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America
アメリカは日本の国土の25倍というとても広い多民族の国です。

州ごとに気候・景観・風習・法律も異なりますので、
行く都市によって全く違う印象を受けるでしょう。

アクティブコースでは、温暖な西海岸、都会的な東海岸など
留学生に人気の高い都市をセレクト。

旅行代金に含まれるもの
●日程表に記載しているエコノミークラスの団体航空運賃（この運賃・料金
には、運送機関の課す付加運賃・料金を含みます。）●ホームステイ滞在費
用（各契約の食事／原則個室）、学生寮滞在費用（食事なし・2人部屋）、大
学寮滞在費用（各契約の食事条件、2人部屋）●語学研修費用（授業料）●
到着時の出迎え費用●現地出入国税、空港税、航空保険料●燃油サー
チャージ ※ホームステイは、各校とも原則個室となっておりますが、繁忙期
では場合によって、相部屋になることもありますので、あらかじめご了承く
ださい。●あんサポ24会費
旅行代金に含まれないもの
●日本国内の交通費、食費、滞在費●日本国内の空港施設使用料（成田：
2,090円、羽田：2,570円、中部国際：2,570円、関空：2,730円、新
千歳：1,030円、福岡：970円）、旅客保安サービス料（成田：520円、
関空：310円） ※航空券に切り込みの為、旅行代金と一緒にお支払いくだ
さい。●現地での通学交通費●帰国時の空港までの交通費●現地アクティ
ビティ代●個人的諸費用（電話代、クリーニング代など）●自由行動中の一
切の費用●超過手荷物料金●渡航諸手続費用（旅券印紙代など）●ESTA
登録代金●教材費

このコースは、アメリカ合衆国の
ESTA（事前渡航認証）が必要です。

イメージ

米国線では事前に旅券情報が必要です。旅券申請・更新手続きが必要な方は早めに手続きをお願いします。

スクールリポート（学校詳細）はP29をご覧ください。

■添乗員：同行しませんが、研修期間中はスクールスタッフがお世話します。
■最少催行人員：１名
■滞在方法：�ホームステイ（原則個室）� �

（学生寮/レジデンス）�キングス�ロサンゼルス（食事なし・2人部屋）�
（大学寮/ドミトリー）�キングス�ニューヨーク（一日2食・2人部屋）

■利用予定航空会社：アメリカン航空、日本航空、全日空、ユナイテッド航空、シン
ガポール航空、大韓航空、エアカナダ、デルタ航空、アシアナ航空
� 注）航空会社の指定はお受けできません。
★このコースは、事前にパスポート情報が必要です。
★このコースは、帰国日の変更・延長等は一切できません。

【札幌・名古屋・大阪・福岡発着の方へ】
� 国際線の発着は原則成田空港となり、国内線は往復とも別手配となります。満席
等で予約できない場合はご利用いただけません。

� 出発地が名古屋以外の場合、基本、往復羽田便での手配となります。その際の
羽田〜成田空港間は各自移動。交通機関はお客様ご自身の手配・ご負担となり
ます。また、乗継によって前後泊となる場合も宿泊費はご自身のご負担となります。
※羽田〜成田間のリムジンバス代3,100円〜（大人片道／ 2017年10月現在）
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●アメリカ東海岸学校所在地MAP●アメリカ西海岸
　学校所在地MAP

※このコースは、出発1ヶ月前までにパスポート情報が必要です。

早期割引
キャンペーン

10,000割引
●11/30（木）までにお申し込みの方対象

円円

5,000 割引円円
●12/1（金）～12/25（月）
　にお申し込みの方（パンフレット記載）の旅行代金より

12月26日（火）以降に氏名変更・お客様都合によるコース（発着便、
研修校、滞在方法、授業時間等）の変更・ご出発日および帰国日の変更・
国内線の利用や変更等が生じた場合は適用外となります。

※早期割引期限日が店舗休業の場合は、その前日までとなります。

語学研修をさらに有意義なものとするためにご利用下さい。
語研たまごの英語トレーニングサポートパック 9,800円 （詳細はP50をご覧下さい）

オプション

【早期申込特典】　11/30（木）迄のお申込で、語研たまごをプレゼント！（早割10,000円とダブルでお得！）

研修校 15日間コース
（研修2週間）

22日間コース
（研修3週間）

29日間コース
（研修4週間）

レッスン数
食事 ・ その他

コースNo.150〜154 A  ボストン A 399,000円
B 410,000円
C 415,000円

A 479,000円
B 489,000円
C 495,000円

A 553,000円
B 564,000円
C 569,000円

月〜金曜日
週20レッスン

〈1レッスン：50分〉
（週16.7時間）

ホームステイ
一日2食

LSI ボストン校
（標準コース）

コースNo.150〜154 B  ニューヨーク-1 A 416,000円
B 434,000円
C 441,000円

A 502,000円
B 521,000円
C 527,000円

A 578,000円
B 597,000円
C 603,000円

月〜金曜日
週20レッスン

〈1レッスン：50分〉
（週16.7時間）

ホームステイ
一日2食

LSI ニューヨーク校
（標準コース）

コースNo.150〜154 C  バークレー A 396,000円
B 402,000円
C 414,000円

A 480,000円
B 486,000円
C 498,000円

A 558,000円
B 564,000円
C 577,000円

月〜金曜日
週20レッスン

〈1レッスン：50分〉
（週16.7時間）

ホームステイ
一日2食

LSI バークレー校
（標準コース）

コースNo.150〜154 D  サンディエゴ A 385,000円
B 391,000円
C 403,000円

A 463,000円
B 469,000円
C 482,000円

A 536,000円
B 542,000円
C 554,000円

月〜金曜日
週20レッスン

〈1レッスン：50分〉
（週16.7時間）

ホームステイ
一日2食

LSI サンディエゴ校
（標準コース）

コースNo.150〜154 E  ロサンゼルス A 438,000円
B 452,000円
C 458,000円

A 536,000円
B 550,000円
C 557,000円

A 637,000円
B 650,000円
C 657,000円

月〜金曜日
週20レッスン
（週15時間）

学生寮（2人部屋）※
（注）

食事なし（自炊可）

キングス ロサンゼルス
（標準コース）

〈早割スペシャル〉
※12月22日（金）までにお申し込みの方 11,000円割引 16,500円割引 22,000円割引
コースNo.150〜154 F  ニューヨーク-2 A 472,000円

B 490,000円
C 497,000円

A 577,000円
B 595,000円
C 602,000円

A 684,000円
B 702,000円
C 709,000円

月〜金曜日
週20レッスン
（週15時間）

大学寮（2人部屋）※
（注）
週19食

キングス ニューヨーク
（標準コース）

〈早割スペシャル〉
※12月22日（金）までにお申し込みの方 14,800円割引 22,200円割引 29,600円割引

アクティブ アメリカ 
英語研修

15・22・29日間

東京（羽田または成田）発着
150
コースNo.

札幌追加
151
コースNo.

名古屋追加
152
コースNo.

大阪追加 福岡追加
153 154
コースNo. コースNo.

旅 行 代 金 （ 東 京 発 着 ）日　程

1 1 1

10：30〜19：30：成田発 t
空路、アメリカ各地の研修地へ。

‥‥‥‥‥《日付変更線通過》‥‥‥‥‥
09：00〜21：00：各研修地着。
着後、出迎えを受け、ホームステイ先へ。

 / D / R 各研修地泊

2
▼
13
2
▼
20
2
▼
27

各研修校にて語学研修。
●初日にオリエンテーションとクラス分けテスト。
　（研修初日の月曜日が祝日の場合は翌日から）
●クラス（授業）
・週5日間（月〜金曜日）
・週15〜16.7時間
●土・日はフリータイム　各自のプランにてお過ごし下さい。

 / D / R 各研修地泊／語学研修

14 21 28

ホームステイ先を辞し、各自空港へ。
各自にて帰路のフライト・チェックイン。
07：00〜16：00：各研修地発 t
空路、帰国の途へ。

‥‥‥‥‥《日付変更線通過》‥‥‥‥‥
v 機中泊

15 22 29 13：30〜21：00：成田着
着後、空港にて解散。

旅行企画・実施：全国大学生活協同組合連合会　旅行センター
※上記のフライトパターンは成田発着の例です。
※国際線の発着が、羽田または各地空港発着となる場合があります。

燃油サーチャージ 旅行代金に含みます。

出発日 ▶ 15日間帰国日
（研修2週間）

22日間帰国日
（研修3週間）

29日間帰国日
（研修4週間）

A ��1月14日（日）▶ ��1月28日（日） ��2月��4日（日） ��2月11日（日）

A ��1月21日（日）▶ ��2月��4日（日） ��2月11日（日） ��2月18日（日）

A ��1月28日（日）▶ ��2月11日（日） ��2月18日（日） ��2月25日（日）

B ��2月��4日（日）▶ ��2月18日（日） ��2月25日（日） ��3月��4日（日）

B ��2月11日（日）▶ ��2月25日（日） ��3月��4日（日） ��3月11日（日）

B ��2月18日（日）▶ ��3月��4日（日） ��3月11日（日） ��3月18日（日）

B ��2月25日（日）▶ ��3月11日（日） ��3月18日（日） ��3月25日（日）

C ��3月��4日（日）▶ ��3月18日（日） ��3月25日（日） ��4月��1日（日）

C ��3月11日（日）▶ ��3月25日（日） ��4月��1日（日） ��4月��8日（日）

C ��3月18日（日）▶ ��4月��1日（日） ��4月��8日（日） ��4月15日（日）

札幌・福岡発着追加代金� 15,000円
大阪・名古屋発着追加代金� 10,000円

放課後、週末を使ってアメリカを満喫しよう！
自由な時間を使って、ホストファミリーと過ごしたり、観光したり。

放課後、週末の過ごし方

（注） 滞在先チェックイン時に、返金可デポジットとしてクレジットカード（VISA、Master、AMEX）の提示が必要です。
※2人部屋の場合、日本人と同室となる可能性がないわけではありません。あらかじめご了承ください。

★東京（羽田または
成田）・中部・

関空・福岡発着
（札幌・名古屋・大阪・福岡追加）レジデンス保険付き 国際クラス ドミトリー 出発保証オンキャンパス
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アクティブ英語研修に関するご相談に応じています。
お問い合わせは右記のQRコードからどうぞ。
（「○問い合わせ」にチェックをしてください）

LSIニューヨーク校は、マンハッタンにあるので、正に、New 
York Lifeを満喫できる学校です。2016年4月に移転し
た新校舎はウォール街、証券取引所、NY最古の教会、トリ
ニティチャーチに近く放課後の観光にも便利、最寄地下鉄
駅のレクターストリートにも徒歩数分と通学しやすい場所
にあります。校内には、広く、スペースがある教室、学生用の
ラウンジ、PCルームもあります。お洒落なセレクトショップ
などが集まるソーホー地区も近く、放課後はミュージカル、
スポーツ観戦などの観光や、ショッピングなど、ニューヨーク
を満喫できます。2017年度２月の国籍割合は、ブラジル、
日本15％、コロンビア14％、トルコ10％、フランス7％な
ど、ヨーロッパ、南米など世界45ヶ国から学生が参加しまし
た。アクティビティも充実しており、色々な国の人と交流が
もてるのも特徴。無線LAN対応校。

アメリカの歴史を知る街ボストン。LSIボストン校は、ボストンのダウン
タウンの中心に位置し、最寄駅のSouth駅まで徒歩5分。主要な観光地
も近く、立地条件は最高です。ボストン市内にはハーバード大学やマサ
チューセッツ工科大など有名な大学があり、アメリカの大学の雰囲気を
満喫しながら英語研修が出来ます。また、ボストンレッドソックスが有名な
大リーグだけでなく、4大プロスポーツ（NFL、MLB、NBA、NHL）
すべてのチームが本拠地を置いていたり、ボストン交響楽団や、
Museum of Fine Artsなどの美術館、博物館も多く、スポーツや芸術
にもゆかりの深い都市です。レンガ建てのビル内にある学校は温かい雰
囲気で、明るく親切な受付スタッフが出迎えてくれます。2017年3月
の参加者割合は、世界20ヶ国以上の方が参加、ブラジル、トルコ14％、
コロンビア、フランス約13％、韓国11％、日本、タイ7％、その他ドイツや
フランス等ヨーロッパ諸国、南米、アジア圏からご参加頂きました。教師、
スタッフは常に楽しく学べるように心がけています。無線LAN対応校。

LSI ニューヨーク校LSI ボストン校

マンハッタンの真ん中で
English in New Yorkを体験

立地条件は抜群！ 観光にも便利。
中規模でアットホームな雰囲気が好評です。

ニューヨークで
学ぶ！ 遊ぶ！

観る！ 食べる！

情熱ある
教師陣が

とことん指導

■学生数：100〜150人
■レベル数：6レベル（入門〜上級）
■クラス人数：8〜12名（最大15名）
■日本語スタッフ：いない
■アクティビティ：ヨガ、ミュージカル、コ

ンサート、ピクニック、自由の女神など

■学生数：80〜150人
■レベル数：6レベル（入門〜上級）
■クラス人数：8〜12名（最大15名）
■日本語スタッフ：いない
■アクティビティ：市内観光、ミュージカ

ル観劇、スポーツ、ボストンバーガー

市内観光、ピザパーティー、ナイトクルージング、
ビリヤード、ナイトパーティー、野球観戦、メトロポ
リタン美術館、MOMA、博物館、ワシントンD.C.、
ボストンへの週末旅行、ナイアガラの滝観光など

■成績証明書：可。
　（旅行申込時にお申出下さい。）

カンパニーで食事、ビリヤード、アウトレットで買
い物、ヨガ、フラメンコ、アーノルド森林公園、カ
ヤッキング、ハーバード大学見学、NY、ケープコッ
ド、ニューポート、カナダへの週末旅行など

■成績証明書：可。
　（旅行申込時にお申出下さい。）

スクール
データ

スクール
データ

BA

イメージイメージ

LSI サンディエゴ校LSI バークレー校

日本人割合が少なく、多国籍な学校。
治安も気候も良く、初めての留学でも安心で楽しめる。

サンフランシスコまで30分。カリフォルニア大学
バークレー校も近く、アメリカの大学の街を満喫できる。

DC バツグンの
国籍割合

経験豊かな
教師陣に定評

LSIサンディエゴ校は、LSIアメリカの中で最も規模が大きく、
そして日本人の少ない学校です。治安と気候が良く、年間を通
じて日本人の少ないインターナショナルな学校です。2017年
度３月の参加者は、スイスからの学生が15％。日本13％、ブラ
ジル14％、サウジアラビア10％、ドイツ6％、その他イタリア、
フランスなどのヨーロッパ、南米、アジアと世界中から約20ヶ
国の方にご参加頂きました。短期、長期を問わず、アメリカで勉
強するには最高の場所です。LSIアメリカの本校でもあるだけ
に、生徒のケアは抜群。会話を中心とした授業の後は、放課後
や週末にBBQ、シーワールド、ロサンゼルス、ディズニーランド
観光、メキシコ国境の街ティファナへの旅行などのアクティビ
ティも充実しています。「オールド・タウン」でスペインの雰囲気
を味わえるのもサンディエゴならでは。アメリカでの英語研修
を満喫したい人におススメです。無線LAN対応校。

1979年創立のLSIバークレー校は、街の中心にあり、地下
鉄駅へも徒歩数分で、サンフランシスコまで地下鉄で30分
程です。カリフォルニア州立大の本校であり、最も古い歴史
を持つ、カリフォルニア州立大学バークレー校へも徒歩圏内
で、構内キャンパスツアーなどもあり、“大学の街”ならでは
のアカデミックで自由な雰囲気を味わえます。校内はガラス
張りの教室に、ソファでくつろげる学生ラウンジもあります。
大学生の方だけではなく、社会人、アメリカの大学入学を目
指す高校生、母国で英語教師をされている方など、様々な目
的で研修する学生と一緒に学べます。また、毎年約25ヶ国
の方が参加するため、世界中の人々との交流を持つことも
可能です。会話、コミュニケーションを重視するレッスンなの
で、研修参加後に英語での自己表現力が身に付いたと実感
する参加者の方もいらっしゃいます。無線LAN対応校。

■学生数：150〜250人
■レベル数：6レベル（入門〜上級）
■クラス人数：平均8〜12名
■日本語スタッフ：いない
■アクティビティ：バルボアパークでのサッカー、レス

トランディナー、アイススケート、マリンスポーツ（サ

■学生数：80〜180人
■レベル数：6レベル（入門〜上級）
■クラス人数：平均8〜12名（最大15名）
■日本語スタッフ：いない
■アクティビティ：UCバークレー校ウォー

キングツアー、サンフランシスコ市内観

ーフィン、ジェットスキー等）、ホエールウォッチング、ホリデーパー
ティー、バレエ鑑賞、ボーリング、アンザボレゴ砂漠ツアー、学生参
加運動会（English Olympic）、サンディエゴ動物園、シーワールド。
ロサンゼルスやラスベガス、ディズニーランドへの週末旅行など。

■成績証明書：可。
　（旅行申込時にお申出下さい。）

光、野球観戦、ゴルフ、アルカトラズツアー、ナイト
ボーリング、セイルボートライド、ゴールデンゲート
ブリッジ観光、博物館見学、ヨセミテ国立公園、ディ
ズニーランド、ロサンゼルスへの週末旅行など

■成績証明書：可。
　（旅行申込時にお申出下さい。）

スクール
データ

スクール
データ

クラス�イメージ

進学コースに定評をもつ、キングスの新規校で
す。ビジネスや会計、またアートなどの科目が
多いコンコーディア大学の中にキャンパスを構
えており、マンハッタンまでは約30分程度。電
車１本で行くことができます。一方でこのエリ
アは裕福な家庭が多く住む穏やかな住宅街と
して知られており、落ち着いて学ぶことのでき
る環境が整っています。授業は大学内でしっか
りと学び、週末はマンハッタンで遊ぶ、というメ
リハリのある留学生活が送れるでしょう。もちろ
ん図書館やスポーツ施設など、大学の設備も利
用可能な上、学生寮も大学の敷地内にあるの
で通学も大変便利です。イギリスやアメリカに
複数校舎を構え、多くの留学生の学びをサポー
トするキングスですが、こちらは新規校のため
英語コースの学生も多すぎずアットホーム。ア
クティビティもほぼ毎日開催しているので、クラ
スを超えた交流も期待できます。

本校は有名なハリウッドにあり、オシャレ
でモダンな校内では多国籍の留学生と楽
しく過ごすことができます。学校はハリ
ウッド大通りとサンセット大通りの間に
あり、ハリウッド中心部でお店や映画館、
ホテルがあるハリウッド&ハイランドやア
カデミー賞が行われているドルビーシア
ター、ウォーク オブ フェイムなども徒歩
圏です。学校ではWIFIやコンピュータなど
設備も整っています。テラスの庭があり、
学生同士の交流がしやすいようになって
います。学生寮は徒歩で約15分圏内。机、
収納スペース、キッチン、バスルーム等が
あり、コインランドリーやWIFIなども完備
しています。日本人スタッフは市内オフィ
スに常駐の為、主に電話での対応となりま
す。本コースにお申込の方には出発前オン
ライン学習があります。

キングス ニューヨークキングス ロサンゼルス

マンハッタンにほど近い大学内キャンパスで
現地の大学生のような生活を体験！

映画の都・ハリウッド、有名スポットが徒歩圏。
エンターテイメントの本場で放課後をエンジョイ！！

穏やかで
安心な

高級住宅街！

ハリウッドの
中心地で

放課後満喫

■学生数：45〜100人（一般英語コース）
■レベル数：8レベルまで
 （初級〜上級）
■クラス人数：最大15名
■日本語スタッフ：いない
■アクティビティ：ニューヨーク市

■学生数：130〜350人
■レベル数：7レベル（初級〜上級）
■クラス人数：平均12〜14名
 （最大原則15名）
■日本語スタッフ：市内オフィス常駐
■アクティビティ：LAダウンタウンツ

アー、ハリウッド観光、ユニバーサル

内観光、ラクビー観戦、バスケットボール観
戦、ヨガ、美術館、学内ドッジボール、サルサ、
カラオケなど。ブロードウェイの情報提供も
あります。

■成績証明書：可。
 （旅行申込時にお申出下さい。）

スタジオ、ラニヨンキャニオンハイキング、コメ
ディーショー、クッキングクラス、ショッピング、
週末はサンフランシスコ、ヨセミテ公園、ラス
ベガスなどへの小旅行。

■成績証明書：可。
 （旅行申込時にお申出下さい。）
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FE

イメージ校舎�イメージ

イメージイメージ

学生寮（レジデンス）

（ご注意）�「レベル数」と「1クラスの人数」は、滞在される期間のスクールの「生
徒総数」などにより、表記と異なる場合がありますので、あらかじめご
了承ください。また、「アクティビティ」は、あくまでも「例」としてですの
で、滞在中に表記されたもの全てに参加できるとは限りません。

スクール・リポート
語学学校LSIが選ばれる理由
●創立53年の歴史を誇る伝統校。
●日本に支社があるから、家族も安心。
●世界中から参加する学生と、会話中心の授業で

楽しくしっかり学べる

サンプルタイムテーブル（一例）
月 火 水 木 金

標
準
コ
ー
ス

09：10 〜 10：50
（5 分休憩あり）

会話を中心に授業を行います。
ペアワーク、グループワークを行いなが
ら、グラマー、語彙、発音、スピーキング、
リスニング、リーディング、ライティングな
ど、英語の基礎力を養う総合的な授業。

10：50 〜 11：10 休憩
11：10 〜 12：50
（5 分休憩あり）

サンプルタイムテーブル（一例）
月〜金

09：00 〜 10：30 リーディング・ライティング・リスニング・スピーキ
ング・理解力強化・グラマー・ボキャブラリー・発
音など多くの分野を総合的に向上させていきます。11：00 〜 12：30

※�学生数が多い時期は時間割が午後シフトとなる場合があります。

大学寮（ドミトリー）

サンプルタイムテーブル（一例）
月〜金

09：00 〜 10：30 リーディング・ライティング・リスニング・スピーキ
ング・理解力強化・グラマー・ボキャブラリー・発
音など多くの分野を総合的に向上させていきます。11：00 〜 12：30

※�学生数が多い時期は時間割が午後シフトとなる場合があります。


