
学校名：Kaplan, London Leicester Square
所在地：3-5 Charing Cross Rd London, WC2H 0HA
開講日：毎週月曜日
レベル数：７（１レッスン45分）
最低受講期間：２週間～
滞在方法：レジデンス・ホームステイ
おすすめコース：

●バケーション英語
●ジェネラル英語
●インテンシブ英語

コース内容

●バケーション英語
●ジェネラル英語
●インテンシブ英語
●インテンシブビジネス英語
●アカデミックイヤー
●アカデミックセメスター
●ビジネス英語
●試験対策：IELTS, TOEFL

Kaplan, London Leicester Square

２５歳以上の方におすすめ。世界有数の活気溢れる街で忘れられない思い出づくりを！ロンドンの中心
地のいくつもの観光名所に囲まれたレスタースクエア校は、トラファルガースクエアや国立美術館、各種
劇場、有名なレスタースクエアの映画館そばにあります。

イングランド・ロンドン

学校特色

レスタースクエア校はロンドン中心部の歓楽街である
レスタースクエアに校舎を構えています。周辺は映画
館・レストラン・カフェ・バーなどの娯楽施設だけでなく、
トラファルガー広場・ナショナルギャラリー・バッキンガ
ム宮殿など観光名所や文化施設も多いエリアで便利
です。カプラン・ロンドン・レスタースクエア校の校舎に
は12室の教室があり、パソコンが兼ね備えられたスタ
ディセンターも完備されています。図書室や学生ラウ
ンジもあり、学習環境や生徒との交流の場にもなって
います。アクティビティも頻繁に行われていて、ビック
ベンやロンドンアイへ見学へ行ったり、テムズ川ク
ルーズを体験したり、ミュージカル鑑賞やロンドン郊外
への小旅行など企画されています。

https://www.google.co.jp/maps/place/Kaplan+International+English+-+London+%28Leicester+Square%29/@51.5117315,-0.1273198,13.25z/data=!4m7!1m4!3m3!1s0x487604cdfde77ca5:0x2826705b96fb4914!2zMy01IENoYXJpbmcgQ3Jvc3MgUmQsIExvbmRvbiBXQzJIIDBIQSDjgqTjgq7jg6rjgrk!3b1!3m1!1s0x0000000000000000:0x086284d13be12f7d


学校名：Kaplan, London Convent Garden
所在地：3-4 Southampton Place London, WC1A 2DA
開講日：毎週月曜日
レベル数：７（１レッスン45分）
最低受講期間：２週間～
滞在方法：レジデンス・ホームステイ
おすすめコース：

●バケーション英語
●ジェネラル英語
●インテンシブ英語

コース内容

●バケーション英語
●ジェネラル英語
●インテンシブ英語
●アカデミックイヤー
●アカデミックセメスター
●ビジネス英語
●試験対策：IELTS, ケンブリッジ

Kaplan, London Convent Garden

２５歳未満の方におすすめ。世界有数の活気溢れる街で、忘れられない思い出を！憧れの都市、ロンド
ンでの留学生活を送ってみましょう。ウェストエンドシアター、ソーホー、ビッグベン、バッキンガム宮殿、
ロンドンっ子のファッションセンス溢れる数々のショップ。コヴェントガーデン校は、訪れるすべての人を
魅了するアトラクションの中心に位置しています。

イングランド・ロンドン

学校特色

カプラン・ロンドン・コベントガーデン校は、ロンドン中
心部のHolborn地区に校舎を構えています。周辺に
は他の語学学校も多いエリアで、大英博物館やロンド
ン大学なども近くにありロンドンの中ではアカデミック
なエリアでもあります。周辺にはスーパーやカフェ・レ
ストランなども多いですし、ロンドンの観光名所にも近
く便利です。カプラン・ロンドン・コベントガーデン校の
校舎には14室の教室があり、パソコンが兼ね備えら

れたスタディセンターも完備されています。図書室や
学生ラウンジもあり、学習環境や生徒との交流の場に
もなっています。アクティビティも頻繁に行われていて、
大英博物館や美術館へ見学に行ったり、ミュージカル
鑑賞やロンドン郊外への小旅行など企画されていま
す。

https://www.google.co.jp/maps/place/Kaplan+International+English+-+London+%28Covent+Garden%29/@51.5201058,-0.1205949,14.63z/data=!4m7!1m4!3m3!1s0x48761b345d28b007:0x6a1a4d64842154ee!2zMy00IFNvdXRoYW1wdG9uIFBsLCBMb25kb24gV0MxQSAyREEg44Kk44Ku44Oq44K5!3b1!3m1!1s0x0000000000000000:0xe25d2e9ba4dde3ff


学校名：Embassy English, London Greenwich
所在地：Bounty House, Stowage, London, SE83DE
開講日：毎週月曜日
レベル数：７（１レッスン５０分）
最低受講期間：２週間～
滞在方法：レジデンス・ホームステイ
おすすめコース：

●一般英語（インテンシブプログラム）
●一般英語（スタンダードプログラム）
●コミュニケーションスキル

コース内容
●一般英語（インテンシブプログラム）
●一般英語（スタンダードプログラム）
●コミュニケーションスキル
●試験対策：IELTS

●長期留学コース

Embassy, London Greenwich

学校はロンドン中心部から地下鉄で15分の場所に位置しており、大きな図書館や草木が繋る公園があ
ります。歴史的なグリニッジ地区には、ヘンリー８世とエリザベス女王の生誕の地もあります。地元の人
たちが買い物をする、14世紀から続いているグリニッジマーケットは必見です。

イングランド・ロンドングリニッジ

学校特色

Embassy English London Greenwichでは、英語ク
ラスだけでなく、世界中からイギリスの大学への進学
を目指す学生が集まり、イギリス大学進学の準備をす
るクラスも開講されています。その為、規模としては大
規模な学校となっていて、近代的で綺麗な校舎には
130もの教室が完備され、校内にはカフェテリア・自習
室・図書室・レクチャールームなど、正しく学校として
の設備が整っています。またEmbassy English 

London Greenwichの学生が利用できる学生寮も学
校のすぐ隣にあり、通学時間や通学費を気にせずに
学生寮が選べるのも特徴の一つです。

https://www.google.co.jp/maps/place/Embassy+CES/@51.4854557,-0.020285,12.42z/data=!4m7!1m4!3m3!1s0x4876028d3d5e6a1d:0x7dcf3c2a7d5184e7!2sEmbassy+CES!3b1!3m1!1s0x4876028d3d5e6a1d:0x7dcf3c2a7d5184e7


学校名：British Study Centers, London
所在地：Hannah House, 13-16 Manchester St, 

Marylebone, London W1U 4DJ
開講日：毎週月曜日
レベル数：７（１レッスン45分）
最低受講期間：２週間～
滞在方法：レジデンス・ホームステイ
おすすめコース：

●一般英語
●ビジネス英語
●IELTS対策

コース内容

●一般英語
●ビジネス英語
●インテンシブ英語
●英語+クッキング
●試験対策：IELTS, TOEIC, TOEFL

BSC, London

British Study Centers (BSC)は2010、2012年に、Language Star Awardsという語学学校なら必ず目
指している賞をヨーロッパ語学学校部門で受賞しており、生徒以外からも定評のある語学学校です。校
舎はブライトンのHove駅から徒歩15分。学校は住宅街の中にあります。隣の校舎がHove Collegeとし
て運営しています。

イングランド・ロンドン

学校特色

British Study Centers London校では専門学校併設
の語学学校で、West London Collegeというビジネス
やコンピュータ・トラベル・アートデザイン関連の専門
学校への編入も目指すことができます。英語のレッス
ンだけでなく、その後の専門コースを見据えている方
には最適な学校です。専門学校と施設も共有している
ため、専門学校で学んでいる地元の学生と同じ場所
を共有することもあり、地元の学生と知り合う機会もあ
るかもしれません。また、専門コースに進めば、地元
の学生と同じ授業を受ける場合もあります。そのため
ブリティッシュスタディセンターロンドン校は、語学コー
スと専門コースがまじりあった大きな学校という印象を
受ける語学学校でもあります。

https://www.google.co.jp/maps/place/British+Study+Centres+London/@51.5212813,-0.1504284,14z/data=!4m2!3m1!1s0x0000000000000000:0xfbfb7c7f12c040e9
https://www.google.co.jp/maps/place/British+Study+Centres+London/@51.5212813,-0.1504284,14z/data=!4m2!3m1!1s0x0000000000000000:0xfbfb7c7f12c040e9


学校名：Centre of English Studies, London
所在地：Nelson House, 271 Kingston Road,

Wimbledon London, England  SW19 3NW
開講日：毎週月曜日
レベル数：6（１レッスン45分）
最低受講期間：２週間～
滞在方法：レジデンス・ホームステイ
おすすめコース：

●インテンシブ英語
●スタンダード英語
●各試験対策

コース内容

●インテンシブ英語
●スタンダード英語
●コンビネーション英語
●試験対策：IELTS, FCE, CAE

CES, London

CESウィンブルドン校は、ロンドン南西部、ウィンブルドンにあります。ウィンブルドンはテニスの世界選
手権で有名な町です。ロンドン郊外にある静かで自然の多い高級住宅街。住みやすい上に、ロンドン中
心地まで電車で20分で行くことができます。またWorthingとLeedsにも分校があり、そこでもまた違った
イギリスの雰囲気が楽しめるでしょう。

イングランド・ロンドン

学校特色

イギリス南部の町ワーズィングにある本校に次いで、
1997年に開校された学校。ロンドン郊外のウィンブル
ドンという街に位置し、街の中心にあるオフィスビルの
2階部分が教室となっている。学校から地下鉄や鉄道
駅までは徒歩10分、隣には2つの劇場と映画館が軒
を連ねている大変便利な場所にあります。教室は11

部屋あり、最新設備の整ったラウンジにはワイドスク
リーンテレビやビデオが備えられています。また、コン
ピュータールームには10台のPC端末があり、無料で
インターネットが利用できます。また、建物内ではWi-

Fiも使用できます。自習用のテキストや雑誌なども常
備し、希望者には貸し出しも行っています。郊外なら
ではの小規模な学校で、フレンドリーなスタッフが学校
以外の事でも親身になって、イギリスでの留学生活を
全面的にサポートしてくれるのが嬉しいです。

https://www.google.co.jp/maps/place/Centre+Of+English+Studies/@51.4124112,-0.2051972,14.17z/data=!4m7!1m4!3m3!1s0x487608be57b84a5b:0x8defb02f690754f1!2sCentre+Of+English+Studies!3b1!3m1!1s0x487608be57b84a5b:0x8defb02f690754f1
https://www.google.co.jp/maps/place/Centre+Of+English+Studies/@51.4124112,-0.2051972,14.17z/data=!4m7!1m4!3m3!1s0x487608be57b84a5b:0x8defb02f690754f1!2sCentre+Of+English+Studies!3b1!3m1!1s0x487608be57b84a5b:0x8defb02f690754f1


学校名：International House, London
所在地：16 Stukeley Street Covent Garden, 

London WC2B 5LQ
開講日：毎週月曜日
レベル数：12（１レッスン45分）
最低受講期間：２週間～
滞在方法：レジデンス・ホームステイ
おすすめコース：

●エグゼクティブビジネス英語
●エグゼクティブ一般英語
●試験対策：IELTS, ケンブリッジ英検

コース内容

●一般英語
●集中英語
●エグゼクティブビジネス英語
●エグゼクティブ一般英語
●試験対策：IELTS, ケンブリッジ英検

IH, London

International Houseは、世界規模で語学教育や語学教師養成を行いながら、その教育を通じて国際的に異文化
理解や国際理解を促進しんしていくため1953年に設立された教育団体です。インターナショナルハウスは現在で
は40か国で140以上の校舎を構える世界的な教育機関に発展しています。このInternational House Londonでは、
約150カ国から年間7000人以上の学生を受け入れ、異なる国や異文化、様々な経歴を持った人々と会う機会がた
くさん用意され、国際色豊かな雰囲気を味わうことができます。

イングランド・ロンドン

学校特色

International House Londonは2007年に現在のコベ
ントガーデンに移転しており、ロンドン中心部でアクセ
スが良く、買い物やエンターテイメントなど何をするに
も便利なエリアに立地しています。9階建てのビルが
校舎となっていて、2007年にできた新しさから図書
室・コンピュータールーム・食堂など設備はしっかりと
して綺麗で充実しています。設備が整い、講師の質も
高い学校をご希望の方には、International House 

Londonはロンドンでお勧めできる一校です。

https://www.google.co.jp/maps/place/International+House+London/@51.5162935,-0.1236826,16.5z/data=!4m2!3m1!1s0x0000000000000000:0x0068c6e06bed1b23
https://www.google.co.jp/maps/place/International+House+London/@51.5162935,-0.1236826,16.5z/data=!4m2!3m1!1s0x0000000000000000:0x0068c6e06bed1b23


学校名：Kaplan, Cambridge
所在地：75 Barton Rd, Cambridge, CB3 9LG
開講日：毎週月曜日
レベル数：７（１レッスン45分）
最低受講期間：２週間～
滞在方法：レジデンス・ホームステイ
おすすめコース：

●バケーション英語
●ジェネラル英語
●インテンシブ英語

コース内容

●バケーション英語
●ジェネラル英語
●インテンシブ英語
●インテンシブビジネス英語
●アカデミックイヤー
●アカデミックセメスター
●ビジネス英語
●試験対策：IELTS, ケンブリッジ英検

Kaplan, Cambridge

大学の町として定評ある、美しい街での留学経験は将来の財産になること間違いなしです。有名な著者、
俳優、政治家、科学者を輩出した大学都市で、インスピレーションを受けてみませんか。世界中から集う
留学生と、街中を自転車で巡りながら、パブでの朝食やライブ音楽を楽しみましょう。

イングランド・ケンブリッジ

学校特色

カプラン・ケンブリッジ校は、街の中心部から徒歩20分の住

宅地位置し、校舎はエドワード調の建築物で美しい庭があ
ります。ケンブリッジの郊外エリアに校舎を構えていますが、
ケンブリッジの町の中心に出ればスーパーやカフェ・レスト
ランなどもあります。日本人率も低く、ケンブリッジで日本人
やアジア系の学生の比率が低い学校ご希望の方には選択
肢になるかと思います。カプラン・ケンブリッジ校の校舎に
は8室の教室があり、パソコンが兼ね備えられたスタディセ

ンターも完備されています。図書室や学生ラウンジ、さらに
中庭もあり、学習環境や生徒との交流の場にもなっていま
す。アクティビティも頻繁に行われていて、ケム川の散策、
ニューマーケットでの競馬観戦、小旅行など企画されてい
ます。

https://www.google.co.jp/maps/place/Kaplan+International+Colleges/@52.1988414,0.0977601,14.17z/data=!4m2!3m1!1s0x0000000000000000:0x5b5288dcc76891b1


学校名：Embassy English, Cambridge
所在地：8 Grange Rd, Cambridge CB3 9DU
開講日：毎週月曜日
レベル数：７（１レッスン５０分）
最低受講期間：２週間～
滞在方法：レジデンス・ホームステイ
おすすめコース：

●一般英語（インテンシブプログラム）
●一般英語（スタンダードプログラム）
●コミュニケーションスキル

コース内容
●一般英語（インテンシブプログラム）
●一般英語（スタンダードプログラム）
●コミュニケーションスキル
●試験対策：IELTS, FCE, CAE(選択授業)

●長期留学コース
●マンツーマンレッスン

Embassy, Cambridge

ケンブリッジ大学の街に暮らし、英語を学ぼう！学校やレジデンスからケンブリッジ大学までは自転車で
数分です。ケンブリッジは自転車に乗る人が多い街でもあり、自転車レーンや平らな道、美しい公園が
多くあります。また、ケンブリッジは美しい町の中心部で、シネマ、シアター、ギャラリー、美術館、ライブ
ミュージックやショッピングなどもそろっています。ロンドンへも約１時間で行けるのでとても便利です。

イングランド・ケンブリッジ

学校特色

ケンブリッジは、ケンブリッジ大学がある学園都市とし
てイギリスでも評判のエリアになります。エンバシー
CESのケンブリッジ校には、図書館・カフェテリア・学

生ラウンジ・コンピューター施設など勉強に必要な物
は全て揃っており、中庭やカフェテリアなどの設備も
充実しています。

また、ロンドンまでは電車で1時間なので時間を見つ
けてロンドン市へ遊びに行かれる生徒も多いです。

落ち着いた街並みが最大の魅力ですので、ゆっくりと
した雰囲気で勉強されたい方にはオススメです。

https://www.google.co.jp/maps/place/Embassy+English+Cambridge/@52.1992855,0.1034238,14.67z/data=!4m2!3m1!1s0x0000000000000000:0xb215616f962bfe52


学校名：Kaplan, Oxford
所在地：108 Banbury Rd Oxford, OX2 6JU
開講日：毎週月曜日
レベル数：７（１レッスン45分）
最低受講期間：２週間～
滞在方法：レジデンス・ホームステイ
おすすめコース：

●バケーション英語
●ジェネラル英語
●インテンシブ英語

コース内容

●バケーション英語
●ジェネラル英語
●インテンシブ英語
●インテンシブビジネス英語
●アカデミックイヤー
●アカデミックセメスター
●ビジネス英語
●試験対策：IELTS, TOEFL

Kaplan, Oxford

美しいロケーションで、歴史と大学の伝統を体験してみましょう！ハリーポッターの撮影にしようされたク
ライストチャーチカレッジなど、世界でもっとも歴史ある大学美しい敷地内を散歩してみましょう。日中に
は穏やかに流れる川で、パンティング、夕方には活気溢れる地元のバーやパブ、ナイトクラブで、楽しい
時間をすごすことができます。

イングランド・オックスフォード

学校特色

Kaplan Oxford（カプラン・オックスフォード校）は、街の中心
部からバスで約10分（徒歩約30分）の住宅地に位置し、校

舎はエドワード調の建築物で美しい庭があります。校舎内
を数年前に大改築し、学校のあらゆる設備は明るくモダン
な設備に生まれ変わっています。オックスフォードの郊外エ
リアに校舎を構えていますが、オックスフォードの町の中心
に出ればスーパーやカフェ・レストランなどもたくさんあり便
利です。日本人率も低く、オックスフォードで日本人やアジ
ア系の学生の比率が低い学校ご希望の方には選択肢にな
るかと思います。カプラン・オックスフォード校の校舎にはパ
ソコンが兼ね備えられたスタディセンターも完備されていま
す。さらに中庭もあり、学習環境や生徒との交流の場にも
なっています。アクティビティも頻繁に行われていて、オック
スフォード大学カレッジへの散策、バース・ロンドン・ケンブ
リッジなどへの小旅行など企画されています。

https://www.google.co.jp/maps/place/Kaplan+-+English+courses+in+Oxford/@51.7708311,-1.2631824,14.13z/data=!4m2!3m1!1s0x0000000000000000:0x38fec05037d6a861


学校名：Embassy English, Oxford
所在地：1st-4th Floor, Boswell House, 1-5 Broad St,

Oxford OX1 3AJ
開講日：毎週月曜日
レベル数：７（１レッスン５０分）
最低受講期間：２週間～
滞在方法：レジデンス・ホームステイ
おすすめコース：

●一般英語（インテンシブプログラム）
●一般英語（スタンダードプログラム）
●コミュニケーションスキル

コース内容
●一般英語（インテンシブプログラム）
●一般英語（スタンダードプログラム）
●初心者レベル有
●コミュニケーションスキル
●ビジネスコミュニケーションスキル（選択授業）
●試験対策：IELTS, FCE, CAE(選択授業)

●長期留学コース
●マンツーマンレッスン

Embassy, Oxford

勉強がしたくなる街、オックスフォードを留学先に選ぼう！学校は英語圏最古のオックスフォード大学の
建物に囲まれています。オックスフォードは歴史的な都市でロンドンまでも約１時間で行くことができます。
イギリスのほかの都市やヨーロッパ諸国へのアクセスも抜群です。

イングランド・オックスフォード

学校特色

オックスフォード校はオックスフォード市内にあり、市
内バスも通っているため非常にアクセスしやすい場所
にあります。キャンパスから歩いて1分もしない場所に

スーパー、カフェ、ブックショップなどが軒を連ねてい
るためショッピングにも便利です。同じ通りにはオック
スフォード観光名所のオックスフォード大学があり、歴
史的建造物に囲まれた語学学校です。

オックスフォード校は街の中心部にあり周囲にはオッ
クスフォード大学のバリオルカレッジとトリニティーカ
レッジがあります。学校の建物も古くからある建造物
なのでイギリスならではの大学街を実際に体験できる
ことも魅力のひとつです。滞在方法は、ホームステイ
だけではなく学生寮なども完備しているので自分らし
い留学生活を送ることができます。

https://www.google.co.jp/maps/place/Embassy+English+Oxford/@51.7563312,-1.2606457,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0000000000000000:0x10885007bb9bbf08
https://www.google.co.jp/maps/place/Embassy+English+Oxford/@51.7563312,-1.2606457,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0000000000000000:0x10885007bb9bbf08


学校名：Centre of English Studies, Oxford
所在地：67 High Street, Wheatley, Oxford,OX33 1XT
開講日：毎週月曜日
レベル数：6（１レッスン45分）
最低受講期間：２週間～
滞在方法：レジデンス・ホームステイ
おすすめコース：

●インテンシブ英語
●スタンダード英語
●コンビネーション英語

コース内容
●インテンシブ英語
●スタンダード英語
●コンビネーション英語
●試験対策：IELTS, FCE, CAE

CES, Oxford

CESオックスフォード校は、1979年に創立され30年以上の歴史のある老舗校です。オックスフォード中
心地よりバスで約25分にあるウィートリーという高級住宅街にある小規模な学校です。日本人率も非常
に低いため、英語漬けの生活を満喫したい方や都会の喧騒を離れ自分のペースで勉強したい方に最適
なロケーションです。また、住宅地に学校があるため、徒歩圏内でホームステイ先から通えるのも魅力
の1つです。

イングランド・オックスフォード

学校特色

CESオックスフォード校は、オックスフォードの中心か
らバスで約25分に位置する、ウィートリーという穏や
かで美しい街の中心にある、小規模の語学学校です。
オックスフォードという街上、古きよき歴史がある町だ
なと感じられると思います。また、この街は中流階級
の方が多く住む高級住宅街で、広々としたイギリスの
家庭にホームステイできるのもこの学校の魅力です。
学生の年齢層も比較的高いため、ロンドンの学校で
は味わえない、落ち着いた雰囲気で英語の勉強に
しっかりと集中したい方におすすめです。

https://www.google.co.jp/maps/place/C+E+S+Oxford/@51.7470673,-1.1384375,16z/data=!4m2!3m1!1s0x4876ea0e0d59545b:0x22a7a3197506a52d


学校名：Kaplan, Manchester
所在地：1 Portland St 6th Floor Manchester, M1 3BE
開講日：毎週月曜日
レベル数：７（１レッスン45分）
最低受講期間：２週間～
滞在方法：レジデンス・ホームステイ
おすすめコース：

●バケーション英語
●ジェネラル英語
●インテンシブ英語

コース内容

●バケーション英語
●ジェネラル英語
●インテンシブ英語
●インテンシブビジネス英語
●アカデミックイヤー
●アカデミックセメスター
●ビジネス英語
●試験対策：IELTS

Kaplan,  Manchester

マルチカルチャーな都市で、世界有数のスポーツチーム観戦。世界で最も有名なサッカーチームのホー
ム、そしてスポーツと音楽で名高い、異文化溢れるカプラン・マンチェスターで学んでみませんか。サッ
カーだけでなく、マンチェスターは芸術、メディア、大学の町として有名なため、留学に最適な場所だとい
えます。

イングランド・マンチェスター

学校特色

カプラン・マンチェスター校は、マンチェスターの町の中心部
にあり、近くには様々なお店や娯楽施設、文化施設、カ
フェ・パブ・レストランなど揃っています。マンチェスターはイ
ギリス第3の都市で、都会での留学生活を希望される方や、

サッカーの観戦に浸りたい方には適した街といえます。ロン
ドンをコンパクトにした街というイメージです。マンチェスター
校の日本人率は、イギリス全体でもイギリスのカプラン校の
中でも低くなっています。学校は中規模な学校で平均して
300名規模の学校となっています。Kaplan Manchesterの
校舎はビルの6階にあり、教室や学生ラウンジから眺める

マンチェスターの眺望は絶景です。アクティビティも頻繁に
行われていて、様々な国から来た生徒との交流の場にも
なっています。アクティビティは、マンチェスターの散策、
サッカー観戦、博物館巡り、リバプールなどへの小旅行な
ど企画されています。

https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%82%AB%E3%83%97%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%8A%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%8A%E3%83%AB%E5%A4%A7%E5%AD%A6+-+%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%83%81%E3%82%A7%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC/@53.4820205,-2.2325348,14.88z/data=!4m2!3m1!1s0x0000000000000000:0xc5f5603a9ef4f780


学校名：EF, Manchester
所在地：26 Wilbraham Road Manchester

M14 6JX  UK
開講日：毎週月曜日
レベル数：6（１レッスン40分）
最低受講期間：２週間～
滞在方法：レジデンス・ホームステイ
おすすめコース：

●一般英語
●ジェネラル英語
●ＥＦキャリアプラスコース

コース内容

●ジェネラル英語
●インテンシブ英語
●サマーベーシック英語
●キャリアプラスコース ３２/週
●インターンシッププログラム
●アカデミック・イヤー・アブロード・プログラム
●試験対策：IELTS、ケンブリッジ、TOEFL

EF,  Manchester

イギリス北西のマンチェスターはサッカーや活気溢れる近代的な街として有名です。マンチェス
ターへ留学すれば、英語を学びながら、イギリスならではの生活を送ることができることでしょう。

イングランド・マンチェスター

学校特色

マンチェスター・プログラムは、イギリス南部とは
まったく違う体験です。音楽シーンが盛況で、
アートギャラリーも沢山あり、素晴らしいスポーツ
チームのあるマンチェスターに、流行に敏感な
人々が集まるのも不思議ではありません。キング
ストリートで高級ショッピングを楽しんだり、ノーザ
ン・クォーターで小さなブティックを覗いてみてくだ
さい。また、ギャラリーや美術館が立ち並ぶオック
スフォード・ロードは、街の“文化回廊”。スポーツ
ファンなら、街から数マイル離れた所で、マンチェ
スター・ユナイテッド・プレミアリーグの試合をご覧
ください。することが山のようにあるマンチェス
ターなら、英語を練習する機会が沢山あります。

https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%83%81%E3%82%A7%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E8%AA%9E%E5%AD%A6%E5%AD%A6%E6%A0%A1+-+EF+%E6%B5%B7%E5%A4%96%E8%AA%9E%E5%AD%A6%E7%95%99%E5%AD%A6/@53.4434822,-2.2268344,17.17z/data=!4m2!3m1!1s0x0000000000000000:0xd32aca4cd848cd08
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%83%81%E3%82%A7%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E8%AA%9E%E5%AD%A6%E5%AD%A6%E6%A0%A1+-+EF+%E6%B5%B7%E5%A4%96%E8%AA%9E%E5%AD%A6%E7%95%99%E5%AD%A6/@53.4434822,-2.2268344,17.17z/data=!4m2!3m1!1s0x0000000000000000:0xd32aca4cd848cd08


学校名：Embassy English, Brighton
所在地：1 Billington Way, Brighton, BN14LF
開講日：毎週月曜日
レベル数：７（１レッスン５０分）
最低受講期間：２週間～
滞在方法：レジデンス・ホームステイ
おすすめコース：

●アカデミック英語
●ビジネス英語
●Pre-Masters
●一般英語

コース内容
●一般英語（インテンシブプログラム）
●一般英語（スタンダードプログラム）
●初級者レベル有
●コミュニケーションスキル
●ビジネスコミュニケーションスキル（選択授業）
●試験対策：FCE, IELTS（選択授業）
●長期留学コース
●マンツーマンレッスン

Embassy, Brighton

広々としたモダンな建物で、各種交通機関へのアクセスも便利な活気あふれる海辺の町に立地。最新
設備の教室、完成したばかりの学生寮には開放的なラウンジやカフェテリアがあります。美しい公園・博
物館・美術館・水族館・ビーチなどがあり、様々なアクティビティーに参加できます。

イングランド・ブライトン

学校特色

市内中心部、ブライトン駅から徒歩5分という絶好のロ
ケーションにあるブライトン校。最新の学習設備が整
う環境でプロの講師から授業が受けられる、大きくて
明るい語学学校です。留学中の滞在は、ホストファミ
リーか学生寮から選べます。

授業がないときには、周辺のアンティークショップやお
しゃれなカフェを散策したり、活気あふれるライブや
アートを楽しめます。ロンドンからはわずか1時間。そ

れでも物価はそれほど高くないため、ブライトンは語
学留学を120％楽しめる街です。

https://www.google.co.jp/maps/place/Embassy+English+Brighton/@50.8289993,-0.1319827,14.42z/data=!4m3!3m2!1s0x487585767a749765:0x9bf4396f5be9643d!4b1


学校名：British Study Centers, Brighton
所在地：47 Cromwell Road Brighton, 

Brighton and Hove, East Sussex BN3 3ER
開講日：毎週月曜日
レベル数：７（１レッスン45分）
最低受講期間：２週間～
滞在方法：レジデンス・ホームステイ
おすすめコース：

●一般英語
●ビジネス英語
●英語+アクティビティ

コース内容

●一般英語
●ビジネス英語
●インテンシブ英語
●英語+クッキング/ウィンドサーフィン
●試験対策：ケンブリッジ英検, TOEIC, TOEFL

BSC, Brighton

British Study Centers (BSC)は2010、2012年に、Language Star Awardsという語学学校なら必ず目
指している賞をヨーロッパ語学学校部門で受賞しており、生徒以外からも定評のある語学学校です。ブ
ライトン校はビーチからも徒歩15分の、シティ・センターにあります。学校には図書館や広々としたコン
ピュータールームがあり、Wi-Fiが校舎全体で利用可能です。ブリティッシュ・スタディ・センターブライトン
校で英語の勉強をしませんか。

イングランド・ブライトン

学校特色

British Study Centers Brighton （ブリティッシュスタ
ディセンター ブライトン）は、イギリス4都市に展開する
British Study Centersの一校であるブライトン校です。

ブライトンの郊外ホーブエリアに近い地区の住宅街の
中にある学校で、静かで落ち着いた閑静なエリアにあ
る学校です。設備がしっかりと整っている学校で、生
徒が交流を図れる中庭があり、学校の中にカフェテリ
アがあったりと、1日学校で時間を過ごせるくらい設備
は整っています。

https://www.google.co.jp/maps/place/British+Study+Centres+Brighton/@50.8331696,-0.1672536,14.33z/data=!4m3!3m2!1s0x4875854257b86ce3:0xb682f351ba3cce46!4b1
https://www.google.co.jp/maps/place/British+Study+Centres+Brighton/@50.8331696,-0.1672536,14.33z/data=!4m3!3m2!1s0x4875854257b86ce3:0xb682f351ba3cce46!4b1


学校名：Kaplan, Edinburgh
所在地：9 Albyn Place Edinburgh, EH2 4NG
開講日：毎週月曜日
レベル数：７（１レッスン45分）
最低受講期間：２週間～
滞在方法：レジデンス・ホームステイ
おすすめコース：

●ビジネス英語
●インテンシブ英語
●バケーション英語

コース内容

●バケーション英語
●ジェネラル英語
●インテンシブ英語
●アカデミックイヤー
●アカデミックセメスター
●ビジネス英語
●試験対策：IELTS, ケンブリッジ

Kaplan, Edinburgh

歴史と文化が融合した街で、自然やアウトドアを満喫してみませんか。スコットランドの首都である歴史
的な美しい町。ユネスコの世界遺産認定の文化や歴史、そして教育基準の高さにも定評があります。１
年を通して開催されるフェスティバル、荘厳な建造物、背後に広がる山々が、このコスモポリタンな町を
ささえています。

スコットランド・エジンバラ

学校特色

エジンバラの街の中心でもあるニュータウンに位置し、
繁華街であるジョージストリートにも近いエリアなので、
周辺にはレストラン・カフェ・スーパーなどそろっていま
す。近くにはクィーンストリートガーデンもあり閑静な
雰囲気となっています。日本人率も低く、エジンバラで
日本人学生の比率が低い学校ご希望の方には選択
肢になるかと思います。カプラン・エジンバラ校の校舎
にはパソコンが兼ね備えられたスタディセンターや図
書室も完備されています。さらに学生ラウンジもあり、
学習環境や生徒との交流の場にもなっています。アク
ティビティも頻繁に行われていて、エジンバラの散策、
カラオケ大会、スコットランドのその他の地方などへの
小旅行など企画されています。

https://www.google.co.jp/maps/place/Kaplan+-+Edinburgh/@55.9531793,-3.2059693,14.54z/data=!4m2!3m1!1s0x0000000000000000:0xf8ea3b70397341e8


学校名：Kaplan, Dublin
所在地：The Presbytery Building, 7 Lower Exchange 

Street, Temple Bar, Dublin 8
開講日：毎週月曜日
レベル数：6 (1レッスン45分)
最低受講期間：２週間～
滞在方法：レジデンス・ホームステイ
おすすめコース：

●ビジネス英語
●ジェネラル英語
●インテンシブ英語

コース内容

●一般アカデミックコース
●集中アカデミックコース
●ビジネス英語
●IELTS対策
●セントパトリックスデーコース
●英語教師養成(CELTA)

Kaplan, Dublin

ダブリンはフレンドリーな街として有名です。ダブリンで一番エキサイティングだといわれるテンプルバー地区に学
校があります。ダブリン校は街の繁華街であるテンプルバーにあり、とても便利な場所に位置しています。 校舎は

リフィー川を見下ろす荘厳なジョージア調の建物で、ソフトウェアライブラリーや無料インターネットアクセスを備え
たマルチメディアルーム、最近改装されたばかりの学生ラウンジなど、学習に最適な施設を完備しています。

アイルランド・ダブリン

学校特色

Kaplan Dublinは、ダブリンの街の中心部にあり、リ
フィー川そばに位置し、川を見下ろすこともできます。
学校から気軽にリフィー川の散策もできますし、ダブリ
ンの繁華街でもあるグラフトン通りまでも徒歩10分の
距離です。校舎はジョージア調の荘厳な建築物を学
校として利用しています。ダブリンの町の中心にあり
ますので、少し歩いて出ればスーパーやカフェ・レスト
ランなどもあります。ダブリンの中でも日本人生徒の
比率も低く、ヨーロッパ・中東・南米出身の学生が多い
ので、日本人の比率が低い学校ご希望の方には選択
肢になるかと思います。Kaplan Dublinの校舎には10

室の教室があり、パソコンが兼ね備えられたスタディ
センターも完備されています。学生ラウンジもあり、生
徒との交流の場にもなっています。アクティビティも頻
繁に行われていて、ダブリン市内の散策、アイリッシュ
パブの体験、小旅行など企画されています。

https://www.google.co.jp/maps/place/Kaplan+International+English+-+Dublin/@53.3449886,-6.2687916,15z/data=!4m7!1m4!3m3!1s0x48670c2800a51e1b:0xb68849ffc68edf0b!2sKaplan+International+English+-+Dublin!3b1!3m1!1s0x48670c2800a51e1b:0xb68849ffc68edf0b
https://www.google.co.jp/maps/place/Kaplan+International+English+-+Dublin/@53.3449886,-6.2687916,15z/data=!4m7!1m4!3m3!1s0x48670c2800a51e1b:0xb68849ffc68edf0b!2sKaplan+International+English+-+Dublin!3b1!3m1!1s0x48670c2800a51e1b:0xb68849ffc68edf0b


学校名：Centre of English Studies, Dublin
所在地：31 Dame St Dublin 2, Ireland
開講日：毎週月曜日
レベル数：6(1レッスン45分)
最低受講期間：２週間～
滞在方法：レジデンス・ホームステイ
おすすめコース：

●ビジネス英語
●ジェネラル英語
●インテンシブ英語

コース内容

●ビジネス英語
●ジェネラル英語
●インテンシブ英語
●プライベートレッスン
●英語教師スキルアップコース
●ビジネス英語
●試験対策：IELTS, ケンブリッジ

CES, Dublin

アイルランド、ダブリンにあるCESダブリン校。ここのカリキュラムでは、ダブリンの語学学校を常にリード
してきた英語教育には定評があり、LTM AWARDSという、世界で最も優れている語学学校を決める賞
に5年連続でノミネートされ、2007年にそれを受賞しています。

アイルランド・ダブリン

学校特色

Centre of English Studies (CES)は1979年に設立さ
れ、今年(2012年現在)で33年目という長い英語教育
の歴史を持っています。校舎はダブリンの中心部、テ
ンプル・バーにあります。テンプル・バーには約800も
のパブが集中していると言われ、ダブリンの人々の生
活に欠かせない憩いの場となっています。アイリッ
シュ音楽のセッションが頻繁にパブの中で行われてい
るので、テンプル・バーを歩いていれば、どの時間帯
でも必ず何かしら音楽が聞こえてきます。CESはトリ
ニティ・カレッジという、ヨーロッパでもトップ10に選ば
れる程の歴史と伝統を誇る名門大学から100メートル
程の距離に位置しています。

https://www.google.co.jp/maps/place/Centre+of+English+Studies/@53.3443221,-6.2635993,17z/data=!4m6!1m3!3m2!1s0x48670e9cc3055ee3:0x6496be3ed1493efb!2sCentre+of+English+Studies!3m1!1s0x48670e9cc3055ee3:0x6496be3ed1493efb

