニア大学リバーサイド校

カリフォルニア州立大学ロングビーチ校

名門大学で英語だけでなく学部聴講も可能！

理想的なロケーションでキャンパスライフ！

郊外

大学聴講

郊外

大学進学

日本人
スタッフ

大学聴講

大学進学

人口約25万人のリバーサイドはロサンゼルスから車で東へ1時間ほど内陸に向
かったところにあり、郊外ならではの静かな環境で勉強ができる。周辺には西海
岸の典型的なカントリーサイドの風景が広がる。学校の近くには映画館やカフェ
などもある。クラスでの授業のほかに個人指導、ランゲージラボに参加すること
も可能。総合的な語学力の習得を目的としているため、アメリカの文化や歴史も
カリキュラムに組み込まれている。上位レベルに在籍する学生は、その後大学
の授業を聴講することが可能。

ロサンゼルスから南へ車で30分ほどのところにある町。年中温暖な気候で治安
もよく、勉強するにはお薦めの地域。広大なキャンパス内にあり、図書館やカ
フェテリアなど大学施設を利用できる。ベテランの先生による小規模なクラスで
は、大学進学に備えたアカデミックな内容の授業が行われる。ホームステイのほ
かにキャンパス内にある寮も人気。上位レベルに在籍する学生は、大学の授業
を履修することができ、アメリカの大学生活を経験できる。

その他のコース 大学進学準備、ビジネス英語

その他のコース 大学進学準備、MBA準備

コース開始：1月、4月、9月
レッスン時間：週24時間
授業料：10週間 $3,700、20週間 $7,400、30週間 $10,200
ホームステイ：$800/4週
寮：$800～/4週

コース開始：1月、5月、8月
レッスン時間：週23時間
授業料：1セメスター(13～16週間) $5,200
ホームステイ：$800/4週

4年制公立大学

2年制公立大学

カリフォルニア州アーバイン
University of California, Irvine

ハワイ州パールシティ
Leeward Community College

カリフォルニア大学アーバイン校

リーワード コミュニティ カレッジ

治安と気候のよい環境で落ち着いて勉強！

ハワイ大学への編入率も高く環境もよい！

郊外

郊外

大学進学

大学進学

リーズ
ナブル

人口約17万人のアーバインは安全な街として知られており、安心して学業に打
ち込めると人気。近くにはディズニーランドやサーファーに有名なビーチなどが
あり、世界各国から数多くの留学生が学びにやってくる。大学進学希望者は進
路のアドバイスを受けることができる。クラスでの授業のほかに文化活動や名所
への訪問なども取り入れ、楽しみながらもしっかり学べる環境が整えられてい
る。学生証が発行され、大学施設を現地学生同様に利用することができる。

ワイキキから車で40分。パールハーバーを一望でき、自然が多い環境のよい場
所。学校にはハワイ島でしか見ることのできない植物も多く生育している。ハワ
イでは珍しく日本人学生が少ないのも魅力。英語コースではアカデミックな環境
でリーディング、ライティング、リスニング、文法、発音などの基礎の勉強に加え
て、アメリカ文化を学ぶ授業もある。1クラスあたりの学生数も少なくアットホーム
な環境。英語コースの最上級レベルを修了するとカレッジに進学することができ
る。カレッジを卒業するとハワイ大学への編入が可能。

その他のコース 大学進学準備、ビジネス英語、英会話＆アメリカ文
化、インターンシップ

その他のコース 大学進学準備

コース開始：1月、4月、6月、10月
レッスン時間：週21時間
授業料：10週間 $4,000、20週間 $8,000、30週間 $12,000
ホームステイ：$1,000/4週
寮：$3,250/10週

コース開始：1月、3月、6月、8月、10月
レッスン時間：週18時間
授業料：8週間$1,850、24週間$5,550、32週間$7,400
ホームステイ：$800/4週

私立語学学校

私立語学学校

ニューヨーク、他3校(※)
Language Studies International(LSI)
ランゲージ スタディズ インターナショナル
国際色豊かなアットホーム校！
都市＆
郊外

ニューヨーク、他8校(※)
EC

EC
使える英語を習得して、確実に英語力アップ
都市＆
郊外

大学進学

大学進学

それぞれのキャンパスは街の中心にあり、魅力的な名所や観光スポットなどへ
行くにも便利。ヨーロッパからの留学生が多く、国際色豊か。一般英語からビジ
ネス英語まで様々なコースが用意されている。費用が割安になる24週間以上の
インターナショナルスクールイヤーを受講すると、試験準備などの午後の選択
レッスンが受けられる。大学進学を目指す学生は進学のアドバイスや入学申請
書類作成に必要なサポートを受けることができる。
※他3校 バークレー、サンディエゴ、ボストン

アメリカには9つのキャンパスを持つ人気の語学学校。どのキャンパスも最新の
スタイリッシュな設備が整っている。
6ヶ月以上以上の場合、個人チューターからの定期的なアドバイスが受けられる
ので、効率的に英語力を向上することができる。
アメリカ国内だけでなく他の国のキャンパスへも転校ができるので、いろいろな
都市に滞在したい方にお薦め。
※他8校 サンフランシスコ、ロサンゼルス、ボストン、マイアミなど

その他のコース ビジネス英語、TOEFL対策、ケンブリッジ英検対策、
英語教授法

その他のコース 大学進学英語、ビジネス英語、TOEFL対策、IELTS対
策、ケンブリッジ英検対策

コース開始：毎週月曜日
長期割引あり
レッスン時間：週30レッスン(1レッスン50分)
授業料：12週間 $4,800～、24週間 $8,040～、30週間 $10,050～
ホームステイ：$240～/週
寮：$365～/週(二人部屋)

コース開始：毎週月曜日
長期割引あり
レッスン時間：週30レッスン(1レッスン45分)
授業料：12週間$4,980～、24週間$9,000～、32週間$12,000～
ホームステイ$340～/週
寮：$370～/週(二人部屋)
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アメリカ
私立語学学校

私立語学学校

ボストン、他2校
English Language Center(ELC)

ハワイ州ホノルル
Gloval Village Hawaii

イングリッシュ ランゲージ センター

グローバル ビレッジ ハワイ校

アットホームな環境ならこの学校！

ハワイを満喫しながら英語を習得！

都市

大学進学

都市

大学進学

日本人
スタッフ

ボストンの他に、西海岸のロサンゼルスとサンタバーバラにキャンパスがあり、
どのキャンパスも街の中心の便利な場所にある。いずれも日本人の割合が5%
以下と少なく、ヨーロッパや南米の学生が多い。規模の小さい学校なので、アット
ホームな環境で勉強したい方にお薦め。
一般英語と組み合わせて、英語試験対策コースやTESOL(英語教師養成)コース
を受講することができる。提携大学への進学プログラムもある。

学校はワイキキの中心にあり、温暖な気候、美しい景観と比較的安全で便利な
街中の生活が満喫できる。ヨットハーバーやビーチの美しいパノラマが楽しめる
と同時に、バス停、レストラン、スーパーマーケット、銀行などが近い。世界中か
ら集まる多くの学生とともに、楽しみながら英語力の向上を目指すことができる。
レッスンでは、単なる言語の理解に終わらず、個人的な会話の中で使いこなすこ
とを目標とした指導をしており、一般英語からビジネス、ツーリズムなど様々な
コースが用意されている。提携大学への進学プログラムもある。

その他のコース ビジネス英語、TOEFL対策、IELTS対策、ケンブリッジ
英検対策、TESOLなど

その他のコース ビジネス英語、ツーリズム英語、IELTS対策、ケンブ
リッジ英検対策

コース開始：毎週月曜日
長期割引あり
レッスン時間：週24レッスン(1レッスン50分)
授業料：12週間 $3,900、24週間 $7,080、36週間 $10,620
ホームステイ：$295/週 アパート：手配可

コース開始：毎週月曜日
長期割引あり
レッスン時間：週25レッスン(1レッスン50分)
授業料：12週間 $4,620、24週間 $7,245、36週間 $10,260
ホームステイ：$230～/週
寮：$200～/週(二人部屋)

私立語学学校

ニューヨーク、他20校(※)
Kaplan International English

ニューヨーク州エンパイアステートビル校
ニューヨークにある3つのキャンパスのうち一番人気は世界的に有名な
エンパイアステートビルの63階にあるキャンパス。教室や学生専用ラウ
ンジからニューヨークの街並みや遠くマサチューセッツ州まで見渡すこ
とができる。勉強もプライベートな時間も充実させられるのが魅力。

カプラン インターナショナル イングリッシュ
目的に合わせて選べるキャンパス！
都市＆
郊外

大学進学

カプランインターナショナルイングリッシュはイギリス、オーストラリア、カナダなど
に40校以上のキャンパスを持つ歴史ある学校。アメリカ全土には20校あり、便利
な場所にある「都市型」、大学の中にある「オンキャンパス型」、落ち着いた小さ
な街にある「郊外型」の3種類からロケーションが選べる。様々な国の学生が集
まり、年間を通して活気があり、真剣に英語の学習ができる環境が整っている。
公式英語試験のスコアなしで受入れ可能な提携大学が数多くあり、大学進学を
目指す方にお薦め。

ワシントン州ハイラインカレッジ校
キャンパスのあるデモインはシアトル市街から車で30分ほどの小さな
街。周囲の山や海を見渡すことができる小高い丘の上に位置し、緑豊
かな街として有名。大学周辺にはレストランやショップもあり、キャンパ
ス内には図書館、医療施設、フィットネスセンターなどがある。

その他のコース 大学進学準備、TOEFL対策、GMAT対策、ケンブリッ
ジ対策

カリフォルニア州サンタバーバラシティカレッジ校
サンタバーバラは海に面した美しいリゾート地。年間を通して温暖な気
候で、人々はフレンドリー。美しい山並、ヤシの木立が続く美しいビーチ
のすぐそばにあるキャンパスの中には、フィットネスセンター、コン
ピュータ設備、図書館などの設備が充実しており、カレッジの学生と同
じ施設を利用できる。

コース開始：毎週月曜日
長期割引あり
レッスン時間：週20.25時間
授業料：20週間 $7,090、24週間 $8,505、32週間 $10,630
ホームステイ$240～/週
寮：$290～/週（二人部屋）

私立語学学校

※他20校 サンフランシスコ、ロサンゼルス、シカゴ、ボストン(3校)など

ロサンゼルス、他5校
FLS International
カリフォルニア州グレンドーラ シトラス カレッジ校
シトラス カレッジはカリフォルニアの中で5番目に古く歴史あるカレッジ。
キャンパスはロサンゼルスから車で30分ほど。アクセスだけでなく、治
安もよいので人気が高い。

FLS インターナショナル
オンキャンパスで充実した留学生活！
都市＆
郊外

日本人
スタッフ

大学進学

カリフォルニア州ミッションビエホ サドルバック カレッジ校
学校のあるオレンジカウンティは全米で一番治安の良い都市です。小
さな街でリラックスしながら勉強できる。有名大学への進学率も高い。

ほとんどのキャンパスが大学内にあるため、アメリカの大学の雰囲気を味わい
ながら留学生活を送ることができる。図書館やカフェテリア、コンピュータルーム
などの大学施設も利用可能。フレンドリーな教師陣は知識や経験が豊富で、授
業の質の高さには定評がある。毎週変わる勉強テーマに沿った単語やイディオ
ムを校舎内外で効果的に習得する “English Everywhere”など、独自のプログラ
ムも多い。提携大学が多く、専門スタッフによる進学サポートを受けられるため、
大学進学を目指す人には心強い。

その他のコース 大学進学準備、ビジネス英語、TOEFL対策、GMAT・
GRE・SAT対策、TOEIC対策

ペンシルベニア州ロックヘブン ロックヘブン大学校
ロックヘブンは自然に囲まれたのんびりとした田舎町で、フィラデルフィ
アまで車で2時間ほど。伝統的なアメリカのカレッジタウンで学生生活を
送ることができる。

コース開始：毎週月曜日
長期割引あり
レッスン時間：週24レッスン(1レッスン50分)
授業料：12週間 $5,040～、24週間 $8,760～、32週間 $11,680
ホームステイ$325～/週
寮：$375～/週(二人部屋)

マサチューセッツ州ボストン ボストン コモンズ校
ボストンはハーバードやMITなど有名大学が多く、各国の優秀な学生が
集まる学園都市。キャンパスはボストン中心部にあり、しっかり勉強した
い方にお薦め。
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カナダ
4年制公立大学

バンクーバー

4年制公立大学

University of British Columbia

ビクトリア
University of Victoria

ブリティッシュコロンビア大学

ビクトリア大学

名門大学でキャンパスライフを楽しむ！

自然豊かな環境で落ち着いて勉強！

都市

大学進学

郊外

大学進学

世界一住みやすい街と言われるバンクーバーにある名門大学。北米最大級の
広大な敷地内には図書館や研究施設などをはじめ、ゴルフ場や博物館、植物園
などもあり観光客もよく訪れる。構内を市営バスが通っているので移動にも便
利。留学生のためのサポートセンターがあり、勉強面の悩みや様々な問題につ
いて相談に乗ってくれるので安心。英語オンリーの規則が守られているので、英
語習得の環境としては最適。最上級レベルで修了すると大学の入学が認められ
る。

バンクーバーアイランドの最南端に位置しているビクトリアは観光地として有名。
近代的で広大なキャンパスはビクトリアの中心街からバスで約15分。海岸に近
く、美しい自然公園のような場所にある。留学生が英語を上達するのに快適な
環境が整えられており、英語センターでは大学のアカデミックサポートや学生向
けサービスを受けられる。放課後に無料の発音矯正クラスや、ボランティアによ
る会話クラブがあるので、ネイティブの発音に近づきたい方にお薦め。最上級レ
ベルを修了すると、大学に条件付き入学が認められる。

その他のコース 大学進学準備、ビジネス英語、IELTS対策、インターン
シップ

その他のコース 大学進学準備、ビジネス英語、TOEIC対策、IELTS対
策、インターンシップ、ランゲージ＆カルチャー

コース開始：1月、2月、5月、6月、9月、10月
レッスン時間：週28時間
授業料：8週間 $3,463、16週間 $6,296、24週間 $9,759、32週間 $13,219
ホームステイ：$224/週
寮：$224/週（夏期のみ）

コース開始：1月、4月、7月、9月
レッスン時間：週30時間
授業料：12週間 $3,700、24週間 $7,400、32週間 $11,100
ホームステイ：$800/4週 寮：手配可

4年制公立大学

4年制公立大学

ナナイモ
Vancouver Island University

レジャイナ
University of Regina

バンクーバーアイランド大学

レジャイナ大学

アットホームな街でしっかり勉強！

リーズナブルな授業料が魅力！

郊外

郊外

大学進学

日本人
スタッフ

リーズ
ナブル

ナナイモは人口約8万人のこじんまりとした街で、ビクトリアからバスで約2時間、
バンクーバーからは飛行機で20分の場所にあります。
一般英語コースは「English Communication Program」という名称で呼ばれている
ことからわかるように、コミュニケーション能力を高めるためにディベートやス
ピーキングに力を入れています。
大学進学準備コースの最上級レベルを修了すると、大学に条件付き入学が認
められる。

人口約20万人のレジャイナはカナダ中西部サスカチュワン州の州都。豊かな大
自然に囲まれて、じっくり勉強したい方にお薦め。図書館やスポーツ施設、郵便
局やブックストア、カフェテリアなどは屋内の廊下でつながっているため、寒い冬
でも過ごしやすい。小規模な大学ならではのきめ細かいケアや厳選されたホー
ムステイは、安心して留学生活が送れると人気が高い。学費や生活費がカナダ
国内の同規模の市と比べて最も安いのも留学生にとっては魅力。授業に含まれ
る校外学習では、乗馬やスキーなど季節に合わせたアクティビティが楽しめる。

その他のコース 大学進学準備

その他のコース -

コース開始：1月、2月、4月、6月、8月、10月
レッスン時間：週20時間
授業料：14週間 $4,900、28週間 $9,800
ホームステイ：$780/4週

コース開始：1月、5月、9月
レッスン時間：週21時間
授業料：13週間 $3,950、26週間 $7,900、39週間 $11,850
ホームステイ：$189/週

私立語学学校

バンクーバー、トロント、モントリオール
ILSC Education Group

ILSC エデュケーション グループ
豊富な選択授業とインターンシップが人気！
都市＆

日本人

大学進学

リーズ
ナブル

●ビジネスサーティフィケイト(8週間)
ビジネススキルをより深めるためのコース。マネージメント、マーケティ
ング、インターナショナルビジネス、ホスピタリティなど6コース用意され
ている。大学進学を考えている方にもお薦め。

バンクーバー中心街に4つのキャンパスを持ち、多数のコンピュータ室を完備す
るなど勉強環境が整っている。100以上の選択科目の中からセッション毎に自分
に合うコースを受講する。授業はグループワークやロールプレイなど、生徒主体
の内容となっている。一般教養や演劇などの個性的なクラスは飽きることなく英
語を学べる。インターンシップは受入先が豊富にあり、カナダでのビジネス経験
が積めると人気が高い。平日や休日のアクティビティも充実し、生徒の国籍バラ
ンスが良く日本人に偏らないのも魅力。

●児童英語教師養成(4週間、8週間)
効果的な教育方法論、第二言語習得のためのアクティビティやゲーム
などを学び、地元のチャイルドケアセンターなどで教育実習を行う。

その他のコース ビジネス英語、TOEIC対策、TOEFL対策、IELTS対
策、ケンブリッジ英検対策、TESOL、児童英語教師養成、インターンシッ
プなど

●インターンシップ(無給)
就職や転職には実務経験が大切になる。ILSCのインターンシップコー
スは、担当者から履歴書等のアドバイスや面接練習だけでなく、イン
ターンシップ中もケアが受けられるため安心。受入先は豊富で、マーケ
ティング、事務、人事関係など様々な業務に携われる。

コース開始：4週間毎
長期割引あり
レッスン時間：週21時間
授業料：12週間 $3,840、24週間 $7,320、32週間 $9,760
ホームステイ：$840/4週
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カナダ
私立語学学校

バンクーバー

私立語学学校

Vancouver International College(VIC)

バンクーバー
Vancouver English Centre(VEC)

バンクーバー インターナショナル カレッジ

バンクーバー イングリッシュ センター

安心なサポート、発音矯正ならここ！

大規模校ならではの細かいレベル分け！

都市

日本人
スタッフ

都市

日本人
スタッフ

リーズ
ナブル

キャンパスはダウンタウンの中心にあり、スカイトレインとシーバスの駅から各徒
歩3分ととても便利。選択授業制なので自分に合った授業が受けられる。特に口
の動きを細かくチェックする発音矯正クラスは人気が高い。他にも間違いを直す
専門クラスや表現やイディオムなどを学ぶクラス、TOEFLのスピーキング対策ク
ラスなど他では見られないユニークな科目がある。選択クラスは週単位でを変
更可能。
常駐の日本人スタッフが卒業後の進路についても相談に応じており、安心のサ
ポート体制が取られている。

自然とビル群が素晴らしく調和した街バンクーバーのダウンタウンにある学校。
15レベルと細かくレベル分けされており、文法と会話のレベルはそれぞれ別々
に設定されるので、自分のレベルに合った授業を受講できる点が大きな魅力。
会話だけでなく英文法も効果的に学べるカリキュラムになっている。
日本人スタッフが常駐しているので初級レベルの方にも安心。英語のテストを受
けなくても大学に入学できる提携大学への進学のサポートも行っており、大学の
担当者から入学までのアドバイスがもらえる。

その他のコース ビジネス英語、インターンシップ、ツーリズム、ホスピタ
リティなど

その他のコース TOEIC対策、TOEFL対策、IELTS対策、TESOL、イン
ターンシップ、おけいこ(スキー・スノーボード) など

コース開始：毎週月曜日
長期割引あり
レッスン時間：週25時間
授業料：12週間 $3,780、24週間 $7,200、32週間 $9,600
ホームステイ：$830/4週

コース開始：毎週月曜日
長期割引あり
レッスン時間：週26時間
授業料：12週間 $3,960、24週間 $7,440、32週間 $9,920
ホームステイ：$868/4週

私立語学学校

私立語学学校

バンクーバー、トロント、他2校(※)
Gloval Village
グローバル ビレッジ
毎月の個人面談と熱心な教師によるサポート！
都市＆
郊外

大学進学

ビクトリア
inlingua Victoria College of Languages

インリングア ビクトリア
少人数制クラスとアットホームな環境が魅力！

リーズ
ナブル

都市

日本人
スタッフ

リーズ
ナブル

カナダに4キャンパスを持つ学校で、ベテランの先生が多く、充実したレッスンが
受けられる。発音、リスニング、ライティングなどにフォーカスしたクラスが選択で
きる。国際的に認められているケンブリッジESOL、IELTS試験準備対策に力を
入れ、キャンパスが公式試験会場に指定されている。
地元カナディアンと交流できるボランティアプログラムやスポーツプログラム、ト
ロントキャンパスには、有給・無給インターンシッププログラムもある。
国際色豊かなクラスメイトと一緒にしっかり勉強したい方にお薦め。
※他2校 ビクトリア、カルガリー

ビクトリアはブリティッシュ・コロンビア州の州都であり、その美しさから「ガーデン
シティ」と呼ばれている。年間を通してカナダで最も穏やかな気候で過ごしやす
いため、留学に最適。学校はビクトリアの中心に位置し、カフェやレストランン、
ショッピングモールに囲まれた最高のロケーション。校舎は新しくモダンな雰囲
気で、最新の設備を完備。
少人数制を徹底しているので、一人ひとりの学生が授業の中で話すチャンスが
多い。スピーキング力の向上を目指している方にお薦め。

その他のコース 大学進学準備、ビジネス英語、TESOL、ケンブリッジ
ESOL・IELTS試験準備対策など

その他のコース 大学進学準備、ビジネス英語、IELTS試験対策コース
など

コース開始：4週間毎
長期割引あり
レッスン時間：週25レッスン（1レッスン50分）
授業料：12週間 $4,620、24週間 $9,240、32週間 $12,320
ホームステイ：$190～/週 学生アパート、ホテル：手配可

コース開始：毎週月曜日
長期割引あり
レッスン時間：週30レッスン（1レッスン45分）
授業料：12週間 $4,320、24週間 $8,160、32週間 $10,880
ホームステイ：$200/週

私立語学学校

私立語学学校

バンクーバー、トロント
Kaplan International
カプラン インターナショナル
最新設備の校内や質の高い授業に定評あり！
都市

トロント
Western Town College Toronto

ウェスタン タウン カレッジ トロント
スピーキング集中プログラムが人気！

大学進学

都市

日本人
スタッフ

歴史あるKaplan International Englishのカナダキャンパス。学生は世界各国から
集まり、比較的日本人留学生が少なく国際色豊か。真剣に学びたい人が集まる
ため年齢層も高めで、落ち着いた環境で学ぶことができる。
カリキュラムや講師の質が非常に高く、英語力向上のための環境が整ってい
る。講師は全員が英語教授法の資格を保持しているだけでなく、専門的な訓練
を受け経験豊富。学生アパートはダウンタウンにあり、個室バスルームやキッチ
ンが完備されており人気がある。

トロントはカナダ最大の都市で、ビジネスやエンターテイメントの中心。様々な国
からの移民が集まって発展してきた世界屈指の多民族都市。キャンパスはダウ
ンタウンの中心の便利なロケーション。
すべてのコースの開始日と授業料が同じなので、現地で自由に組合せや月単
位での変更が何度でも可能。英語上級者の方のために作られたスピーキング
集中プログラムが人気。文法の間違いや細かいミスを徹底的に矯正し、正しい
英語で流暢に話せるよう指導する。

その他のコース 大学進学準備、ビジネス英語、IELTS対策、TOEFL対
策、ケンブリッジ英検対策など

その他のコース 大学進学準備、ビジネス英語、インターンシップ、
TESOLなど

コース開始：毎週月曜日
長期割引あり
レッスン時間：週26.25時間
授業料：20週間 $7,045、24週間 $8,455、32週間 $10,525
ホームステイ：$235～/週 学生アパート、ホテル：手配可

コース開始：4週間毎
長期割引あり
レッスン時間：週27時間
授業料：12週間 $3,870、24週間 $7,440、32週間 $9,920
ホームステイ：$800/4週
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オーストラリア
4年制公立大学

私立語学学校

ブリスベン
The University of Queensland

ケアンズ
Union Institute of Language

クイーンズランド大学

ユニオン インスティチュート オブ ランゲージ

オーストラリア屈指の歴史ある大学！

ケアンズで唯一のオンキャンパス！

郊外

大学進学

郊外

大学進学

クイーンズランド大学はオーストラリアで最も歴史と権威がある大学。キャンパス
は4つあり、付属の英語コースはセント・ルシアキャンパス内にある。ブリスベン
の街中からバスで20分ほどと交通の便もよく、教師の質の高さには定評があ
る。中級以上のクラスでは選択授業でアカデミック英語やビジネス英語などを受
講することができる。
広大なキャンパスには図書館やジムなどがあり、大学の施設が利用できるので
学部生との交流の機会が多いのも魅力的。

観光都市ケアンズにあるジェームズクック大学内の語学学校。キャンパスは街
の中心からバスで25分ほど。熱帯雨林の山やビーチに近い場所にある。
1クラスの学生数が少なく、先生とも近い関係の中で学習を進めることができる。
スタッフや先生はフレンドリーで親身なサポートが受けられる。生活費がオースト
ラリア国内の他都市と比べて安く、留学費用を抑えることが可能。入学条件に達
していない学生は、語学学校終了後に本科コースに直接入学できるプログラム
がある。

その他のコース ビジネス英語、大学進学準備、上級コミュニケーション
英語、TESOL、ツーリズム＆ホスピタリティ英語など

その他のコース IELTS対策、大学進学準備

コース開始：年9回
レッスン時間：週25時間
授業料：10週間 $4,000、20週間 $8,000、30週間 $12,000
ホームステイ：$250/週

コース開始：毎週月曜日
レッスン時間：週25時間
授業料：10週間 $3,050、20週間 $6,100、30週間 $9,150
ホームステイ：$235/週

私立語学学校

私立語学学校

ブリスベン、ヌーサ、他3校
Lexis English

メルボルン
Impact English College

レクシス イングリッシュ

インパクト イングリッシュ カレッジ

選べる5つのキャンパスで転校も可能！

徹底したイングリッシュオンリーポリシー！

都市＆
郊外

日本人
スタッフ

都市

大学進学

日本人
スタッフ

大学進学

オーストラリアの他の語学学校に比べ、日本人が少なくヨーロッパや南米の学
生が多いため、国際色豊かな雰囲気の中でしっかり勉強ができる。コミュニケー
ション能力を高める授業をベースとし、文章読解、ディスカッションなど様々なス
キルを伸ばすように工夫されている。オプションクラスではホスピタリティ英語、
オーストラリアの文化などを学ぶ。
日本人スタッフの丁寧なサポートにも定評がある。
※他3校 バイロンベイ、サンシャインコースト、パース

学校はメルボルンの中心部にある駅から徒歩5分という恵まれた場所にある。ト
ラム（路面電車）が走っているので通学に便利。
実践で使える英語を身に付けることに焦点を当て、徹底したイングリッシュオン
リーポリシーを実施している。英語教育に携わって20年以上の校長に率いられ
る教師陣は経験豊かで熱心に指導してくれる。新しい教室には充実した設備が
整っている。学生数は320人程の中規模校だが、アットホームな雰囲気で楽しみ
ながら勉強することができる。

その他のコース 大学進学準備、IELTS対策、ケンブリッジ英検対策、
英語＋サーフィン(ブリスベン・パース以外）

その他のコース 大学進学準備、ビジネス英語、IELTS対策、ケンブリッ
ジ英検対策、バリスタ英語

コース開始：毎週月曜日
長期割引あり
レッスン時間：週20時間
授業料：12週間 $4,800、24週間 $8,880、32週間 $11,200
ホームステイ：$250～/週

コース開始：毎週月曜日
レッスン時間：週20時間
授業料：12週間 $4,200、24週間 $8,400、32週間 $12,200
ホームステイ：$275/週

私立語学学校

私立語学学校

ブリスベン、メルボルン、他6校(※)
Navitas English

パース
Milner International College of English

ナビタス イングリッシュ

ミルナー インターナショナル カレッジ

充実した設備の老舗語学学校！

西オーストラリアの老舗語学学校！

都市＆
郊外

日本人
スタッフ

大学進学

都市

オーストラリアの主要4都市に8校あり、転校も可能。特徴は豊富なコースと大学
進学のパスウェイプログラム。学生は国際色豊かで日本人の割合もほとんどの
学校で15%以下。アルバイトをサポートする“MyJob”のサービスがあり、メンバー
になるとオンラインでアルバイトを探すことができ、各校で履歴書や面接のアド
バイスも受けられる。
大学進学英語コースは規模の大きなシドニーシティ校、ブリスベン校がお薦め。
※他4校 シドニー3校、パース2校、ダーウィン

1984年創立の老舗の英語学校。学校はパースのシティセンターにあり、複数の
ショッピングモールが近くにあり便利。
午前中に文法系のレッスン、午後にコミュニケーション力アップのレッスンが行わ
れる。レベルアップテストは毎月実施される。
学校まで徒歩1分の場所にある学生アパートの手配ができるので、長期の場合
ホームステイとの組み合わせもお薦め。

その他のコース 大学進学準備、ビジネス英語、就職英語、TOEIC対
策、IELTS対策、TESOL、児童英語教師養成

その他のコース TOEIC対策、IELTS対策、ケンブリッジ英検対策、
TESOL

コース開始：毎週月曜日（テストの週を除く）
長期割引あり
レッスン時間：週20時間
授業料：12週間 $4,800～、24週間 $9,600、32週間 $12,800
ホームステイ：$265～/週

コース開始：毎週月曜日
長期割引あり
レッスン時間：週23時間
授業料：12週間 $4,140、24週間 $7,680、32週間 $10,240
ホームステイ：$250/週 学生アパート：手配可
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イギリス
3年制国立大学

私立語学学校

ロンドン
University of the Arts London

ロンドン
Language Studies International (LSI)

ロンドン芸術大学

LSI ロンドン ハムステッド校

アートを志す方には最高の環境！

フレンドリーなスタッフのいる小規模校！

都市

都市

大学進学

リーズ
ナブル

ロンドン芸術大学はヨーロッパ最大のアート・デザイン専門の大学で、アート、デ
ザイン、ファッション、コミュニケーション、パフォーミング・アーツに関する教育と
研究において世界トップレベルの評価を受けている。
年間を通して一般英語コースが開講されており、大学入学を目的にしない方で
も英語研修で通学できる。
英語と合わせてファッションやデザインなどを学ぶ英語プラスコース(最長6ヶ月)
もお薦め。

ロンドンの中心から北へ地下鉄で15分の距離にある閑静な高級住宅街にあ
る。小規模でアットホームなクラスではコミュニケーション力を高める楽しい授業
が行われる。国籍割合のバランスがよいのも魅力。費用が割安になる24週間
以上のインターナショナルスクールイヤーを受講すると、試験準備などの午後
の選択レッスンが受けられる。大学進学を目指す学生は進学のアドバイスや入
学申請書類に必要なサポートを受けることができる。

その他のコース 大学進学準備、IELTS対策、ケンブリッジ英検対策、
英語プラスファッションなど

その他のコース ビジネス英語、IELTS、TOEFL iBT＆TOEIC対策、ケ
ンブリッジ英検対策、アカデミック英語など

コース開始：毎週月曜日
長期割引あり
レッスン時間：週15時間
授業料：12週間 ￡2,880、24週間 ￡5,040、32週間 ￡6,080
ホームステイ：￡140～/週

コース開始：毎週月曜日
長期割引あり
レッスン時間：週30レッスン(1レッスン50分)
授業料：12週間￡3,060、24週間￡4,920、32週間￡6,560
ホームステイ：￡180～/週

私立語学学校

私立語学学校

チェルトナム
inlingua Cheltenham

ボーンマス
Anglo-Continental

インリングア チェルトナム

アングロコンチネンタル

イギリスのカントリーサイドの生活を満喫！

リゾート地にある国際色豊かな老舗学校！

郊外

郊外

大学進学

日本人
スタッフ

美しい田園風景が日本でも有名なコッツウォルズ地方にあるチェルトナム。ロン
ドンからは電車で2時間半。治安がよく、落ち着いた雰囲気の中で勉強したい方
にお薦め。
チェルトナムの中心地にある3つの校舎はどれも近くにバス停やホテル、レストラ
ンがある便利な立地。1990年設立で、先生の質が高く、生徒一人ひとりへの丁
寧なケアで評価の高い学校。ビジネス英語を始め、進学準備コースやインターン
シップコースなど、学生の様々な希望に対応できる豊富なコースが特徴。

ボーンマスはロンドンから電車で2時間ほどの美しい海岸線沿いにあるリゾート
地。治安がよく、物価も比較的安いので、留学生や観光客が訪れる住みやすい
街の一つ。キャンパスからビーチまでは歩いて15分ほど。質の高い授業と多彩
なコースがあり、リピーターも多い。広い敷地に無線LAN対応のカフェテリアや
マルチメディアセンターなどの設備が整った大規模な校舎を構えている。観光
や週末の旅行、アパート探しのアドバイスなどイギリス生活を満喫できるような
サポート体制も心強い。日本人が少ない環境でじっくり勉強したい方にお薦め。

その他のコース 大学進学準備、ビジネス英語、TESOL、IBET、イン
ターンシップなど

その他のコース ビジネス英語、IELTS対策、ケンブリッジ英検対策、ア
カデミック英語など

コース開始：毎週月曜日
長期割引あり
レッスン時間：週22.5時間
授業料：12週間 ￡3,420、24週間 ￡6,000、32週間 ￡7,200
ホームステイ：￡140～/週

コース開始：毎週月曜日
長期割引あり
レッスン時間：週22.5時間
授業料：12週間 ￡3,555、24週間 ￡6,505、32週間 ￡8,585
ホームステイ：￡520/4週

マルタ
私立語学学校

セントジュリアンズ

私立語学学校

European School of English(ESE)
ヨーロピアン スクール オブ イングリッシュ
ヨーロッパ圏からの学生と学ぶ！
リゾート地

セントジュリアンズ
EC

EC
使える英語を習得して、確実に英語力アップ

日本人
スタッフ

リゾート地

日本人
スタッフ

マルタはイタリアのシチリア島の南にあるヨーロッパ有数のリゾート地として知ら
れる島国。イギリス連邦の一員であるマルタの公用語は英語。ヨーロッパからの
学生が9割以上を占め、日本人の割合が非常に少ない点が大きな特徴。一般英
語コースでは国際社会に対応したトピックをもとに聴く、話す、読む、書く全ての
スキルアップを目標としてバランスよく構成されている。ホームステイ以外にも多
数の学生寮があるので長期滞在の方にお薦め。
*夏期は追加料金が必要

6ヶ月以上以上の場合、個人チューターからの定期的なアドバイスが受けられる
ので、効率的に英語力を向上することができる。
他の国のキャンパスへも転校ができるので、いろいろな都市に滞在したい方に
お薦め。
青の洞門ボートトリップや世界遺産古代神殿ツアーなど、学校主催のアクティビ
ティが充実しているので、クラスメイト以外との交流が持てる。
*夏期は追加料金が必要

その他のコース 大学進学準備、ビジネス英語、IELTS対策、TOEFL対
策、ケンブリッジ英検対策など

その他のコース ビジネス英語、IELTS対策、TOEFL対策、ケンブリッジ
英検対策など

コース開始：毎週月曜日
長期割引あり
レッスン時間：週30レッスン(1レッスン45分)
授業料：12週間 €2,940、24週間 €5,880、32週間 €7,840
ホームステイ：€170/週(二人部屋) 学生寮：€130～/週(二人部屋)

コース開始：毎週月曜日
長期割引あり
レッスン時間：週30レッスン(1レッスン45分)
授業料：12週間 €2,640、24週間 €4,800、32週間 €6,400
ホームステイ：€230/週(二人部屋) 学生寮：€125～/週(二人部屋)
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２４時間サポートがついた

語学留学 安心サポート

インターサポートではベテランのカウンセラーが、将来のキャリアプランをしっかり考え、一人ひとりのプランをご提案するとも
に、充実したサポートをご用意しています。海外が初めて、英語力が心配、などの不安があるお客様でも出発前のオリエン
テーション、出発中の24時間サポートで安心してご出発いただけます。帰国後のキャリアカウンセリングも人気です。

出発前のサポート

最終オリエンテーション

カウンセリングにて学校などの決定

持ち物・パッキングの仕方の案内

留学準備に役立つ“スチューデントハンドブック”のお渡し

飛行機のチェックイン・機内での過ごし方の案内

学校入学手続き代行

出入国・飛行機の乗り継ぎについての案内

滞在先(ホームステイ・寮)の代行手続き

入学許可書など学校からの書類のお渡し

滞在先までの空港出迎えの代行手続き

ホームステイ先での過ごし方について

格安航空券手配

現地での過ごし方について

海外旅行保険の案内＆手続き
ビザ申請・渡航情報の案内

出発後のサポート

海外送金・海外での口座開設の案内
国際キャッシュカードのご案内

24時間緊急サポート

両替・トラベラーズチェック・国際クレジットカードの案内

出迎えに会えなかった時のサポート

お得な国際電話カード・国際携帯電話の案内

学校・ホームステイ先でのトラブルのサポート

国際免許証の案内

日本のご家族からの相談サポート

日本の住民票・健康保険・年金の海外転出の案内

現地からの相談サポート

海外準備講座“サポート・サポート”

帰国後のキャリアカウンセリング

語学留学 安心サポート料
3ヶ月まで

高校生以下 および
50才以上

45,200円

上記以外

37,800円

TOEFL
600
550
500
400

TOEFL iBT
105
80
60
30

1年まで

高校生以下 および
50才以上

64,800円

上記以外

54,000円

◆英語レベル比較表
TOEIC
860
750
600
380
TOEIC
www.toeic.or.jp/

試

IELTS
8～9
6～7
4.5～5.5
4

験

案

内

TOEFL
www.cieej.or.jp/toefl/index.html

英検
1級
準1級
2級
IELTS
www.britishcouncil.org/jp

年8回実施。10～990点のスコアで評価さ 月数回実施。iBTではスピーキングテスト 月数回実施。1～9までのスコアで評価さ
れる。主に日本のビジネスシーンで重要 あり。主にアメリカの大学で入学基準とさ れる。主にイギリスやオーストラリアの大
れている。試験時間は2時間半～4時間。 学で入学基準となっている。
視されている。試験時間は120分。

株式会社インターサポート
宮城県知事登録旅行業3-234号

www.ispt.co.jp

〒980-0021 仙台市青葉区中央2-2-10 仙都会館ビル3F
Tel: 022-214-6115 Fax: 022-214-6117 E-mail: info@ispt.co.jp
営業時間 平日10:00～19:00／土曜10:00～17:00／日曜・祝日:休み
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