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グランドツアーの伝統
「5マイル先の美しい町へ行くより、むしろ 100 マイ
ル彼方の一人の賢人と話をしに行く方が良い」これは
英語辞典の編纂で名高いサミュエル・ジョンソンの言
葉です。彼が生きた 18 世紀のイギリスには、上流階
級の若者が教育の仕上げとしてヨーロッパ大陸へ修行
の旅に出る「グランドツアー（大研修旅行）」という
習慣がありました。日本と同じ島国イギリスは、冒険
心を持って海を越え、未知の国を訪問し、新しい知識
や文化を吸収して持ち帰る、留学の大先輩でもあった
のです。

イギリスで英語を学ぶ

10の理由
世界各国から偏りなく留学生が集まるイギリス
英語研修生の約 48％がヨーロッパの学生

特定の地域や国籍に偏らず、世界各国から万遍なく留
学生が集まってくるのがイギリスの特徴です。これは
英語を学べる主要国 MESDs (Major English-speaking 
destinations、カナダ、アメリカ、オーストラリア、マ
ルタ、ニュージーランド、南アフリカ ) の中で、最も

「英語」 発祥の地

イギリスといえば、英語発祥の地。クィーンズ・イン
グリッシュと呼ばれる正統派の英語を学ぶために、毎
年 60 万を超える人々がイギリスを訪れています。か
つて世界各地に植民地を持っていたイギリスは、英語
教育を統治政策の基本としていました。植民地では行
政において英語が支配的となり、法律の草案も英語で
行われるなど、公的な言語として使われていました。
独立後も英連邦諸国では英語が共通言語として使用さ
れ、こうした英語の広がりを背景に、イギリスは長年
に渡る英語教育のノウハウを蓄積。現在も英語教育に
おいて非常に高い水準を誇っています。

ヨーロッパ大陸は目と鼻の先
イギリスとヨーロッパを隔てるドーバー海峡は、わ
ずか３４キロ。ロンドンからユーロスター列車で海
底トンネルを越えれば、たった 2時間 15 分でパリに
到着です。ロンドン～パリ、ロンドン～ブリュッセ
ル間には 1日 30 便の列車が運航しており、日帰りも
可能です。学校で一緒に学ぶヨーロッパの学生たち
の国へ、英語を使って旅をする楽しみも生まれます。

英語文化の奥行に触れる
ストーンヘンジに代表される石器時代から、紀元前
9世紀頃のケルト人の侵入、その後ローマ人による
支配、さらにゲルマン人の侵入、ノルマン王の征服
によるフランスの支配の時代と、長い歴史の中で英
語文化が育まれてきました。ロンドンはもちろん、
地方の小さな町にいたるまで、その土地にまつわる
歴史や史跡を辿れるのも、イギリスで学ぶ魅力のひ
とつでしょう。

際立った特徴と言えるでしょう。ブリティッシュカウ
ンシルの認可を受けた英語学校の連盟 English UK の
調査によれば、2018 年に連盟の全 419 校で学んだ留
学生は約 50.4 万人、その国籍内訳 ( 私立校の場合 ) は
別表の通りとなっています。

■イギリスの英語講座で学ぶ学生の出身地域　

< English UK Student Statistics Report 2019*より  > 
■学生の国籍比率　TOP10　2018 年

＊ English UK はブリティッシュカウンシルの認可校の連盟で、私立の語学学校 360 校、公立カレッジ・大学 59 校
　が加盟。上記は、2018 年度、私立の加盟校に在籍した留学生数のデータ。

順位 国名 比率

1 イタリア 16.2%

2 サウジアラビア 9.5%

3 スペイン 7.2%

4 中国 6.1%

5 フランス 5.6%

6 トルコ 5.4%

7 スイス 4.5%

8 韓国 4.1%

9 ブラジル 4.0%

10 日本 3.8 %

思い立ったら、 いつからでも
イギリスの英語学校は、年間を通してコースを開講し
ています。多くは、毎週月曜日からスタートでき、思
い立ったらいつからでも出発できるフレキシブルさが
特徴。さらに、日本国籍者は、滞在の目的に関わらず
６ケ月以内の滞在は事前のビザ申請が不要。有効なパ
スポートさえあれば来週からでも出発が可能です。６
ケ月以上の留学を希望する場合は、認可校が発行する
入学許可証をもとに事前のビザ申請が必要です。

アフリカ 1.1%
北米 0.1%北米 0

ヨーロッパ
48.0%

中東 20.5%

アジア
19.3%

南米 11.0%
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厳格な監査制度による
「教育の質」 の基準

イギリスは教育の質に関する基準や、その評価方法に
おいて世界を一歩リードしています。その制度によっ
て、留学生は安心して留学先の学校を選ぶことができ
ます。

■ British Council　 
British Council はイギリスの政府機関で、外国語とし
ての英語（EFL）コースを開設している英国の学校、
カレッジ、大学に対し、品質管理の認定を行っていま
す。 経験を積んだ独立した機関からの審査官が学校
を定期的に訪問し、高い基準を満たした学校のみが、
認定校として承認されます。監査項目の中では、ホー
ムステイに関しても一定の質の確保を求めるほど徹底
しています。British Council の認可校の連盟が English 
UK です。

■ British Accreditation Council 　　 
BAC は主としてチュートリアルカレッジや専門学校な
ど、私立の高等教育機関について、独自の基準を設定
し、認定を行っています。英語以外の専門科目や資格
コースについて、47 名の調査官が監査を行っており、
2019 年 10 月現在 222 校が認定を受けています。

ヨーロッパ共通の
英語力指標 CEFR

ヨーロッパ統合の動きの中で、共通した言語の評価基
準を求めて作られたのが、CEFR（Common European 
Framework of Reference for Languages）です。学生
ビザ（Tier 4）申請には、B1 レベル以上の英語力の証
明が必要です。

■言語機能に基づく共通参照レベル

英語の後は進学
幅広いオプション

一定の英語力を身につけたら、その先の高等教育機関
への進学の可能性が広がります。イギリスには学位取
得可能な大学が180以上、専門学校は500以上あります。
大学の学部は３年間、大学院の修士課程は１年間が主
流ですので、レベルの高い教育課程を日本より短い期
間で修了することができます。また、専門学校には各
分野で基礎からプロフェッショナルなレベルまでコー
スが用意されており、幅広い選択肢の中から将来のキャ
リアを見据えて進路を選ぶことができます。

1 週間から1 年まで
多彩なコース揃い

英語のレベルや目的に合わせて、イギリスには多彩な
コースが揃っています。期間も、忙しいビジネスマン
が休暇で学べる１週間コースや、大学を休学して１年
近く学ぶコースまでさまざまです。

■一般・集中英語コース
英語の基本スキルを身につけるコース。１クラスは
12 名以下の少人数で行うことが多い。１週間～１年
まで、期間は自由に選べる。
■ビジネス英語
ビジネスで使う英語力を磨く短期集中型が多い。ヨー
ロッパ内の企業派遣の生徒も多く、実践的な授業が主
流。中級以上の英語力が必要な場合が多い。
■職業専門英語
法律、医療、ジャーナリズム、観光業といった特定の
職種に役立つ言語スキルを学ぶ。
■試験対策コース
各種の英語資格試験の対策を行う。イギリスでは
IELTS やケンブリッジ検定試験コースが多く、TOEFL
や TOEIC 講座は少ない。ケンブリッジ検定はヨーロッ
パの就職に利用されるので、ヨーロッパの学生の受講
が多い。
■アカデミック英語
進学準備のために、アカデミックな場で通用する英語
力やスタディスキルを身につける。
■ファンデーション
専門学校や大学進学のための準備コース。大学と提携
してコース修了時に編入可能なものもある。

上
級

C2
聞いたり、読んだりしたほぼ全ての
ものを容易に理解することができる。
自然に、流暢かつ正確に自己表現が
でき、非常に複雑な状況でも細かい
意味の違い、区別を表現できる。

IELTS 8.5
ケンブリッジ検
定 CPE

C1
いろいろな種類の高度な内容のかな
り長いテクストを理解することがで
き、含意を把握できる。言葉を探し
ているという印象を与えずに、流暢
に、また自然に自己表現ができる。

IELTS 7.0
ケンブリッジ検
定 CAE
TOEIC945
TOEFL iBT 95

中
級

B2
自分の専門分野の技術的な議論も含
めて、抽象的かつ具体的な話題の複
雑なテクストの主要な内容を理解で
きる。緊張せず母語話者とやり取り
ができるくらい流暢かつ自然である。

IELTS 5.5
ケンブリッジ検
定 FCE
TOEIC785
TOEFL iBT 72

B1

仕事、学校、娯楽で普段出会うよう
な身近な話題について、標準的な話
し方であれば主要点を理解できる。
身近で個人的にも関心のある話題に
ついて、単純な方法で結びつけられ
た、脈絡のあるテクストを作ること
ができる。

IELTS 4.0 – 
4.5
ケンブリッジ検
定 PET
TOEIC550
TOEFL iBT 42

初
級

A2
ごく基本的な個人的情報や家族情報、
買い物、近所、仕事など、直接的関
係がある領域に関する、よく使われ
る分や表現が理解できる。

TOEIC385

A1
自分や他人を紹介することができ、
どこに住んでいるか、誰と知り合い
か、持ち物などの個人的情報につい
て、質問をしたり、答えたりするこ
とができる。

TOEIC110

一般英語 ・ 集中英語 ・ アカデミック英語

ファンデーションコース （1 年）

IELTS 5.0 ～ 5.5

大学学部過程 （3 年）

IELTS 6.0 ～ 6.5

大学院課程 （1 ～ 2 年）

IELTS 6.5 ～ 7.0

専門学校 / 公立カレッジ
職業スキル ・ 資格コース

IELTS 5.0 ～ 5.5

・ アート、 デザイン、 メディア
・ ビジネス、 経理
・ 旅行業、 ホスピタリティ
・ IT、 コンピューター
・ チャイルドケア
・ 音楽、 演劇、 スポーツ 
etc.
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9

10

私立英語学校
公立学校付属の英語講座

公立カレッジ ・ 専門学校 大学付属

・１週間～長期まで年間を通して実施。い
つからでも、希望の期間学べる。
・コミュニケーション力の強化や試験対
策など、即効性のあるコースが中心。
・世界各地域から万遍なく留学生が集ま
るので国籍の偏りが少ない
・比較的規模が小さく、学校の面倒見がよ
い。初めての留学に向いている。
・１クラスの人数は 12 名以下と、少人数
のクラス編成が多い。

・学期単位の受講が多く、長期研修に向
いている
・英語力をつけた後に、各種のキャリア
資格コースを目指す人が多い。
・キャンパス内にはローカルの学生も。
学校の施設も充実しているところが多
い。
・１クラスの人数は、英語学校よりやや
多く 12 ～ 20 名位
・自律的に学べる人向き

・大学進学のための英語コースが中心で、
学期単位の受講。
・学生寮など充実した大学の施設が利用
できる。他の留学生や英国人学生との交
流の機会もある。
・大学進学を前提にしているので、受講
生はアジア、中東などヨーロッパ以外の
国籍が多い。
・夏期には一般英語を学ぶ短期のサマー
コースが実施され、さまざまな国籍の学
生が集まる。多くは８月上～中旬で終了。

■英語を学ぶ！　私立校と公立校の比較
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Top 
Schools
英語教育評価 
５つ星校

Eastbourne
Chichester

Cheltenham

Exeter

Broadstairs
London

Oxford 

Cambridge

York

Chester

Bristol

Bath Salisbury
Guilford

Torquay
Plymouth

Canterbury

EdinburghGlasgow

Manchester
Leeds

Nottingham

Lake District

Lands End

Brimingham

Belfast

Bournemouth

Lewes

　　　　　　イギリス
　　　　　　国の基本データ

人口：6511 万人 （日本の約半分）

首都 ： ロンドン
国の面積 ： 24 万 2900Km2 

　　　　　　　　( 日本の約 70％）

通貨 ： £ ポンド

日本から ： 直行便で約 12 時間

時差 ： 日本時間 -9 時間
　　　　　　※サマータイムは -8 時間

　　　
　　　

Leicester

ブリティッシュカウンシルによる教育監査で

約 350 校の認可校の中で

トップ評価の 3 校をご紹介

英語教育のプロも認める実力校で

実力アップを目指そう！

Winchester

P13

P12

 Brighton

P10-12

P6, 8-9
P5

P16

P7

P15,16 P14

P14

Portsmouth

　■UK Top Schools ～英語教育評価５つ星校（3校）
　 ELC Bristol（ブリストル）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P5
　 Wimbledon School of English（ロンドン）                                                                   P6
　 LSI Portsmouth（ポーツマス）                                                                                          P7

　■ロンドン（3校）
　 Kings London（ロンドン郊外）                                                                                         P8
　 St.Giles London Highgate（ロンドン）                                                                           P9
　 CES Wimbeldon（ロンドン）                                                                                             P9

　■大学町・オックスフォード＆ケンブリッジ（4校）
　 Kings Oxford（オックスフォード）                                                                                  P10
　 CIE Oxford（オックスフォード）                                                                                      P11　
　 CES Oxford（オックスフォード郊外）                                                                            P12
　 Studio Cambridge（ケンブリッジ）                                                                                P12

　■イギリスの地方都市（6校）
　 English in Chester（チェスター）                                                                                     P13
　 ELC Brighton（ブライトン）                                                                                              P14
　 ELC EastBournes（イーストボーン）                                                                               P14　　　
　 Beet Language Centre （ボーンマス）                                                                              P15
　 Southbourne School of English（ボーンマス）                                                            P16
　 Exeter Academ（エクセター）                                                                                          P16

　■アイルランド（4校）
　 CES Dublin（ダブリン）                                                                                                      P18
　 DCU（ダブリン）                                                                                                                   P18
　 Emerald Cultural Institute（ダブリン）                                                                           P19
　 Cork English College（コーク）                                                                                         P20

　■出発までの STEP・語学研修参加条件書・お申込書                    P21-23

目  次

　　　　　　アイルランド
　　　　　　国の基本データ

人口 ： 499.5 万人 （日本の約 4%）

首都 ： ダブリン
国の面積 ： 7 万 273Km2 

　　　　　　　( 日北海道の約 8 割）

通貨 ： € ユーロ

日本から ： 乗継便で約 16-21 時間

時差 ： 日本時間 -9 時間
　　　　　　※サマータイムは -8 時間

Dublin 

Cork 

P18-19

P20

イギリス＆アイルランド英語留学イギリス＆アイルルルルルルルラララララランド英語留学
tabigaku

実力実力アアップを目指そう！実力アアップを目指そう！

EL Gazett 誌の英語学校ランキング　2019

イギリスの政府機関ブリティッシュカウンシルは、英語コースを
実施する学校・カレッジ・大学に対して品質管理のための認可制
度を設けています。経験を積んだ審査官が定期的に訪問し、運営・
教育・教師・設備・宿泊などのさまざまな面から監査をし、学校
毎に細やかな評価を与えています。英語教育情報誌 EL Gazette は
全英 400 以上の認定校の中からブリティッシュカウンシルによる
評価のトップ 10％の学校に対して “Centre of Excellence” の名称
を与え、学校評価の目安の一つとてしいます。2019 年、評価項
目の全てで Strength を獲得しているのは、ここで紹介する 3校
を含む6校のみ。まさに「プロが選んだ優良校」と言えるでしょう。
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■研修費用  （授業料・宿泊費・入学金・教材費込み）　
授業料 +ホームステイ（1人部屋・2食付）

期間 集中英語　
週 21 時間 2022 年 入校日

2週間
3週間
4週間
6週間
8週間
10週間
12週間
16週間
24週間
36週間

183,000円
266,000円
343,000円
506,000円
669,000円
833,000円
975,000円
1,295,000円
1,873,000円
2,739,000円

■入校日
毎週月曜日

推奨の開始日：
1/4, 3/14, 6/13, 7/4, 
8/1, 8/22, 9/12

■宿泊
入室：日曜
退室：土曜

・ 16 才以上対象 　　　　　  ・ 初級 (A2) ～上級、 7 レベル　　　　　　　 ・ 1 クラス 14 名以下、 平均 10 名
午前中は、文法・リスニング・発音・リーディング・語彙・会話などの基本クラス。午後は、試験対策や作文・
会話などから各自のニーズに合せた選択科目。     　　　　■ 6 か月以上は学生ビザ要

≪追加費用≫　
・空港送迎手配：9,500 円（片道、ブリストル空港）、39,500 円（片道、ロンドンヒースロー空港）              
・夏期追加料金：3,400 円 / 週　※ 6/13- ～ 8/12 の受講者に適用。但し 10 週間以上の受講者は免除
・学生レジデンス ( 通年 )（1人部屋・自炊）滞在追加料金：2,600 円 / 週　※年間を通して利用可
・大学寮 ( 夏期のみ )（1人部屋・自炊）滞在追加料金：2,600 円 / 週　※ 7/3 ～ 8/27 間のみ利用可
・UTS 手続き費用は別途→ P21 参照  　
※上記費用は2022年4月の為替レートで換算しています。為替の急激な変動で今後変更になる場合があります。
≪休校日≫ 1/1-3, 4/15-18, 5/2, 6/2-3, 8/29,  12/19 - 1/2 (2023 年 )

ロンドンより列車で 1時間半ブリストル

●
ブリストル

ELC - English Language Centre,  Bristol
ELC イングリッシュ ランゲージ センター ブリストル

モチベーションの高い仲間と切磋琢磨
地元ブリストル大学の部活にも参加しよう！

■名門ブリストル大学がある町
ブリストルはエイボン川の河口に広が
る歴史ある商業都市。大学町としても
有名です。学校は中心部から 15 分程
の住宅街に校舎を構えています。学習
意欲の高い学生のための学校でありた
いという方針の下、パートタイム（半
日コース）は行わず、しっかり学ぶ集
中英語のみを開講。口コミやリピー
ターの学生が多く、年間を通して人気
があります。モチベーションの高い学
生が集まる環境は、基礎力はあるけれ
ど、もう少し上の英語力を目指したい
という人にオススメです。学校での課
外活動の他、ブリストル大学の学生ユ
ニオンが主催する各種の部活動や、地
元コミュニティのサークルに参加し
て、ローカルの人たちとの交流する

■ブリストル大学や地元のサークルにも参加！
長期滞在の場合は、ブリストル大学の学生ユニオンが主催する
各種の部活動や、地元コミュニティのサークルに多くの学生が
参加しています。ローカルの人たちとの交流を通じて、英語力
もさらにアップできそうです。

■ School Fact     ※ 2018 ～ 2019 年実績
学生数   100 名（12 月）～ 350 名（8月）

主な国籍
※年間平均

  スイス　25%　 
  サウジアラビア　12%   
  イタリア　10%
  トルコ　8%
  韓国　6%　

日本人割合   3％（12 月）～ 10％（8月）
平均年齢   25 才  ※受講年齢 16 才以上

■集中英語（週 21時間）の時間割例
時間 月 火 水 木 金

09:15-11:00 文法 ・ リスニング ・ 発音

11:30-12:45 ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ・ 語彙 ・ 会話

12:45-14:00 昼休み

14:00-15:30
作文

試験対策
会話

選択科目
作文

試験対策
会話

選択科目
フリー

15:45-17:30 指導付の自習、 会話クラブ （週 2 時間）、 宿題

Badminton （バドミントン）
Ballroom Dancing （社交ダンス）　
Basketball （バスケットボール）
Capoeira （ブラジルのカポエイラ）
Choir （聖歌隊）
Church （教会活動）
Climbing （登山）
Cycling （サイクリング）
Film （映画）
Fine Arts （絵画）
Football （サッカー）
Futsal （フットサル）
Hip Hop/Street Dance （ストリートダンス）
Kick Boxing （キックボクシング）
Kite surfi ng （カイトサーフィン）
Korea （韓国研究）
Law （法律研究）
Marketing （市場調査）
Meditation （瞑想）
Muay Thai （ムエタイ競技）
Music （音楽）
Philosophy （哲学）

Photography （写真）
Pole dancing （ポールダンス）
Public Speaking （演説）
Running （ランニング）
Swimming （水泳）
Table Tennis （卓球）
Taiwan （台湾研究）
Tennis （テニス）
Trampoline （トランポリン）
Turkey （トルコ研究）
Volleyball （バレーボール）
Wine Circle （ワイン同好会）
Yoga （ヨガ）

学生に人気のクラブ活動例（ブリストル大学のクラブ）

■宿泊オプション
ホームステイ
１人部屋・2食付
学生レジデンス・大学寮
１人部屋・自炊
民間の学生レジデンスでの宿泊が可能です。シャ
ワー、トイレ、キッチン、TV 室などを数部屋毎
に共有。学校までは徒歩圏内。さまざまな国の学
生と共同生活ができる人気の宿泊形式です。
7-8 月はブリストル大学の学生寮の宿泊を紹介。

機会も応援しています。長期滞在の
学生では約 30％がブリストル大学
の部活に、14％が地元サークルに参
加したというデータもあります。教
室で学んだ英語を使い会話力をスキ
ルアップしましょう。また、ELC の
学生証の提示で大学の学生ユニオン
（プール、食堂、チケットショップ等）
の施設も利用できます。

代表のジョン・ダンカン氏は大学卒業後す
ぐに就職するのをためらい、南米を中心に
2年間も世界中を放浪した経験のあるユニー
ク人物。英国に戻りこの学校に就職した時
は一番の若手教師でした。現在はディレク
ターとして世界各国から集まってくる人び
とに最善の英語教育を提供するべく、交流
を深め、その人生の一助となる留学に情熱
を傾けています。その情熱は在学生の名前
と出身をすべて暗記するほど。こんな人格
者の下で、スタッフ、教師が抜群のチーム
ワークを発揮し、それが ELC を居心地の良
い学校にしています。

ここに人あり！
        代表者 ： ジョン ・ ダンカン氏 

左：John Duncan 　
右：Andrew Edward（校長）

■ British Council
による監査結果の
ランキングで毎年
トップグループに
入る常連校

※以下は一例です。活動内容・種類は時期により異なる場合があります。

旅学 View

Youtube 動画で

学校を覗いてみよう！

▼▼▼

週 21 時間のフルタイム授業週 21 時間のフルタイム授業さまざまな国から学生が集まります。さまざまな国から学生が集まります。 Abon House 校舎Abon House 校舎
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ロンドン中心部より地下鉄で 20 分

■研修費用  （授業料・宿泊費・教材費・入学金・教材費込み）　

ウィンブルドン

●

■全英 400 校中トップの評価
学校は創立から 52 年。2010 年にブ
リティッシュカウンシルから最高評
価を獲得以来、毎年高評価校にラン
クインする人気校で、直近の監査で
はパーフェクトも達成。英語教育情
報誌Language Gazzettがロンドンの
英語学校を対象に実施した 2013 年
度の費用対効果調査では、Best Buy
校にも選ばれています。学校のある
ウィンブルドンはロンドン中心部か
ら地下鉄で 20 分程の住宅地。緑の
多い落ち着いた環境で学習と生活が
できるのもおすすめのポイント。
■午前＆午後のバランス良い授業
週 24 レッスンの集中英語は、午前
中の授業と週 2回の午後の授業の組
み合わせでしっかり学べます。週 3

ﾛﾝﾄﾞﾝ

Wimbledon School of English
ウィンブルドン スクール オブ イングリッシュ

f E li

ロンドン郊外。環境の良い住宅地ウィンブルドン
ブリティッシュカウンシルからも高評価の人気校

■ School Fact     ※ 2018 ～ 2019 年実績
学生数   189 名（12 月）～ 426 名（7月）

主な国籍
※年間平均

 スイス　14%　 
  日本　11%   
  韓国   11%
  イタリア　8%　
  サウジアラビア　8%

日本人割合   7％（3月）～ 18％（8月）

平均年齢   26 才  ※受講年齢 16 才以上

わいわいランチを楽しむ売店やミニキッチンもあるわいわいランチを楽しむ売店やミニキッチンもある

■集中英語（週 24レッスン =20 時間）の時間割例
時間 月 火 水 木 金

09:15-10:55 英語授業

11:15-12:55 英語授業

12:55-13:55 昼休み

13:55-14:45 英語授業 自由時間
課外活動

英語授業 自由活動
課外活動

自由活動
課外活動14:55-15:45 英語授業 英語授業

宿題 毎日 ： 1 ～ 2 時間の宿題

■宿泊オプション
ホームステイ
1人部屋・2食付
学生アパート（シェアハウス滞在）
1人／2人部屋・自炊。学校が管理する学生アパート。
市内に複数の物件があり、アパートや部屋タイプに
より費用が異なります。到着・退室は土曜のみで時
間帯の制限あり。詳しくはお問い合わせください。

授業料  ＋  ホームステイ (1 人部屋・2食付 )

期間 集中英語
週24 ﾚｯｽﾝ =20 時間

集中プラス
週28 ﾚｯｽﾝ =23.3 時間 英語 +文化コース 2022 年 入校日

1週間
2週間
3週間
4週間
6週間
8週間
12週間
24週間
36週間

117,000円
209,000円
302,000円
397,000円
568,000円
749,000円
1,049,000円
1,885,000円
2,722,000円

128,000円
230,000円
333,000円
437,000円
626,000円
826,000円
1,161,000円
2,109,000円
3,058,000円

140,000円
238,000円
----------------

※ 40 歳以上が対象。
※週 20 ﾚｯｽﾝの英語授
業と週6回の半日旅行、
及び土曜の 1 日旅行 1
回で構成される英語＋
文化体験プログラム。
※英語力は中級(B1-B2)
レベルが対象。

■入校日
毎週月曜日
----------------
■英語＋文化コースは　
下記特定日のみの開始
7/18, 8/15, 9/26, 12/12

■宿泊
入室：日曜※

退室：土曜
※シェアハウスは土曜日夕方
5時までの入室となります。

・ 16 才以上対象　　　　 ・ 初級～上級、 約 6 レベル　　※初心者は特定の開始日の設定あり
・ 1 クラス 14 名 （夏期は 16 名） 以下、 平均 10 名　　　　 ・ 1 レッスン＝ 50 分
■ 6 か月以上は学生ビザ要

≪追加費用≫　
・空港送迎手配：23,800 円（片道、ロンドンヒースロー空港） 
・ホームステイプラス（1人部屋・専用ｼｬﾜｰﾄｲﾚ有り・2食付）追加費用：6,000 円／週
・学生アパート（シェアハウス 1人 /2 人部屋・自炊）追加費用：17,000 円～ 20,400 円／週
    ※宿泊施設や部屋タイプにより費用が異なります。詳しくはお問合せください。
・クリスマス＆年末年始の長期休暇期間のホームステイは追加料金が必要です：約 8,500 円／週
・UTS 手続き費用は別途→ P21 参照 
※上記費用は 2022 年 4月の為替レートで換算しています。為替の急激な変動で今後変更になる場合があります。
 ≪休校日≫ 1/1-3, 4/15-18, 5/2, 6/2-3, 8/29,  12/17- 1/3 (2023 年 )

日は午後が自由時間となり、自習を
したり、学校の課外活動に参加した
り、友達とロンドン市内を巡ったり
と有効に時間を使えます。放課後に
はバドミントンやサッカーなどのス
ポーツ、映画鑑賞や博物館訪問など
の文化的な課外活動がほぼ毎日計画
されています。その他、格安で見れ
るミュージカルツアーなどロンドン
ならではの楽しみも満載です！

■午前＆午後のバランス良い授業
週 24 レッスン（=20 時間）の集中英語
は午前中 20 レッスンと午後 4レッスン
の組合せで、午後は英語レベルによって
授業の時間帯が異なります。コミュニ
ケーション能力の向上に最も力を入れて
おり、毎日の宿題、毎週の進度テスト、
毎月のチュートリアル指導など、きめ細
かいフォローを実施しています。

■オプション科目追加の週 28レッスン
基本の週 24 レッスン（=20 時間）に加
えて、週 4レッスンの以下オプション科
目を追加する週 28 レッスン（=21 時間
40 分）のコースもあります。
　・Communication Skills
　・Pronunciation
　・Grammar and Writing Workshop
　・Medical English
　・IELTS, Cambridge Preparation  etc.

Time Table
Standard Courses 24 lessons (1lesson=50 minutes)

All Levels Beginner to Higher 
Intermediate

Higher Intermediate 
Plus to Profi ciency

Day 1st 2nd 3rd session 3rd session

Mon

09:15 - 

10:55

11:15 - 

12:55

13:55 - 
14:45

14:55 - 
15:45 Free Free

Tue Free Free 13:55 - 
14:45

14:55 - 
15:45

Wed 13:55 - 
14:45

14:55 - 
15:45 Free Free

Thu Free Free 13:55 - 
14:45

14:55 - 
15:45

Fri Free Free Free Free

Lu
nc

h

Br
ea

k

Br
ea

k

Br
ea

k

Kings Lodge Queen Lodge

ウィンブルドン市の中心部にあるデ
ラックスタイプのレジデンス。鉄道
駅、地下鉄駅まで徒歩 2分の便利な
ロケーションです。
・9部屋（1人部屋、2人部屋で各　
　室シャワー /トイレ付 )
・共同キッチンにて自炊
・18 才以上

新たに改装されたデラックスタイ
プのレジデンス。ウィンブルドン
市中心部にも近く、学校からは徒
歩 10 分。
・6部屋（1人部屋、各室シャワー
　/トイレ付 )
・共同キッチンにて自炊
・18 才以上

Haynt Walk 1・2 Cottenham Park 1・2

ウィンブルドン市の南西部にある２
棟のレジデンス。通学は徒歩で30分、
バスで 10 分の距離にあります。
・各 4部屋と 5部屋
・1人部屋、2人部屋
・シャワー /トイレは共有。室内に　
　ある部屋もあり。
・共同キッチンにて自炊
・18 才以上

郊外の住宅エリア Raynes Park にあ
レジデンス。通学はバスで約 20 分
の距離にあります。
・各 6部屋
・1人部屋
・シャワー /トイレは共有。室内に　
　ある部屋もあり。
・共同キッチンにて自炊
・18 才以上

ロンドンで シェアハウス滞在 (Student House Share)
通学に便利なエリアで、仲間と一緒らしながら英語を磨こう！

※英語レベルにより、午後の時間帯が変わります。

Youtube 動画で
学校を覗いてみよう！

▼▼▼

可愛らしいレンガ造りの校舎、可愛らしいレンガ造りの校舎、

緑あふれる中庭も広がります。緑あふれる中庭も広がります。

学校の管理の学校の管理の

学生アパートでの共同生活も人気学生アパートでの共同生活も人気
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ロンドンから列車で 1時間 30 分

■研修費用  （授業料・宿泊費・入学金・教材費込み）　

ポーツマス

●

ポーツマス

LSI  Portsmouth
エルエスアイ ポーツマス

ポーツマス大学のオフィシャル英語センター
IELTS 試験の指導に定評あり

■学習重視ならここ、IELTS 試験センターも
ポーツマスはソレント海峡に面して
突き出したポートシー島に位置して
います。ロンドンからは列車で 1時
間 30 分。人口 20 万人のうち学生
が 2万人と、町には若者の活気が溢
れ、エンターテイメントセンターや
文化・スポーツ施設、アウトレット
モールなども充実しています。学校
はポーツマス中心部近く、44 教室、
夏期には 100 ～ 200 名が学ぶ、この
地域では最大規模の英語学校です。

■ポーツマス大学指定の英語センター
学校はポーツマス大学のオフィシャ
ル英語センターに指定されているの
で、将来の協定校留学や大学院留学
など目指してアカデミック英語を鍛
えたい人にもおすすめできます。

■ School Fact     ※ 2018 ～ 2019 年実績
学生数   43 名（1月）～ 162 名（8月）

主な国籍
※年間平均

  中東諸国　13%
  スイス　8%   
  イタリア　7%　
  タイ　7%
  中国 13%（大学進学準備コース）

日本人割合   2％（7月）～ 16％（10 月）
平均年齢   24 才  ※受講年齢 18 才以上

港町ポーツマス港町ポーツマス

また、この地域の IELTS の公式試
験センターとして毎月テストを実
施、その結果を基にした大学入学
のサポートも行っています。授業
の他にセルフアクセスレッスン、
スポーツやイベントなどの課外活
動も充実しています。

<課外活動例>
会話クラブ、教師と一緒にサッ
カー、サルサ、映画ナイト etc...。

ラウンジは友達作りの場ラウンジは友達作りの場

■集中英語・IELTS コース（週 22.5 時間）の時間割例
時間 月 火 水 木 金

09:15-10:30 文法 ・ リスニング ・ スピーキング

10:45-12:00 文法 ・ リスニング ・ スピーキング

12:00-13:15 昼休み

13:15-14:30
作文 ・ 語彙 ・ 試験スキル フリー

14:45-16:00

16:00 - セルフアクセス （指導付の自習）

■宿泊オプション
ホームステイ
１人部屋・2食付

授業料 +ホームステイ（1人部屋・2食付）

期間 集中英語
（週 22.5 時間）

2022 年 入校日 期間 IELTS 試験対策
（週 22.5 時間）

2022 年 入校日

2週間
3週間
4週間
6週間
8週間
10週間
12週間
16週間
24週間
36週間

169,000円
245,000円
321,000円
472,000円
627,000円
778,000円
882,000円
1,184,000円
1,742,000円
2,602,000円

■入校日
毎週月曜日

■宿泊
入室：日曜
退室：土曜

2週間
3週間
4週間
6週間
8週間
10週間
12週間
16週間
24週間
36週間

－
－

321,000円
472,000円
627,000円
778,000円
882,000円
1,184,000円
1,742,000円
2,602,000円

■入校日
毎週月曜日

■宿泊
入室：日曜
退室：土曜

・ 18 才以上対象　　　  ・ 初級～上級、 約 8 レベル　　※但し、 IELTS 試験対策は中級 (B1) 以上が対象
・ 1 クラス 12 名以下、 平均 9 名　
■ 6 か月以上は学生ビザ要

≪追加費用≫　
・空港送迎手配：23,000 円（片道、ロンドンヒースロー空港）   
・夏期（6/6-8/26）追加料金：6,000 円／週
・UTS 手続き費用は別途→ P21 参照  　
※上記費用は2022年4月の為替レートで換算しています。為替の急激な変動で今後変更になる場合があります。

≪休校日≫ 1/3, 4/15-18, 5/2, 6/2-3, 8/29,  12/17- 1/3 (2023 年 )

会話力強化がポイント
4つのスキルをバランスよく学ぶ

集中英語コース IELTS 試験対策コース

読み・書き・聴く・話すの４スキル
を網羅し、さらにコミュニケーショ
ン力の強化に力点を置いた授業を
行います。午前中は文法クラス、午
後は会話とリスニングクラス。いず
れのクラスでも、語彙の強化と発音
指導を行います。学んだ英語を実際
のシチュエーションで運用するト
レーニングや、ペアワークなども
頻繁に行います。英語の総合力を
高めたい人、英語コミュニケーショ
ンの機会を増やしたい人に向いて
います。
■ Fact Check
・受講対象年齢　18 才以上　
・生徒の平均年齢　23 才
・1クラスの人数　12 名以下
・授業時間数　週 22.5 時間 ( クラス授業 ) 
+ セルフアクセス週 5-10 時間

効率の良いカリキュラムで学べる
IELTS 試験対策コース　※ 4週間～

IELTS 試験に必要なスキルを集中的に
学び、効果的な英語運用能力を高め
るコースです。LSI の講師陣は IELTS
指導に豊富な経験を持っており、
IELTS の教材を執筆している教員もい
ます。また、南英地域の IELTS 試験
センターに指定されているため、学
内で月 2回、公式 IELTS 試験が行わ
れています。滞在中に公式テストを
受験できるメリットもあります。授
業以外に毎日課題が出される他、ス
ピーキングも含めアカデミックな英
語スキルを総合的に学びます。　
■ Fact Check
・受講対象年齢　18 才以上　
・生徒の平均年齢　23 才
・1クラスの人数　12 名以下
・授業時間数　週22.5時間(クラス授業) 
+ セルフアクセス週 5-10 時間

Students' Union
ポーツマスは大学町
S““

““

LSI は地元ポーツマス大学と、様々な形で
結びつきがあります。たとえば、LSI の学
生証で大学のジムが学生料金で使用できま
す。また、夏期を除く大学の学期中であれ
ば、ユニオンが企画するイベントに参加し
たり、図書館を利用できたりします。

Portsmouth FC

青色がチームカラーのポーツマス FC. 
1898 年創立の歴史あるチーム。財政難
により一般からの出資をつのり、サポー
ターがクラブオーナーとなる、世界最大
の市民クラブとして、再スタートをきっ
ています。お隣のサザンプトン FCとの
試合時は、大いに盛り上がるとか。

三角の帆をイメージした
ポーツマス名物のタワー
「Spinnaker」は高さ 170
メートル。展望台からは、
晴れていれば遠く 40 マイ
ルかなたまで見渡せます。
展望台の透明ガラスの床
からは、100m下の地上を
覗くことも！

 Gunwharf Quays
ショッピングとグルメな休日

95 のブランドショップやレストラン
が並ぶベイエリアのアウトレットモー
ル。お買物を楽しんだり、グルメを味
わったり、波止場の散策を楽しんだり、
映画館やボーリング場もあります。の
んびりと休
日を過ごし
ては？

GGGGGGGGGGG
シシ““Sky Walk Sky Walk 

地上 100m, 350 度のパノラマ地上 100m, 350 度のパノラマ

港町を港町を散策！散策！

PPPP““

h

旅学 View

Youtube 動画で

学校を覗いてみよう！

▼▼▼
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ロンドン中心部より電車で 25 分

■研修費用  （授業料・宿泊費・入学金・教材レンタル費込み）　

ロンドン

●

ロンドン

Kings London
キングス ロンドン

London
   ロンドン地域 厳選校 

 　

「ロンドンに飽きた人は人生に飽きた人
ロンドンには人生が与えうる全てのものがある」　

by Samuel Johnson

歴史 ・ 文化 ・ 芸術。
世界都市ロンドンで、 英語を学ぼう！

セミナーも開催するラウンジセミナーも開催するラウンジ
裏手には広い庭の広がる裏手には広い庭の広がる

設備充実の学校校舎設備充実の学校校舎

地元に馴染み、ロンドンっ子になって暮らそう！
設備充実、進学にも強いキャンパス型の学校

■ロンドン郊外の設備充実の中規模校
創立から 60 年以上、学生の口コミ
でも人気のある Kings は、オックス
フォード、ボーンマス、ブライトン
に姉妹校を持つ中規模校。生活や仕
事に活かせる英語スキルを身につけ
ようと意欲を持った学生が各国から
集まります。校内には、電子白板を
備えた教室、カフェテリアやセミナー
スペース、ミニライブもできる広い
中庭など、充実の設備が揃うキャン
パス型の学校です。英語教育部門の
他、進学準備のカレッジ部門もあり、
専門分野や IELTS 対策など幅広い英
語を教える教師が揃っています。一
般英語コースの他に、午前の英語授
業にプラスして、午後にビジネス英
語や法律英語、実践的なアート＆デ

■ School Fact     ※ 2018 ～ 2019 年実績
学生数   140 名（11 月）～ 360 名（7月）

主な国籍
※年間平均

  韓国 　　11%　 
  台湾　 　10%   
  トルコ　  10%
  ブラジル　8%　
  日本   　　6.6%

日本人割合   3％（1月）～ 9％（11 月）

平均年齢   26 才  ※受講年齢 16 才以上

ザインなど、専門分野の英語やスキ
ルを学べるコースも開講。幅広い英
語教育を行っています。学校がある
のは、ロンドン南西部の住宅地ベッ
ケナム。ロンドン中心部から電車で
20分程の緑豊かで落ち着いたエリア。
滞在先も同エリアとなるため、都会
のロンドンに居ながら地元に馴染ん
だ生活ができるのもうれしい点です。

■宿泊オプション
ホームステイ
１人部屋・2食付
学生アパート
1人部屋／ 2人部屋・自炊。学校が管理する学生ア
パート。1つのユニットに3～4つの部屋があり、シャ
ワー・トイレ、キッチン、TV 室などを共有します。
学校まで徒歩 15 分ほどの距離。周辺には、スーパー
マーケットやお店もある生活に便利なエリアです。

■集中英語（週 28 ﾚｯｽﾝ = 約 21 時間）の時間割例
時間 月 火 水 木 金

09:00-10:30 英語授業
10:30-11:00 休憩
11:00-12:30 英語授業
12:30-13:30 昼休み
13:30-15:00 選択 選択 選択 選択 フリー

宿題 宿題、アクティビティ、イベント etc.

授業料 +ホームステイ（1人部屋・2食付）

期間 一般英語
週 20 ﾚｯｽﾝ =15 時間

集中英語
週 28 ﾚｯｽﾝ =21 時間

英語+アート＆デザイン
週 20+8 レッスン 2022 年 入校日

2週間
3週間
4週間
6週間
8週間
10週間
12週間
16週間
24週間
36週間

193,000円
282,000円
371,000円
550,000円
728,000円
907,000円
1,024,000円
1,361,000円
1,912,000円
2,860,000円

218,000円
320,000円
422,000円
626,000円
830,000円
1,034,000円
1,157,000円
1,538,000円
2,095,000円
3,074,000円

230,000円
338,000円
446,000円
662,000円
878,000円
1,094,000円
1,247,000円

----------
・英語に加え、午後アート＆
デザインの授業受講。各自で
作品作りにも挑戦します。

■入校日
毎週月曜日

■宿泊
入室：日曜
退室：土曜

・ 16 才以上対象　　 ・ 初級～上級、 約 8 レベル　 ・ 1 クラス 14 名以下、 平均 12 名　 ・ 1 レッスン＝ 45 分
■ 6 か月以上は学生ビザ要

≪追加費用≫　
・空港送迎手配：23,000 円（片道、ロンドンヒースロー空港）        
・夏期 (6/12-8/7) 追加費用 ：5,100 円 / 週  
・学生アパート（1人部屋・自炊）滞在追加費用 ：20,000 円 / 週
・クリスマス＆年末年始の長期休暇期間のホームステイ追加料金：約 8,500 円 / 週
・UTS 手続き費用は別途→ P21 参照  　
※上記費用は 2022 年 4月の為替レートで換算しています。為替の急激な変動で今後変更になる場合があります。
≪休校日≫ 1/3, 4/15-18, 5/2, 6/2-3, 8/29, 12/19 - 1/2（2023 年）
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ロンドン中心部より地下鉄で 20 分ロンドン

■研修費用  （授業料・宿泊費・入学金込み）　

ロンドン

●

CES Wimbledon
シーイーエス ウィンブルドン

ロンドン郊外ウィンブルドンの中規模校
リーズナブルな費用も魅力

■放課後は気軽にロンドンを楽しもう

ウィンブルドンはテニスの全英オー
プン選手権でも知られるロンドン郊
外の洗練された住宅地。ロンドンの
中心部までは地下鉄や電車で 20 分
程、落ち着いた環境と都心へのアク
セスの良さを兼ね備えた理想的なロ
ケーションです。CES はウィンブル
ドン駅から徒歩で 10 ～ 15 分の場
所にあります。アイルランドやイギ
リスの他都市にも姉妹校を持つ実績
ある学校で、年間 40 ～ 220 名の学
生が学びます。
授業は週 20 レッスンの一般英語
コースが基本です。朝 9：30 から、
途中 30 分の休憩を挟み、1 日 3 時
間のレッスンを受講します。文法、
読解、話す、聞く、語彙強化などの
総合英語を、話す英語を意識しなが

■ School Fact   ※ 2018 ～ 2019 年実績
学生数   40 名（12 月）～ 220 名（8月）

主な国籍
※年間平均

  イタリア　　　15%　 
  スペイン　　　10%   
  オーストリア　9%
  中国＆台湾　　7%　
  日本　　　　　6%

日本人割合   3％（10 月）～ 7％（8月）

平均年齢   24 才  ※受講年齢 16 才以上

らバランス良く学びます。集中英語
（週 22.5 時間）は火水木の午後に、
さらに 1日 2.5 時間の授業がプラス
されます。ディスカッションやト
ピック授業など実践的に英語を使う
授業です。放課後や夕刻には、課外
活動やイベントが計画され、学生同
士や教師達との良い交流の場になっ
ています。

■集中英語（週 30 ﾚｯｽﾝ =22.5 時間）の時間割■宿泊オプション
ホームステイ
１人部屋・2食付

ロンドン郊外の環境の良いエリア、ウィンブルドンの学校ロンドン郊外の環境の良いエリア、ウィンブルドンの学校

時間 月 火 水 木 金

09:30-11:00

11:30-13:00
英語授業

13:00-14:00 昼休み

14:00-16:30
課外活動

自由
会話、 コミュニケーションスキル

課外活動
自由

課外活動、 自由時間 

授業料+ホームステイ（1人部屋・2食付）

期間 一般英語
週 20 ﾚｯｽﾝ =15 時間

集中英語
週 30 ﾚｯｽﾝ =22.5 時間 2022 年 入校日

2週間
3週間
4週間
6週間
8週間
10週間
12週間
16週間
24週間
36週間

160,000円
230,000円
299,000円
428,000円
564,000円
700,000円
816,000円
1,081,000円
1,591,000円
2,346,000円

190,000円
275,000円
360,000円
515,000円
680,000円
845,000円
999,000円
1,326,000円
1,938,000円
2,866,000円

■入校日
毎週月曜日

■宿泊
入室：日曜
退室：日曜

・ 16 才以上対象　　 ・ 初級～上級　　　 ・ 1 クラス 14 名以下、 平均 8 名　　　 ・ 1 レッスン＝ 45 分
■ 6 か月以上は学生ビザ要

≪追加費用≫　
・空港送迎手配：21,500 円（片道、ロンドンヒースロー空港）     
・教材費 6,000 円～　※現地にて購入  
・クリスマス＆年末年始の長期休暇期間のホームステイ追加料金：約 10,500 円 / 週
・UTS 手続き費用は別途→ P21 参照 
※上記費用は2022年4月の為替レートで換算しています。為替の急激な変動で今後変更になる場合があります。
≪休校日≫ 1/3, 4/15-18, 5/2, 6/2-3, 8/29, 12/19-1/2（2023 年）
       

ロンドン中心部より地下鉄で 20 分

■研修費用  （授業料・宿泊費・入学金込み）　

ロンドン

●

ロンドン

St.Giles London Highgate
セントジャイルズ　ロンドンハイゲート

ロンドン中心部へも地下鉄ですぐ、緑の庭園がある学校
都会の便利さと環境の良さが魅力。食事付のレジデンスも人気

■ 1955 年創立 3世代に渡る経営の伝統校
イギリス、アメリカ、カナダの 3ヶ
国 に 7 つの学校を展開する St.Giles。
1955 年の創立以来、家族経営の着実
な運営で優秀な英語学校として定評
があります。ハイゲート校は、ロン
ドン北部の環境の良い住宅地に校舎
を構える中規模校。緑と花々の織り
なす美しい英国式庭園に囲まれた校
舎には、電子白板付きの教室、コン
ピュータを備えた自習室など最新の
設備が揃い、学習にはとても贅沢な
環境。別棟では英語教師養成コース
なども開講しています。最寄のハイ
ゲート駅までは徒歩 6分程、そこか
らロンドン中心部までは地下鉄で約
20 分ほどの距離。落ち着いた環境で
学びながら、都会の便利さも兼ね備

■ School Fact   ※ 2018 ～ 2019 年実績
学生数   200 名（2月）～ 320 名（7月）

主な国籍
※年間平均

  ブラジル　　　16%　 
  スイス　　　　11%   
  アルゼンチン　10%
  日本　　　　　9%　
  イタリア　　　6%

日本人割合   5％（1月）～ 13％（5月）

平均年齢   25 才  ※受講年齢 16 才以上

えた学校と言えます。クラスは 12
名以下の教師がまとめ易い人数で
す。能動的な参加型の授業で、討論、
発表、文学、映像、音楽なども取
り入れ、幅広い言語運用の習得を
目指します。宿泊はホームステイ
の他、学校からバスで 15 分ほどの
場所にある食事付のレジデンスを
紹介。早めのお申込みが必要です。

ハイゲート駅から徒歩 6 分程、緑あふれる学校校舎。ハイゲート駅から徒歩 6 分程、緑あふれる学校校舎。 1クラス12名以下の活気ある授業！1クラス12名以下の活気ある授業！

時間 月 火 水 木 金

09:00-09:50 英語授業（語彙、発音、読解等）
10:00-10:50 英語授業（文法、リスニング、スピーキング等）
11:10-12:00 英語授業（文法、作文、スピーキング等）

12:10-13:00 英語授業（リスニング＆スピーキング、発音等）
13:00-13:45 昼休み
13:45-14:35 英語授業（実践英語等）

フリー
14:45-15:35 英語授業（実践英語、発音等）
15:35- 自由時間、課外活動等

■集中英語（週 28 ﾚｯｽﾝ =23.3 時間）の時間割■宿泊オプション
ホームステイ
１人部屋・2食付
学生レジデンス（食事付）
1人部屋・朝夕食付。教会が運営する学生レジデン
ス（18 ～ 30 歳限定）。管理が行き届き、食堂にて
朝食と夕食も提供される事から人気の宿泊施設。学
期中は地元のカレッジや大学に通う学生も滞在して
いる。学校からは徒歩30分、またはバスで15分ほど。

授業料 +ホームステイ（1人部屋・2食付）

期間 一般英語・午前
週 20 ﾚｯｽﾝ =16.6 時間

集中英語
週 28 ﾚｯｽﾝ =23.3 時間 2022 年 入校日

1週間
2週間
3週間
4週間
6週間
8週間
12週間
16週間
24週間
36週間

109,000円
197,000円
285,000円
353,000円
519,000円
662,000円
949,000円
1,259,800円
1,751,160円
2,616,240円

124,000円
228,000円
331,000円
407,000円
599,000円
764,000円
1,092,000円
1,449,000円
1,963,000円
2,934,000円

■入校日
毎週月曜日

■宿泊
入室：日曜
退室：日曜

※週 20 ﾚｯｽﾝ・午前は 9:00-13:00
の時間帯で受講
※週 28 ﾚｯｽﾝは、＋ﾋﾞｼﾞﾈｽ英語、
ｱｰﾄ＆ﾃﾞｻﾞｲﾝ英語、IELTS 対策な
ども可能。

・ 16 才以上対象　　 ・ 初級～上級    　 ・ 1 クラス 12 名以下、 平均 10 名　 ・ 1 レッスン＝ 50 分
■ 6 か月以上は学生ビザ要

≪追加費用≫　
・空港送迎手配：14,000 円（片道、ロンドンヒースロー空港）        
・夏期 (6/27-8/29) 追加費用 ：6,000 円 / 週  
・教材費 1レベル £30-55（約 5,100 ～ 9,500 円 )　※現地にて購入  
・学生レジデンス (1 人部屋・朝夕食付 ※ 18-30 歳限定 ) 滞在追加費用 ：8,800 円 / 週
・UTS 手続き費用は別途→ P21 参照  　
※上記費用は2022年4月の為替レートで換算しています。為替の急激な変動で今後変更になる場合があります。
≪休校日≫ 1/3, 4/15-18, 5/2,  6/2-3, 8/29, 12/24-1/3（2023 年）



10

Oxford
           &     
Cambridge

オックスフォード ・ ケンブリッジ

厳選校 　

オックスフォード街歩き
Explore Oxford Colleges
カレッジ巡りで歴史と建築を堪能””
文学者や俳優が学んだカレッジや、建築様式や歴史
をたどりながらカレッジ巡りをしてみよう！　一般公
開されているカレッジなら、内部の見学もOK。
ハリーポッター映画に登場するクライストチャーチ
カレッジはぜひ訪れたい。ダイニングホールやチャ
ペル、中庭などの見所も満載。

ロンドンより電車で 1時間

■研修費用  （授業料・宿泊費・入学金・教材レンタル費込み）　

オックスフォード

Kings Oxford
キングスオックスフォード

オックスフォードの IELTS 試験センター
試験準備や進学対策に強い実力校

■創立 60年以上の伝統校
イギリスとアメリカ 5都市に学校を運
営するキングスグループ。その中で最
も古くから開校しているのがオックス
フォード校。英語はもちろん、大学進
学を目指す学生のためのアカデミック
科目の授業も行っており、語学の次の
ステップを目指す意識の高い学生が多
く学んでいます。長年オックスフォー
ドで唯一の IELTS 試験センターにも指
定されていることから、特に IELTS の
指導教師が充実していると言われ、質
の高い教師陣に定評があります。
■設備充実のキャンパス
市内に 3つの校舎があり、英語コース
は市中心部にある St. Michael キャンパ
スにて開講しています。英語コースは
週 20 レッスンが基本となり、その他
英語関連の選択科目授業を追加する週

■ School Fact     ※ 2018 ～ 2019 年実績
学生数   150 名（12月）～ 400 名（7月）

主な国籍
※年間平均

  韓国　　　　　　14%　 
  サウジアラビア　10%   
  トルコ　　　　　9%
  日本　　　　　　8%　
  イタリア　　　　7%

日本人割合   3％（7月）～ 10％（8月）
平均年齢   19 才  ※受講年齢 16 才以上

28 レッスンの集中コース、IELTS 対策
コースなどがあります。市の中心部に
は、学校専用のアートスタジオがあり、
英語にプラスして以下のようなアート
＆デザインを学ぶことができます。

　・スケッチ
　・絵画
　・彫刻
　・ファッションデザイン

オックスフォード

●

■宿泊オプション
ホームステイ
１人部屋・2食付
シェアハウス・夏季学生寮
1人部屋・共同キッチンにて自炊。　
夏季学生寮は、6/28 ～ 8/30 間で滞在可能。

授業料 +ホームステイ（1人部屋・2食付）

期間 一般英語
週 20 ﾚｯｽﾝ =15 時間

集中英語
週 28 ﾚｯｽﾝ =21 時間

英語+アート＆デザイン
週 20+8 レッスン 2022 年 入校日

2週間
3週間
4週間
6週間
8週間
10週間
12週間
16週間
24週間
36週間

191,000円
279,000円
368,000円
545,000円
722,000円
898,000円
1,014,000円
1,347,000円
1,850,000円
2,768,000円

218,000円
320,000円
422,000円
626,000円
830,000円
1,034,000円
1,157,000円
1,538,000円
2,148,000円
3,185,000円

225,000円
331,000円
436,000円
647,000円
858,000円
1,068,000円
1,208,000円

----------
・英語に加え、午後アート＆デ
ザインの授業受講。各自で作
品作りにも挑戦します。

■入校日
毎週月曜日

■宿泊
入室：日曜
退室：土曜

・ 16 才以上対象　　 ・ 初級～上級、 約 8 レベル　　 ・ 1 クラス 14 名以下、 平均 12 名　 ・ 1 レッスン＝ 45 分　　　
■ 6 か月以上は学生ビザ要

≪追加費用≫　
・空港送迎手配：26,500 円（片道、ロンドンヒースロー空港）      
・夏季追加料金：5,100 円 / 週（6/12-8/7 の間）
・シェアハウス（1人部屋・自炊）滞在追加料金：20,000-24,000 円 / 週
・夏季学生寮（1人部屋・自炊）滞在追加料金：20,000 円 / 週　※ 7-8 月間のみ
・UTS 手続き費用は別途→ P21 参照 
※上記費用は 2022 年 4月の為替レートで換算しています。為替の急激な変動で今後変更になる場合があります。
≪休校日≫ 1/3, 4/15-18, 5/2, 6/2-3, 8/29, 12/19 -1/2 （2023 年）

■集中英語（週 28 ﾚｯｽﾝ =21 時間）の時間割例
時間 月 火 水 木 金

09:15-10:55 英語授業
10:55-11:15 休憩

11:15-12:45 英語授業
12:45-13:45 昼休み

13:45-15:15 選択 選択 選択 選択 フリー

宿題 宿題、アクティビティ、イベント etc.

Vimeo 動画で
学校を覗いてみよう！

▼▼▼
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ロンドンより電車で 1時間

■研修費用  （授業料・宿泊費・入学金・教材費込み）　

オックスフォード

CIE Oxford
シー アイ イー オックスフォード

大学の建物が集まる市内中心部に位置
小じんまりとした環境で、スタッフのケアの良さが魅力

テーマを深堀り！　英語で「考え」「意見を述べる」
オックスフォード Online アカデミック講座

オックスフォード大学での学びを満喫
夏季限定の寮滞在プログラム！

■主要なカレッジにも徒歩圏内
オックスフォード大学のカレッ
ジの建物が集中する中心部の一
角、静かでアカデミックな雰囲気
の場所にある学校です。英語講座
の他、英国のボーディングスクー
ルや大学への進学指導も行ってお
り、ブリティッシュカウンシルの
認可の他に、私立カレッジとして
BAC(British Accreditaion council) の
認可も得ています。小規模の学校な
らでは、学生一人ひとりによく目
が行き届き、留学が初めての人で
も、安心してのびのびと学べる雰囲
気があります。リピーターや家族、
お友達からの紹介での参加者が多
いのも特徴です。授業は１クラス 8
名以下（夏期は 14 名以下）、平均 5

■ School Fact     ※ 2018 ～ 2019 年実績
学生数   20 名（12 月）～ 250 名（7月）

主な国籍
※年間平均

  イタリア　14%　 
  日本　10%   
  スペイン　7%
  ロシア　7%　
  スイス　7%

日本人割合   0％（5月）～ 19％（8月）

平均年齢   17-22 才  ※受講年齢 15 才以上

～ 6名の少人数レッスン。発言しや
すい環境で学べるため、文法力はあ
る程度あるけれど英語の聞き取りや
発言が苦手という方におすすめの学
習環境です。また、英語だけはなく
アカデミックな科目指導もできるこ
とから、春や夏期休暇の時期は大学・
高校単位の海外研修プログラムも数
多く実施しています。

■集中英語（週 25時間）の時間割例
時間 月 火 水 木 金

09:00-11:15 総合英語 （基本文法 ・ 語彙）

11:30-12:30 総合英語 （スピーキング）

12:30-13:30 昼休み

13:30-15:45 英語スキル

宿題 自由時間、 課外活動 etc.

オックスフォード

●

■宿泊オプション
ホームステイ
１人部屋・2食付

授業料 +ホームステイ（1人部屋・2食付）

期間 一般英語
週 15 時間

集中英語
週 25 時間

一般＋個人ﾚｯｽﾝ
週 15 ＋ 5時間 2022 年 入校日

1週間
2週間
3週間
4週間
6週間
8週間
12週間
16週間
24週間
36週間

98,000円
173,000円
248,000円
319,000円
462,000円
608,000円
899,000円
1,166,000円
1,737,000円
2,533,000円

109,000円
196,000円
283,000円
368,000円
533,000円
699,000円
1,043,000円
1,383,000円
2,063,000円
3,022,000円

128,000円
233,000円
337,000円
438,000円
----------

・週 15 時間の一般英
語コースに追加して週
5時間の個人レッスン
を受講。レッスン内容
にリクエストがある場
合は、お早目にご相談
下さい。

■入校日
7～ 8月を除く、
毎週月曜日

■宿泊
入室：日曜
退室：日曜

・ 16 才以上対象　　　　 ・ 初心者～上級　　　 ・ 1 クラス 8 名以下 ( 夏期 14 名以下）、 平均 5 ～ 6 名　　　
■ 6 か月以上は学生ビザ要

≪追加費用≫　
・空港送迎手配：23.800 円（片道、ロンドンヒースロー空港）   
・夏期 (7/3 ～ 8/26)  ホームステイ追加費用：週当り 3,400 円
※ 7～ 8月は夏期特別コースのみとなります。夏期追加料金が別途必要となります。詳細はお
問い合わせください。
・UTS 手続き費用は別途→ P21 参照 
※上記費用は2022年4月の為替レートで換算しています。為替の急激な変動で今後変更になる場合があります。

≪休校日≫ 1/3, 4/15-18, 5/2,  6/2-3, 12/17-1/3 （2023 年）

1 クラス 8 名以下の少人数クラス1 クラス 8 名以下の少人数クラスオックスフォードの中心部に位置オックスフォードの中心部に位置

2020 年 3 月にスタートした人気のプログラム。2022 年も引き続き実施
し ま す。CLIL(Contents and Language 
Intergrated Learning) 方式の授業は欧州
で広く導入されている語学教授法。テー
マ (content) と語学 (language) の学習を
組み合わせ、学習者の思考 に焦点をあ
て、コミュニケーション力を伸ばします。

<テーマ授業>
・Art and Architecture, Oxford University
・Multiculturalism
・SDGs
・Bushiness Motivation
<オックスフォード大学生との交流セッション>
現役のオックスフォード大生と語り合う、2時間のセッションです。同世代
の若者同士、様々な話題で自由な会話を楽しみます。

◀ オックスフォード大学 3年生、Chemistry 専
攻のガブリエルさん（2021 年 8月参加）。毎日
6時間のラボ、2時間のレクチャー、さらにチ
ュートリアルの準備と、超ハードな勉強の日々
について話してくれました。 動画　→　

Architecture 授業の
解説動画　→　

資料請求はこちら↑

資料請求はこちら↑

■ プログラム日程・費用
期間 開始日～終了日 費用（税込）
2週間
2週間

3月 14 日 ( 月 ) ～ 3 月 25 日 ( 金 )
9 月 5 日 ( 月 ) ～ 9 月 16 日 ( 金 )

138,600 円
138,600 円

《費用に含まれるもの》 入学金、授業料、教材費、事務手続料

■  St Hilda's College キャンパスで学ぶプラン
■  午前はテーマ授業でしっかり学習
■  午後は Project Work に取り組み最終日に発表
■  Project Work は Oxford 大学生がサポート
■  オックスフォード大学の寮に滞在
■  日程：2022 年 8月 7日～ 8月 22 日（16 日間）
　  旅行代金：598,000 円（航空券込のセットプラン）
　※詳しい内容は専用パンフレットをご参照ください。

2022 夏季　オックスフォード英語研修

日本で学べる！　オンライン講座
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オックスフォード中心部からバスで 30 分

■研修費用  （授業料・宿泊費・入学金込み）　

オックスフォード郊外 

CES Oxford
シーイーエス オックスフォード

オックスフォード郊外のウィートリー村にある
まるで「みんなの家」のような学校

オックスフォード

●

■ School Fact     ※ 2018 ～ 2019 年実績
学生数  25 名（12 月）～ 100 名（7月）

主な国籍
※年間平均

  イタリア　15%　 
  ドイツ　7%   
   台湾　6%
   日本　5%　
   ポーランド　5%

日本人割合   2％（7月）～ 5％（10 月）
平均年齢   22 才  ※受講年齢 16 才以上

■小さな村で英国生活に浸る
オックスフォードの中心部からバス
で東に 30 分程、ウィートリーは典
型的なイングリッシュビレッジ。そ
の歴史はアングロサクソン時代まで
遡ると言われています。教会と目
抜き通りを中心に昔からの石造りの
家々が点在し、パブやお店が数軒と
スーパーが一軒というのどかなコ
ミュニティーに約 4,000 人が暮らし
ます。静かな田舎暮らしを楽しみな
がら、放課後は気軽に都会生活も
味わえるのがこの学校の魅力。ま
た、郊外には Oxford Brooks 大学の
キャンパスの一部があり、オックス
フォード中心部行きのバスも頻繁に
発着するようになり交通も便利で
す。学校は学生数 25 ～ 100 名の小

規模校。日本での生活経験も持つ校
長先生の下、教師、スタッフ、生徒
がみんな顔見知り！大家族のような
環境で生徒の学習と英国生活をサ
ポートしています。小規模校ならで
は 1クラス 9名以下の超少人数で学
べるのもうれしいポイントです。

学校の中庭にて。学校の中庭にて。

■集中英語（週 30 ﾚｯｽﾝ =22.5 時間）の時間割例
時間 月 火 水 木 金

09:30-13:00 英語授業

13:00-14:00 昼休み

14:00-16:30 フリー 会話、 コミュニケーション フリー

宿題、 課外活動 etc.

■宿泊オプション
ホームステイ
１人部屋・2食付

みんなの家のような学校校舎みんなの家のような学校校舎

ロンドンより電車で 1時間

■研修費用  （授業料・宿泊費・入学金・教材費込み）　

ケンブリッジ

Studio Cambridge
ステューディオ ケンブリッジ

放課後のアクティビティも充実！
学びも遊びもバランス良く取り入れた中規模校

■大学町に相応しい学びの環境
英語学校が多いケンブリッジの中で
も長い歴史を誇る学校のひとつ。毎
年約 80 ヶ国から集まり、学生数は
おおよそ 200 名前後。さまざまな背
景の友達を作りながら学ぶのにちょ
うど良い規模と言えます。授業での
英語学習と同時に、楽しみながら
文化に触れ英語で交流する機会を重
視し、ほぼ毎日、放課後に課外活動
を計画しています。バドミントンや
サッカーなどの活動的なものから、
映画鑑賞会やグラスペインティング
などの室内活動まで、交通費や入場
料、飲食代などの実費負担で多くの
活動に参加できます。また、週末は
ツアー会社が企画する英国内、欧州
内のバス旅行を紹介。目的に合わせ

てケンブリッジ以外のさまざまな地
域を訪問できます。
授業は午前中で終了する一般英語
（週 20 レッスン）とさらに選択授業
（英語スキル・英国文化・歴史、ビジ
ネス英語、試験対策等から、レベル
や目的により選択）を受講する集中
英語（週 28 レッスン）から選べます。

ケンブリッジ

●

■ School Fact     ※ 2018 ～ 2019 年実績
学生数   100 名（12 月）～ 350 名（7月）

主な国籍
※年間平均

  イタリア　25%　 
  中国　7%   
  日本　7%
  トルコ　6%　
  スイス　6%

日本人割合   0％（12 月）～ 15％（3月）
平均年齢   23 才  ※受講年齢 16 才以上

■集中英語（週 28 ﾚｯｽﾝ =21 時間）の時間割例
時間 月 火 水 木 金

09:30-11:00 英語授業

11:30-13:00 英語授業

13:00-13:45 昼休み

13:45-15:15 選択科目授業    英語授業

15:15- 課外活動、 自由時間

■宿泊オプション
ホームステイ
１人部屋・2食付
学生レジデンス
1人部屋・自炊。ケンブリッジ市内の学生が滞在
する学生レジデンス。各部屋にはシャワー・トイ
レが備えられ、数部屋毎に共有するキッチンで自
炊ができます。学校からは徒歩 15 ～ 20 分ほど
の距離です。

様々なアクテビティを日替わりで実施様々なアクテビティを日替わりで実施

授業料+ホームステイ（1人部屋・2食付）

期間 一般英語
週 20 ﾚｯｽﾝ =15 時間

集中英語
週 30 ﾚｯｽﾝ =22.5 時間 2022 年 入校日

2週間
3週間
4週間
6週間
8週間
10週間
12週間
16週間
24週間
36週間

159,000円
229,000円
299,000円
428,000円
564,000円
699,000円
816,000円
1,081,000円
1,591,000円
2,346,000円

190,000円
275,000円
361,000円
515,000円
680,000円
845,000円
999,000円
1,326,000円
1,938,000円
2,866,000円

■入校日
毎週月曜日

■宿泊
入室：日曜
退室：日曜

・ 16 才以上対象　　 ・ 初級～上級　　　 ・ 1 クラス 9 名以下、 平均 6 名　　　 ・ 1 レッスン＝ 45 分
■ 6 か月以上は学生ビザ要

≪追加費用≫　
・空港送迎手配：25,000 円（片道、ロンドンヒースロー空港）     
・夏期 (7/3 ～ 8/26)  ホームステイ追加費用：週当り 3,400 円
・教材費 6,000 円～　※現地にて購入  
・クリスマス＆年末年始の長期休暇期間のホームステイ追加料金：約 10,200 円 / 週
・UTS 手続き費用は別途→ P21 参照 
※上記費用は 2022 年 4月の為替レートで換算しています。為替の急激な変動で今後変更になる場合があります。

≪休校日≫ 1/3, 4/15-18, 5/2, 6/2-3, 8/29, 12/19-1/2（2023 年）

授業料 +ホームステイ（1人部屋・2食付）

期間 一般英語
週 20 ﾚｯｽﾝ =15 時間

集中英語
週 28 ﾚｯｽﾝ =21 時間 2022 年 入校日

2週間
3週間
4週間
6週間
8週間
10週間
12週間
16週間
24週間
36週間

177,000円
259,000円
339,000円
488,000円
647,000円
805,000円
933,000円
1,240,000円
1,772,000円
2,498,000円

189,000円
279,000円
368,000円
539,000円
715,000円
890,000円
1,066,000円
1,363,000円
1,772,000円
2,498,000円

■入校日
毎週月曜日

■宿泊
入室：日曜
退室：土曜

・ 16 才以上対象　　　 ・ 初級～上級　　 ・ 1 クラス 16 名以下、 平均 12 名　　　 ・ 1 レッスン＝ 45 分
■ 6 か月以上は学生ビザ要

≪追加費用≫　
・空港送迎手配：32,300 円（片道、ロンドンヒースロー空港）   
・学生レジデンス（1人部屋・自炊、専用のシャワー付 ）滞在追加費用 ：16,000 円 / 週　
・16~17 歳の追加料金：入学金（15,300 円）、ホームステイ追加料金（2,500 円 / 週）
・UTS 手続き費用は別途→ P21 参照  　
※上記費用は 2022 年 4月の為替レートで換算しています。為替の急激な変動で今後変更になる場合があります。

≪休校日≫ 12/19-1/1（2023 年）

Vimeo 動画で
学校を覗いてみよう！

▼▼▼



13

ロンドンを一歩出れば、 目の前に広がる田園風景
なだらかな丘陵地帯に点在する

歴史に彩られた町や村
人々の暮らしの息遣いに触れながら英語を学ぼう！

Historic
Towns

イギリス地方都市の厳選校 　

ロンドンから特急列車で 2時間

■研修費用  （授業料・宿泊費・入学金・教材費込）　

チェスター

English in Chester
イングリッシュ イン チェスター

古都チェスターにある、ブリカン高評価の常連校。
日本人が少ない環境で、どっぷり英語漬け！

チェスター

●

■ベテランの教師陣、教授法に高い評価
チェスターはマンチェスターから列
車で１時間。ローマ時代の遺跡、中
世の城壁、木組みのメルヘンチック
な町並みが今も残る、歴史に彩られ
た古都です。学校はこの町で唯一の
英国政府認可の英語学校で、中心部
にほど近い静かな一角に 2つのセン
ターがあります。中規模ながら、英
語学校連盟の役員を歴任する代表者
リチャード・デイ氏の下、優秀な教
師陣による集中的なレッスンが好評
です。毎年行われる英語学校の教育
内容監査では、ブリティッシュカウ
ンシルから毎回トップクラスの評価
を得ています。一般の英語コースの
他に 25 歳以上を対象とした社会人
向け英語コース、50 歳以上を対象

としたシニア英語コースなど、目的
や年代を意識したユニークなプログ
ラムを開講しています。授業以外の
時え間は、自然美を堪能できるピー
ターラビットの故郷の湖水地方、マ
ンチェスターやリバプールでのサッ
カー観戦に出かけてみましょう。

■ School Fact     ※ 2018 ～ 2019 年実績
学生数   70 名（1月）～ 260 名（7月）

主な国籍
※年間平均

  イタリア　22%　 
  スイス　16%   
  スペイン　13%
  日本　5%　
  チェコ　5%

日本人割合   1％（1月）～ 8％（7月）
平均年齢   24 才  ※受講年齢 16 才以上

中世の面影が残る古都中世の面影が残る古都

チェスター大聖堂の前にてチェスター大聖堂の前にて

■集中英語（週 28 ﾚｯｽﾝ =21 時間）の時間割例
時間 月 火 水 木 金

09:30-11:00
総合英語

正確な英語の用法にフォーカス

11:30-13:00 会話 ・ コミュニケーションスキル

13:00-14:15 昼休み

14:15-15:45 選択科目 フリー 選択科目

宿題、 アクティビティ、 ソーシャルイベント　etc.

■宿泊オプション
ホームステイ
１人部屋・2食付
学生レジデンス
1人部屋・自炊。市内にある学生レジデンスを紹介。
各部屋に専用のシャワー付。共同キッチンで自炊が
できます。

授業料 +ホームステイ（1人部屋・2食付）

期間 集中英語
週 28 ﾚｯｽﾝ =21 時間

社会人コース
週30 ﾚｯｽﾝ =22.5 時間

シニアコース
週 20 ﾚｯｽﾝ =15 時間 2022 年 入校日

2週間
3週間
4週間
6週間
8週間
10週間
12週間
16週間
24週間
36週間

168,000円
245,000円
322,000円
466,000円
596,000円
741,000円
855,000円
1,135,000円
1,553,000円
2,230,000円

265,000円
392,000円
518,000円
770,000円
----------

・25 歳以上対象
・1クラス 6名以下
・生活から仕事で役立
つ英語まで幅広英語を
集中的に学ぶ社会人の
ためのコース。

201,000円
----------

・50 歳以上の方を対
象としたシニアコース
・午前中に週 20 レッ
スンの英語コースを受
講し、午後の時間帯に、
文化体験等の課外活動
の楽しみます。
・入校日は右記参照

■入校日
毎週月曜日

※シニアコースは特定日のみ：
4/11, 4/25, 5/9, 5/23, 
8/15, 8/29, 9/26

■宿泊
入室：日曜
退室：土曜

・ 16 才以上対象　  　 ・ 初級～上級　　
・ 1 クラス 12 名以下、 平均 8 名　　　 ・ 1 レッスン＝ 45 分
■ 6 か月以上は学生ビザ要

≪追加費用≫　
・空港送迎手配：11,500 円（片道、マンチェスター空港）
・レジデンス（1人部屋、自炊）追加料金：4,800 ～ 10,000 円 / 週 　※返金可のデポジット別途有り
・UTS 手続き費用は別途→ P21 参照 
※上記費用は 2022 年 4月の為替レートで換算しています。為替の急激な変動で今後変更になる場合があります。

≪休校日≫ 1/2, 12/19 -1/2（2023 年）  

長期特典長期特典 （24 週～）（24 週～）

・到着時の空港送迎無料
　（※ﾏﾝﾁｪｽﾀｰ空港から）
・IELTS 受験料１回無料
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ロンドンより列車で 50 分 ロンドン中心部より列車で 1時間 30 分

■研修費用  （授業料・宿泊費・入学金・教材費込み）　 ■研修費用  （授業料・宿泊費・入学金・教材費込み）　

ブライトン

●
イーストボーン

●

ブライトン イーストボーン

ELC Brighton ELC Eastbourne
イーエルシー ブライトン イーエルシー イーストボーン

のどかな海辺の町イーストボーン。
地方都市ならではリーズナブルな費用が魅力！

■創立 83年。海辺の町でのんびり学ぶ
イギリス海峡を臨む海辺の町イース
トボーンは、人口 10 万人のリゾー
トタウン。日照時間の多さと治安の
良さから英国人が退職後に暮らす土
地としても根強い人気があります。
海辺からは徒歩 10 分ほど、イース
トボーンの中心部にお庭を備えた校
舎を構えています。1936 年の創立以
来、非営利の教育団体としてたくさ
んの生徒の英語教育を行ってきまし
た。学ぶ生徒は、それぞれに個性を
持ち、異なる必要性や目的のために
やって来ることを理解し、良い環境
で良い教育をモットーに、個人を大
切にした教育をしています。また地
方都市ならではの物価の安さにも注
目。授業料が割引になる長期プログ

ラムもあるので、費用をできるだけ
押さえて良い環境で長期間で学びた
い人におすすめの学校です。ロンド
ンまでは電車で 1時間半、ブライト
ンも電車で 20 分ほど、のんびりとし
た地方都市に暮らしながら、週末は
都会の観光も十分に楽しめます。

海辺のロンドンとも呼ばれるブライトン
海辺の遊歩道、古着やアンティーク店、楽しみもいっぱい！

■バランスの良い老舗校、課外活動も豊富
ロンドンから電車で 50 分、海辺の町
ブライトンは人口 25 万人の海辺の町
です。のんびりした海辺の雰囲気と
おしゃれな店やレストランも楽しめ
る都会の便利さがほどよく同居した
過ごしやすさがあります。学校は海
を見下ろす住宅地ホーブ地区にあり
ます。リージェンシー様式の瀟洒な
校舎は、歴史的建築物にも指定され
ており一般の見学には入場料がかか
るとか。学校は 1962 年の創立以来、
収益はすべて教育への再投資するこ
とが義務付けられている非営利法人
として運営されており、この地域の
学校の中では中心的な存在です。充
実した学びの環境、優秀な教師陣、
ほぼ毎日行われるアクティビティな

ど、バランスの良さも人気のポイン
トです。週25レッスンの一般英語は、
午後に選択授業を 1つ、週 30 レッス
ンの集中英語は午後に選択授業を 2
つ受講する構成です。その他、ビジ
ネス英語、英語教員向け、IELTS 試験
対策など多岐に渡るコースを提供し
ています。

■ School Fact     ※ 2018 ～ 2019 年実績
学生数   31 名（12 月）～ 196 名（7月）

主な国籍
※年間平均

  スイス　23%　 
  イタリア　18%   
  サウジアラビア　9%
  韓国　6%　
  スペイン　6%

日本人割合   1％（1月）～ 9％（5月）
平均年齢   26 才  ※受講年齢 16 才以上

■ School Fact     ※ 2018 ～ 2019 年実績
学生数   109 名（12 月）～ 326 名（7月）

主な国籍
※年間平均

  スイス　17%　 
  韓国　13%   
  サウジアラビア　10%
  イタリア    7%　
  コロンビア　5%

日本人割合   1％（6月）～ 8％（2月）
平均年齢   25 才  ※受講年齢 16 才以上

学校の中庭はくつろぎスペース学校の中庭はくつろぎスペース

■宿泊オプション
ホームステイ
１人部屋・2食付
レジデンス
1人部屋・自炊。学生用のレジデンスホテル。シャワー
トイレ付の 1人部屋、共有キッチンにて自炊。

■宿泊オプション
ホームステイ
１人部屋・2食付

■集中英語プラス（週 30 ﾚｯｽﾝ =22.5 時間）の時間割例
時間 月 火 水 木 金

09:00-10:30 総合英語

11:00-12:30 総合英語

12:30-13:30 昼休み

13:30-14:25 選択科目 フリー

14:35-15:30 選択科目 フリー

15:30- アクティビティ、 イベント etc.

授業料+ホームステイ（1人部屋・2食付）

期間 集中英語
週25 ﾚｯｽﾝ =18.75 時間

集中プラス
週30 ﾚｯｽﾝ =22.5 時間

IELTS 試験対策
週25 ﾚｯｽﾝ =18.75 時間 2022 年 入校日

2週間
3週間
4週間
6週間
8週間
10週間
12週間
16週間
24週間
36週間
43週間

178,000円
259,000円
341,000円
495,000円
634,000円
788,000円
923,000円
1,225,000円
1,586,000円
2,279,000円
2,720,000円

199,000円
293,000円
385,000円
561,000円
715,000円
889,000円
1,045,000円
1,388,000円
1,728,000円
2,493,000円
2,975,000円

－
－

341,000円
----------

・英語力中級以上対象
・週 25 レッスン
・コース終了時の土曜
日がほぼ IELTS の試験
日に当たり現地にて
IELTS の受験も可能。
（事前申込要、試験料
の目安：£195）

■入校日
毎週月曜日

※ IELTS コースは特定日のみ：
1/3, 1/31, 2/28, 3/28, 
4/25, 5/30, 6/27, 8/1, 
8/29, 9/26, 10/24, 11/21

■宿泊
入室：日曜
退室：土曜

・ 16 才以上対象　　　　 ・ 初級～上級、 7 レベル　　
・ 1 クラス 12 名以下、 平均 10 名　　　 ・ 1 レッスン＝ 45 分　　　
■ 6 か月以上は学生ビザ要

≪追加費用≫　
・空港送迎手配：23,800 円（片道、ロンドンヒースロー空港）     
・レジデンス（1人部屋、自炊）追加料金：23,000 円／週
・UTS 手続き費用は別途→ P21 参照 
※上記費用は 2022 年 4月の為替レートで換算しています。為替の急激な変動で今後変更になる場合があります。
≪休校日≫ 1/1-2, 12/17 -1/1 (2023 年 )  ※その他の祝日は通常通り授業があります。

授業料 +ホームステイ（1人部屋・2食付）

期間 集中英語
週25 ﾚｯｽﾝ =18.75 時間

集中プラス
週30 ﾚｯｽﾝ =22.5 時間 シニアコース 2022 年 入校日

2週間
3週間
4週間
6週間
8週間
10週間
12週間
16週間
24週間
36週間
43週間

154,000円
223,000円
293,000円
427,000円
557,000円
693,000円
808,000円
1,073,000円
1,418,000円
2,028,000円
2,398,000円

167,000円
244,000円
319,000円
457,000円
585,000円
727,000円
859,000円
1,141,000円
1,561,000円
2,242,000円
2,676,000円

201,000円
----------

・50 歳以上の方を対
象としたシニアコース
・午前中に週 20 レッ
スンの英語コースを受
講し、午後の時間帯に、
見学や訪問、文化体験
等の課外活動の楽しみ
ます。
・入校日は右記参照

■入校日
毎週月曜日

※シニアコースは特定日のみ：
5/9, 5/23, 6/6, 8/15, 8/29, 

9/12

■宿泊
入室：日曜
退室：土曜

・ 16 才以上対象　　　　 ・ 初級～上級、 7 レベル　　
・ 1 クラス 12 名以下、 平均 10 名　　　 ・ 1 レッスン＝ 45 分
■ 6 か月以上は学生ビザ要

≪追加費用≫　
・空港送迎手配：23,800 円（片道、ロンドンヒースロー空港）     
・UTS 手続き費用は別途→ P21 参照 
※上記費用は 2022 年 4月の為替レートで換算しています。為替の急激な変動で今後変更になる場合があります。

≪休校日≫ 1/1-2, 12/17 -1/1 (2023 年 )  ※その他の祝日は通常通り授業があります。

長期特典長期特典 （24 週～）（24 週～）

・到着時の空港送迎無料
・IELTS 受験料１回無料

長期特典長期特典 （24 週～）（24 週～）

・到着時の空港送迎無料
・IELTS 受験料１回無料

■集中英語（週 25 ﾚｯｽﾝ =18.75 時間）の時間割例
時間 月 火 水 木 金

09:00-10:30 総合英語

11:00-12:30 総合英語

12:30-13:30 昼休み

13:30-14:25 選択科目 フリー

14:35-15:30 フリー

15:30- アクティビティ、 イベント etc.

明るいベテランスタッフが明るいベテランスタッフが
滞在をサポート滞在をサポート

Youtube 動画で
学校を覗いてみよう！

▼▼▼

Youtube 動画で
学校を覗いてみよう！

▼▼▼
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ロンドンより列車で 1時間 40 分

■研修費用  （授業料・宿泊費・入学金・教材費込み）　

ボーンマス

Beet Language Centre
ビート ランゲージ ッセンター

英語教員の養成講座でも有名な南英の人気校
優秀な教師陣のレッスンは英語を学ぶ工夫がたくさん！

■教育は人なり！優秀な教師達が揃う学校
1979 年創立、3 名の生徒でスター
トした学校は、現在では約 100~350
名の学生が学ぶボーンマスの中規模
校。「単に資格を有しているのが教師
ではなく、教育者としての資質と人
間としてのタレントを備えているこ
と」という代表者の方針の下、教育
熱心でユニークな先生達が集まって
います。海外で英語を教えた経験を
持つ教師も多く、留学生が直面する
問題に的確なアドバイスをしてくれ
ます。また、イブニングアクティビ
ティでは、音楽や演劇が得意な先生
たちにようる「コメディショー」で
その才能を如何なく発揮し、生徒た
ちと和気あいあいのムード作りに一
役買っています。ブリティッシュカ
ウンシルによる監査結果も、高評価

■英語教員養成学校（ITTC）を併設
ボーンマス市内に、英語教員養成の
姉妹校があります。学校名は ITTC-
International Teaching and Training
で、1984 年から英語教師の資格コー
ス CELTA, DELTA を実施しています。
イギリス人の他、世界 60 ヶ国から英
語の先生が集まって、英語教育のメ
ソッド修得を行っています。

■ 4週間の ITTC-TESOL コース
英語教員、あるいは教員を目指している
人を対象に、英語授業の実際的なスキル
が学べるコースです。授業では CELTA
と同じ内容の学習を行いますが、修了時
の試験はありません。所定の評価で修了
すると ITTC Certifi cate in TESOL が授与
されます。受講には B2 以上の英語力、
スカイプインタビューが課せられます。
2022 年の日程はお問い合わせください。

の常連校で、しっかり学びたい方に
お勧めできる学校です。
校舎はボーンマス駅から徒歩 15 分
程の住宅街。以前は小学校として使
われていた可愛らしい校舎で、夏は
花で飾られます。住宅地域の立地な
ので、徒歩で通える滞在先が多いの
も魅力です。

■ School Fact     ※ 2018 ～ 2019 年実績
学生数   100 名（12 月）～ 350 名（8月）

主な国籍
※年間平均

  スイス　25%　 
  サウジアラビア　12%   
  イタリア　10%
  トルコ　8%　
   韓国　6%

日本人割合   3％（12 月）～ 10％（8月）

平均年齢   25 才  ※受講年齢 16 才以上

先生達も参加する人気の活動 "Sing-Songs"先生達も参加する人気の活動 "Sing-Songs"カフェテリアはいつも生徒でいっぱいカフェテリアはいつも生徒でいっぱい

ユニークで優秀な教師が揃っていますユニークで優秀な教師が揃っています さまざまな国の学生と切磋琢磨して学べる！さまざまな国の学生と切磋琢磨して学べる！

時間 月 火 水 木 金

09:00-10:30
メイン授業 メイン授業 メイン授業 メイン授業 メイン授業

10:50-12:20

ランチタイム

13:00-14:30 オプション授業➀ オプション授業② オプション授業➀ オプション授業② 自習時間

14:30-16:30 自由時間 / 課外活動

イブニング
アクティビティ 卓球、 ゲーム レクチャー

（英国の食） クイズナイト レクチャー
（ロンドン）

音楽の夕べ
（歌）

■集中英語（週 28 ﾚｯｽﾝ =21 時間）の時間割例

ボーンマス

●

■宿泊オプション
ホームステイ
１人部屋・2食付
学生シェアハウス（年間）
・学生シェアハウス（1人部屋・自炊）：学校が管理
する一軒家を学生同士でシェアするアパート滞在。
各自の寝室の他、キッチンやリビングエリアを共有
します。

授業料 +ホームステイ（1人部屋・2食付）

期間 一般英語
週 20 ﾚｯｽﾝ =15 時間

一般英語プラス
週 24 ﾚｯｽﾝ =18 時間

集中英語
週 28 ﾚｯｽﾝ =21 時間 2022 年 入校日

2週間
3週間
4週間
6週間
8週間
10週間
12週間
16週間
24週間
36週間
43週間

159,000円
234,000円
306,000円
446,000円
589,000円
734,000円
855,000円
1,135,000円
1,469,000円
2,316,000円
2,668,000円

172,000円
251,000円
329,000円
482,000円
638,000円
793,000円
925,000円
1,228,000円
1,724,000円
2,493,000円
2,888,000円

179,000円
263,000円
346,000円
506,000円
669,000円
834,000円
967,000円
1,285,000円
1,619,000円
2,585,000円
2,983,000円

■入校日
毎週月曜日

奨励の開始日：
1/4, 1/31, 2/28, 3/21, 
4/25, 5/23, 6/20, 7/4, 
7/11, 7/18, 7/25, 8/1, 
8/8, 8/15, 8/22, 8/30, 
9/26, 10/24, 11/21

■宿泊
入室：日曜
退室：土曜

・ 16 才以上対象　　　 ・ 初級～上級　　　 ・ 1 クラス 14 名以下、 平均 10 名　　　 ・ 1 レッスン＝ 45 分　　　　
■ 6 か月以上は学生ビザ要

≪追加費用≫　
・空港送迎手配：35,800 円（片道、ロンドンヒースロー空港）     
・夏期宿泊（7/2-8/27）追加料金：6,300 円 / 週
・学生ハウス（1人部屋・自炊）滞在追加料金：1,500 円 / 週
・UTS 手続き費用は別途→ P21 参照 
※上記費用は 2022 年 4月の為替レートで換算しています。為替の急激な変動で今後変更になる場合があります。
≪休校日≫ 1/3, 4/15-18, 5/2, 6/2-3, 8/29, 12/19 -1/2（2023 年）

長期特典長期特典 （22 週～）（22 週～）

・到着時の空港送迎無料
※ヒースロー /ガトウィック空港

週末はフットボール観戦を楽しもう！週末はフットボール観戦を楽しもう！
こんな  

  楽しみも！

ひとむかし前は元旦の午後といえば天皇杯の決勝観戦！というサッカーファンもの
方も多かったのではないでしょうか。全国に数多あるチームの頂点を決める大会で
すが、モデルとも言われるイギリスの FAカップはその比ではありません。19 世紀
に始まった FAカップはプロ・アマチーム全てに参加資格があり、近年の参加チー
ム数は 700 を超えると言われます。イギリスでは犬も歩けばパブに当たる然り、列
車に乗ればフットボールチームに出会うと言えるほど、プロからアマチュアまでお
およそ９部のリーグがあり、その土地土地にチームが存在します。

2016-17 シーズンのプレミア優勝チームのレスター City FC にて一躍注目のヴァー
ディー選手。彼は数年前までパートタイムで仕事をしながら試合もこなす７部相当
のチームに在籍していたのだとか。イギリスで生活をすれば、華やかな頂点のプレ
ミアりーグだけでは見えないイングランドフットボールの横顔、地域の産業や文化
の成り立ちを垣間見ることができます。

イングランドのフットボールシーズンは 8
月半ばから 5 月半ばまで、この間であれ
ば、ほぼ毎週末に試合が開催されています。
サッカーファンであれば、プレミアリーグ
の試合を一度は見たいもの。
Manchester United や Manchester City、
Liverpool FC のファンにはちょうど中間地
のチェスターがおすすめ。ボーンマスなら、
2019-20 シーズンに惜しくも２部のチャン
ピオンシップに降格した AFC Bounemouth
をプレミア昇格を目指して猛応援すること
も。また、ロンドン近郊に居れば週末毎に
さまざまなスタジアムでの観戦を体験する
こともできます。ホームスタジアムに出か
けて行き好きなチームを応援するも良し、
滞在する土地でお気に入りのチームや選手
を発掘するも良し、サッカーファンには心
躍るような週末です。

サッカーもラグビーも、 あの競技もこの競技も英国生まれ！

奥深いイングランドのフットボール事情

旅学 View

※繁忙期には、メイン授業は午前と午後に日替わり受講し、オプション授業は
昼食前後の時間帯での受講になる場合もあります。

Youtube 動画で
学校を覗いてみよう！

▼▼▼
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ロンドンから列車で 1時間 40 分

■研修費用  （授業料・宿泊費・入学金込み）　

ボーンマス

Southbourne School of English
サウスボーン スクール オブ イングリッシュ

ホームステイは徒歩圏内。費用を抑えてしっかり
学ぶ南イングランドのおすすめ校

ボーンマス

●

■海辺の小さな町で英語漬けの生活
ロンドンから列車で１時間 40 分。
海辺ののどかな町ボーンマスの南部
に位置するサウスボーンは環境の良
い住宅地区です。1966年の創立以来、
学生が心地よく学習することをモッ
トーに、親子３代にわたって受け継
がれてきた家族経営の学校。面倒見
の良さが人気です。
広々とした校舎には、電子白板とエ
アコン完備の教室、にぎやかにラン
チが楽しめるカフェテリア、緑の中
庭など充実した設備が整っていま
す。ヨーロッパ諸国を中心に世界各
国からバラエティに富んだ国籍の学
生が集まっており、夏季のピーク
シーズンを除くと日本人学生の比率
が少ないのも特徴です。

■ホームステイは徒歩圏内
　リーズナブルな費用も魅力！
学校周辺は静かな住宅エリアが広が
り浜辺までは徒歩で 10 分ほどの距
離。ホームステイの多くが同じ地域
にあるため、通学はほとんど徒歩と
なり、交通費を節約することもでき
ます。早期申込みの特別料金設定が
あるので、上手に活用したいところ。

■ School Fact     ※ 2018 ～ 2019 年実績
学生数   200名（9-5月）～330名（6-8月）

主な国籍
※年間平均

  スイス　14%　 
  チェコ　13%   
  スペイン　13%
  イタリア　8%　
  タイ　7%

日本人割合   1％（2月）～ 21％（8月）

平均年齢   21 才  ※受講年齢 16 才以上

■集中英語 ( 週 21 時間 ) の時間割例 
　※夏期（６~８月）は授業開始が 30分早まります。

時間 月 火 水 木 金

09:15-10:15 英語授業

10:30-11:30 英語授業

11:45-12:45 英語授業

12:45-13:45 昼休み

13:45-14:30 英語授業
フリー

14:45-15:30 英語授業

自習、 アクティビティ等

お庭のテラスでおしゃべりお庭のテラスでおしゃべり

授業料+ホームステイ（1人部屋・2食付）

期間
一般英語
週 15 時間

※早割プランは 2ヵ月前までの申込

集中英語
週 21 時間

※早割プランは 2ヵ月前までの申込
2022 年 入校日

2週間
3週間
4週間
6週間
8週間
12週間
16週間
24週間
37週間

145,000円
208,000円
272,000円
389,000円
513,000円
761,000円
982,000円
1,465,000円
2,124,000円

［早割プラン］

134,000円
192,000円
251,000円
358,000円
472,000円
699,000円
887,000円
1,322,000円
1,905,000円

158,000円
228,000円
299,000円
430,000円
567,000円
843,000円
1,091,000円
1,628,000円
2,375,000円

［早割プラン］

148,000円
213,000円
278,000円
399,000円
527,000円
782,000円
982,000円
1,465,000円
2,125,000円

■入校日
毎週月曜日

■宿泊
入室：日曜
退室：日曜

・ 16 才以上対象　  　 ・ 初級～上級　　　　 ・ 1 クラス 16 名以下、 平均 12 名　
■ 6 か月以上は学生ビザ要

≪追加費用≫　
・空港送迎手配：35,800 円（片道、ロンドンヒースロー空港）  
・夏期（6/12-8/28）授業追加料金：8,000 円 / 週
・夏期（6/12-8/28）ホームステイ追加料金：3,500 円 / 週
・教材費：6,800 円
・UTS 手続き費用は別途→ P21 参照 
※上記費用は 2022 年 4月の為替レートで換算しています。為替の急激な変動で今後変更になる場合があります。
≪休校日≫ 1/3,  4/15-18, 5/2, 6/2-3, 8/29, 12/19-1/2（2023 年）

■宿泊オプション
ホームステイ
１人部屋・2食付
夏期レジデンス
1人部屋・自炊
※ 7～ 8月のみ地元の大学寮での宿泊を紹介してい
ます。空き状況はお問合せください。

ロンドンより列車で 2時間

■研修費用  （授業料・宿泊費・入学金・教材費込み）　

エクセター

●

エクセター

Exeter Academy
エクセター アカデミー 

「文法は中級だけど会話は初級」という悩みに効果的、
分野毎に異なるレベルのクラスで効率良く学べる！

■一人一人への充実した教育がモットー
デボン州にあるエクセターは壮麗な
アーチの大聖堂、ローマ時代の城壁
跡など歴史に彩られた南西イングラ
ンドの古都。大学町としても知られ、
地方ののどかさと同時に、活気のあ
る住み心地の良い文化都市です。学
校は中心部から少し離れた高台の住
宅地にあり広々とした緑豊かな校庭
からは、遙か向こうにエクスマスの
入り江も見渡せます。小さなコミュ
ニティーで、居心地良く英語に集中
して学びたい学生におすすめの環境
です。
■ホームステイは３食付きで徒歩圏内！
教師が引率のイベントや小旅行、徒
歩圏内の 3 食付ホームステイなど、
一人一人の充実した学習と滞在を
モットーとし、学生数を最大 60 名

までに限定。教師も生徒も皆顔見知
りの環境で学べます。文法や読解は
得意だけれど、会話や聞取りは苦手
という人にぴったりのユニークなマ
ルチレベルシステムを提供していま
す。例えば午前中の文法は中級クラ
スで受講、午後の会話は初級クラス
で受講というように、英語スキルの
分野によって異なるレベルのクラス
で学べます。

■ School Fact     ※ 2018 ～ 2019 年実績
学生数   28 名（1月）～ 48 名（8月）

主な国籍
※年間平均

  サウジアラビア　25%　 
  スペイン　15%   
  イタリア　15%
  スイス　　15%　
  グリーンランド　10%

日本人割合   0％ ～ 5％ 
平均年齢   30 才  ※受講年齢 18 才以上

分野別に異なるレベルの分野別に異なるレベルの

クラスで学べる！クラスで学べる！

時間 月 火 水 木 金

9:30 - 11:00 文法 ・ 構文

11:00 - 11:30 休憩

11:30 - 13:00 読解 ・ 作文 ・ 語彙強化

13:00 - 14:00 昼食

14:00 - 15:30 会話 ・ リスニング フリー

15:30 - 自由時間、 イベント etc.

■宿泊オプション
ホームステイ
１人部屋・3食付
平日の昼食は、ホームステイ先からパックラ
ンチを学校に持参します。

■集中英語（週 21時間）の時間割例

授業料+ホームステイ（1人部屋・3食付）

期間 集中英語
週 21 時間

集中英語+個人ﾚｯｽﾝ
週 21 ＋ 5時間　

2022 年 入校日

2週間
3週間
4週間
6週間
8週間
10週間
12週間
16週間
24週間
36週間

192,000円
277,000円
363,000円
529,000円
699,000円
868,000円
965,000円
1,350,000円
1,910,000円
2,855,000円

299,000円
441,000円
581,000円
849,000円
1,126,000円

----------

・集中英語の授業開始前の時
間帯（8:15-9:15）に 1対 1の
個人レッスンが 1時間追加さ
れるプラン。短期間で英語力
を高めたい方におすすめです

■入校日
毎週月曜日

■宿泊
入室：日曜
退室：土曜

・ 18 才以上対象　　　 ・ 初級～上級、 約 7 レベル　　　 ・ 1 クラス 12 名以下、 平均 6-8 名　
■ 6 か月以上は学生ビザ要

≪追加費用≫　
・空港送迎手配：42,500 円（片道、ロンドンヒースロー空港）   
　※ロンドンヒースロー空港から直通の長距離バスが運行しています（片道：約 £35 ～）
・UTS 手続き費用は別途→ P21 参照 
※上記費用は 2022 年 4月の為替レートで換算しています。為替の急激な変動で今後変更になる場合があります。

≪休校日≫ 1/3,  4/15-18, 5/2, 5/25, 6/3, 12/19-1/2 (2023 年 )
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「見知らぬ人」 とは
まだ会ったことのない友人のこと
西の果ての緑の国、アイルランドへ行こう！

■滞在が 90 日未満はビザ手続き不要

アイルランドへの留学は、90 日未満の滞在であれば事前のビザ手
続きは不要です（※日本国籍の場合）。つまり、1～ 12 週間の語学
留学で学校の手続きさえできれば、思い立ったらすぐ出発すること
ができます。90 日以上の滞在の場合も、アイルランド到着後に現
地で滞在許可の手続きをすることができます。

■ワーキングホリデービザを利用して、 働きながら滞在

18 ～ 30 才の日本人を対象にしたワーキングホリデービザを取得すれば、
1年間の滞在期間中に、働いたり、学校に通ったり、観光をしたり、様々
な体験が可能になります。滞在期間内であれば、労働や勉強の期間制限
はありません。

イギリスのさらに先、ぽっかりと浮かぶエメラルドの島アイルランド共
和国は、北海道の面積に約 500 万人の人びとが暮らす国。1年中豊かな
緑に包まれ、都市部に暮らしていても、どこかのんびりと牧歌的な雰囲
気のある国です。アイルランドと言えば、人なつっこくて、おしゃべり
好きな人々が思い浮かびます。初対面でもきさくに話かけてくる国民性
は言葉を学ぶのにはもってこいの環境で、年間 10 万人以上が語学留学生
がこの国を訪れています。一度訪れると、なぜだか自慢したくなる、秘
密のお気に入りを見つけたような、そんな気持ちになる不思議の国です。

アイルランドの英語学校は、政府が英語学校の設備や講師の質につい
て審査をし、一定の基準を満たす学校に認可を与えています。認可は
ACELS という教育科学省管轄の認定団体が行っており、ACELS 認可校
の約半数がMEI(Marketing English in Ireland) という語学学校連盟に属
しています。このパンフレットで紹介する学校は全て ACELS の認可を
受けており、MEI 連盟のメンバー校になっています。

はじめまして、 アイルランド

アイルランド政府が教育の質を監査

認可校の充実した英語教育

■出典：MEI「Review and Outlook of the International English Language Sector 2017」

✓　留学生は世界 101 ヶ国から
✓　78%はヨーロッパの学生　※2016 年度
✓　トップの国籍：1位はイタリア、2位はスペイン
✓　平均学習期間は 5.3 週（イギリスは 3.8 週）
✓　アイルランド経済に €762,000,000 の貢献　

グラフタイトル

EUの学生

EU以外の学生（ビザあり）

EU以外の学生（ビザなし）

アイルランド英語留学の特徴・MEI 加盟校のデータアイルランド英語留学の特徴・MEI 加盟校のデータ

78%

15%

7%
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「アイルランド留学 6 つのおすすめポイント」

✓ ヨーロッパを中心に、 共に学ぶ学生の国籍バランスが多様！

✓ 政府が教育の質を監査、 認定校での充実した英語教育！

✓ 到着後のビザ申請で長期留学者は日本での手続きが簡単！

✓ 学生ビザ (25 週間以上受講 ) があればアルバイトもできる！

✓ 英語力があればインターンシップなどを体験することも！

✓ 人懐こく話好きの国民性、 EU 圏の英語の国としても大注目！
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ダブリン中心部

■研修費用  （授業料・宿泊費・入学金込み）　

ダブリン

CES Dublin
シーイーエス ダブリン

主要観光スポットはすぐそこに！ 
ダブリン中心部で、学びも体験も充実

■様々な国の学生と出会える大規模校
1979 年創立。クィン・ファミリーが
経営する語学学校で、ダブリンの他、
イギリス 6 都市にも系列校がありま
す。家族経営ならではの温かさと、大
型校の機能を兼ね備えているところが
人気です。学校があるのはダブリンの
中心地デイム通り。ダブリン城、トリ
ニティカレッジ、大聖堂、テンプルバー
など、主要な観光スポットがすぐ近く
にあります。放課後はショッピングや
ストリートパフォーマンスを楽しんで
みましょう。初日のオリエンテーショ
ンでは、無料にて市内ツアーを行いま
す。校内は 23 教室、屋上ガーデン、
カフェ、コンピュータールームが 2室、
校内Wifi 、全員が無料で受講できるオ
ンライン学習など、学習設備も充実し
ています。　　　　　　

■ホームステイの他、学生レジデンスも
宿泊はホームステイ以外に学校所有の
郊外にあるレジデンス滞在を紹介。レ
ジデンスは公共交通機関で学校から約
30 分ほど。共同キッチンで自炊がで
きます。その他に徒歩圏内の民間のレ
ジデンスもアレンジが可能です。レ
ジデンスはいずれも人気があるので
早目のお申込みが必要です。

●
ダブリン

学校はダブリン中心部学校はダブリン中心部

■ School Fact     ※ 2018 ～ 2019 年実績
学生数  650 名（1月）～ 1,179 名（7月）

主な国籍
※年間平均

  イタリア             15%　 
  オーストリア　 12%
  フランス              7%
  スペイン              7%   
  ブラジル              6%　

日本人割合   2％（1月）～ 4％（8月）

平均年齢   23 才  ※受講年齢 16 才以上

■集中英語（週 26 ﾚｯｽﾝ =23.8 時間）の時間割例
時間 月 火 水 木 金

09:00-13:00 英語授業

13:00-14:00 昼休み

14:00-16:00 フリー 会話、 コミュニケーション フリー

宿題、 課外活動 etc.

■宿泊オプション
ホームステイ
１人部屋・2食付
学生レジデンス
1人部屋・自炊。ダブリン郊外にある学校所有の学
生レジデンス、及び中心部にある民間のレジデンス
を紹介。共同キッチンで自炊ができます。

授業料 +ホームステイ（1人部屋・2食付）

期間 一般英語
週 20 レッスン

集中英語
週 26 レッスン

IELTS 試験対策
週 20 レッスン 2022 年 入校日

2週間
3週間
4週間
6週間
8週間
10週間
12週間
16週間
25週間
36週間

163,000円
233,000円
303,000円
419,000円
553,000円
686,000円
777,000円
1,029,000円
1,526,000円
2,137,000円

179,000円
258,000円
337,000円
478,000円
631,000円
784,000円
909,000円
1,208,000円
1,753,000円
2,465,000円

163,000円
233,000円
303,000円
----------

・英語力中級以上対象
・週 20 レッスン
・CES はダブリン市内
の IELTS 公式試験セン
ターです。

■入校日
毎週月曜日

■宿泊
入室：日曜
退室：土曜

・ 16 才以上対象　　　 ・ 初級～上級　　　 ・ 1 クラス 14 名以下、 平均 10-12 名　　　 ・ 1 レッスン＝ 55 分
■ 3 か月以上は、 アイルランド到着後に、 学生ビザ ・ 滞在許可の申請が必要

≪追加費用≫　
・空港送迎手配：11,000 円（片道、ダブリン空港）     
・夏季ホームステイ（5/29-9/18）追加料金：4,300 円 / 週
・学生レジデンス（1人部屋、自炊）滞在追加料金：1,000/ 週～ 13,000 円 / 週　※目安
・クリスマス＆年末年始休暇期間（12/25-1/2）のホームステイ追加料金：12,000 円
・教材費：5,000 円～（現地払い）
・UTS 手続き費用は別途→ P21 参照
※上記費用は 2022 年 4月の為替レートで換算しています。為替の急激な変動で今後変更になる場合があります。

≪休校日≫ 1/3, 3/17, 4/15-18, 5/2, 6/6, 8/1, 10/31, 12/24-1/2（2023 年） 

ダブリン郊外の広大なキャンパス
大学付属の英語センターで学ぶ！

■ダブリン郊外にある新しい国立大学
Dublin City University の附属英語セ
ンターが実施する研修です。Dubulin 
City University は約 15,000 人の学生
を要する、アイルランドでは最も新
しい国立大学です。市の中心部から
は北に車で 15 分程に位置し、広大
なキャンパスにはスポーツ施設、ジ
ム、劇場、図書館、カフェテリア
など充実した設備が整っています。
キャンパス内にある英語センター
（DCU Language  Service）にはさま
ざまな国の留学生やってきます。な
お、DCUと提携を結んでいる日本の
大学も多く、毎年、日本の大学から
もたくさんの派遣留学生を受け入れ
ています。
授業は週 20 時間（8:50 ～ 12:50 また
は 13:30 ～ 17:30 の何れかの時間帯）

の英語コース。1クラスは 15 名以下
の編成で行います。初日のプレイスメ
ントテストでレベル別に分けられ、英
語基礎力のスキルアップに主眼を置い
た授業を行います。放課後は日によっ
てアクティビティが企画され、多くは
実費で参加ができます。

■研修費用  （授業料・宿泊費・入学金込み）　

ダブリン中心部から車で 15 分ダブリン郊外

Dublin City University  
(DCU Language Service)

ダブリン シティ ユニバーシティ  （DCU ランゲージサービス）

■宿泊オプション
ホームステイ
１人部屋・2食付

授業料 +ホームステイ（1人部屋・2食付）

期間 一般英語
（週 20時間）

2022 年 入校日 期間 IELTS 試験対策
（週 20時間）

2022 年 入校日

2週間
3週間
4週間
6週間
8週間
10週間
12週間
16週間
25週間
35週間

167,000円
236,000円
302,000円
438,000円
569,000円
703,000円
812,000円
1,061,000円
1,498,000円
2,085,000円

■入校日
1/10, 1/24, 2/7, 2/21, 
3/7, 3/21, 4/11, 4/25, 
5/9, 5/23, 6/13, 6/27, 
7/4, 7/18, 8/8, 8/22, 
8/29, 9/5, 9/19, 10/10, 
10/24, 11/7, 11/21, 

12/5,

■宿泊
入室：日曜
退室：土曜

・8:50-12:50、または
13:30-17:30の何れかの
時間帯での受講。

2週間
3週間
4週間
6週間
8週間
10週間
12週間
16週間
24週間
36週間

－
－
－
－

572,000円
----------

・中級以上対象
・8:50-12:50、または
13:30-17:30 の何れか
の時間帯での受講。

■入校日
1/10, 3/7, 5/3, 
6/27, 8/22, 
10/17, 

■宿泊
入室：日曜
退室：土曜

・ 18 才以上対象　  ・ 初級～上級　　 ・ 1 クラス 15 名以下、 平均 10-12 名　
■ 3 か月以上は、 アイルランド到着後に、 学生ビザ ・ 滞在許可の申請が必要

≪追加費用≫　
・空港送迎手配：17,000 円（片道、ダブリン空港）  
・教材費：5,000 円～（現地払い） 
・UTS 手続き費用は別途→ P21 参照 
※上記費用は 2022 年 4月の為替レートで換算しています。為替の急激な変動で今後変更になる場合があります。

≪休校日≫ 1/3,  3/17, 4/15-18, 5/2, 6/6, 8/1, 10/31, 12/24-1/8（2023 年）

■ School Fact     ※ 2018 ～ 2019 年実績
学生数  250 名（1月）～ 750 名（7月）

主な国籍
※年間平均

  日本             13%　 
  韓国 　　　12%
  イタリア     12%
  スペイン      11%   
  サウジアラビア　    9%　

日本人割合   9％（6月）～ 21％（2月）

平均年齢   21 才  ※受講年齢 17 才以上

●
ダブリン

Vimeo 動画で
学校を覗いてみよう！

▼▼▼
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ダブリン中心部とトラムで 10 ～ 15 分の２校舎ダブリン

●
ダブリン

歴史ある校舎、充実の設備、多彩なカリキュラム
教育の質・サポートが充実の人気校

Emerald Cultural Institute
エメラルド カルチュラル インステイテュート

■宿泊オプション
ホームステイ
１人部屋・2食付
学生レジデンス
1人部屋・自炊。ダブリン郊外にある学生レジデンス
を紹介。共同キッチンで自炊ができます。

■ワンランク上を行く教育環境と設備
英語圏の国はたくさんありますが、アイ
ルランドの人びとの親しみ易さやもて
なしの気質は、外国からやってくる学生
が異国での生活に馴染み、言葉を学習す
るのに大きな助けとなります。エメラル
ドの校長ビオンディ氏も初めはそんな
体験をした一人。イタリアからの留学生
としてアイルランドにて英語を学び、そ
の後、政府からの給費留学で名門トリニ
ティ大学を卒業。自らの体験も踏まえ、
学生が良い環境でしっかり学べる学校
を作るべく、1986 年にこの地に学校を
設立しました。現在では、設備の整った
美しい校舎で学べるプログラム、また学
生へのサポートの充実した学校として、
学生から社会人までダブリンでもトッ
プクラスの人気を誇ります。校舎はダブ
リン中心部からトラムで 15 分程の高級
住宅地に立地しています。

■ School Fact  ※ 2018 ～ 2019 年実績
学生数   190 名（10月）～ 250 名（8月）

主な国籍
※年間平均

  ブラジル　17%   
  イタリア　15%　 
  韓国　　 10%
  フランス　9%
  日本　　　8%　

日本人割合   5％（2月）～ 10％（8月）

平均年齢   24 才  ※受講年齢 17 才以上

■豊富なコース設定、聴講プランも！
基本の集中英語は、リスニング、スピーキン
グ、読解、ライティングの 4つの基本をコミュ
ニケーションに重点を置きながら習得するプ
ログラムです。週 20時間、月～金曜日の 9:00
～ 13:15 の時間帯で受講します。さらに会話
力アップにおすすめが集中プラスコース。火
水木曜日の午後に会話に重点を置いた 1クラ
ス 8名以下の少人数授業が追加されます。
また、ダブリンの郊外にある国立大学、
Maynooth 大学と提携しており、エメラ
ルドにて英語コースを受講後に大学のセ
メスターを受講する Gap Year Academic 
Programme( 受講の諸条件あり ) を紹介して
います。大学生の長期留学にもおすすめのプ
ランです。

文学の宝庫と言われるアイルランド。アイルランド人は昔から言葉で伝え、言葉
で遊び、時には雄弁に自己を語ってきました。人口たった 500 万人という小さな
国でありながら、これまでにW.B イェーツ、バーナード・ショー、サミュエル・
ベケット、シーマス・ヒーニと 4人のノーベル文学賞受賞者を輩出。それ以外に
も「ガリバー旅行記」のジョナサン・スウィフト、オスカー・ワイルド、ジェームス・
ジョイスなど文豪が目白押し。ちなみに演説のうまさに定評のあったケネディ大
統領やレーガン大統領もアイルランド系のアメリカ人でした。
言葉に繋がる偉人たちをこんなに輩出している国アイルランド。
この国を 120％楽しむためにもアイルランドについてある程度予
習をしていく事をおすすめします。司馬遼太郎氏の「街道をゆく
シリーズ・愛欄土紀行」は独特の語り口で歴史や文化を縦横無尽
に語り尽くし、アイルランドを通じて米国や欧州をも知りえる名
著です。文庫版も出ているので出発前に是非どうぞ。

あの人もアイルランド人！

日本でもファンが多いアイリッシュ・ミュージック。もともとは家庭の台所や納屋、
季節の祭りなどで演奏されていたものが、18 世紀頃から吟遊詩人の活動により広
がって現在のようなスタイルが確立されたそう。伝統的な演奏スタイルはセッショ
ンとよばれる即興演奏。ストリートなどの公共の場所にてよく行われ、ショース
タイルの伝統的音楽はパブなどで演奏されます。アイルランドの歌姫と呼ばれる
エンヤの故郷は、アイルランド北西部のドネゴールにあるグウィドアという小さ
な村。父親が経営する「レオズ・タバーン」というパブで、子供時代のエンヤも
よく歌っていたとか。そのステージで今も毎晩のように
伝統音楽が披露されています。アイルランドといえば「パ
ブ」。どんな小さな町にも何軒かのパブがあり、毎晩近所
の仲間と食べて飲んで、生演奏のセッションを聞き、止
まらないお喋りを楽しむ…。それがアイルランド流！

【アンジェラの灰】
世界恐慌が吹き荒れた 20 世紀初頭、苦しくも逞しく生きた
子だくさんのアイルランド人一家の生活を、長男の視点から
描いた、人間への優しさとユーモアがちりばめられた秀作。
【マイレフトフット】
アイルランドの大家族を通し、人間の豊かさおかしさをユー
モアをもって描くアイリッシュファミリー物語。
【麦の穂をゆらす風】
アイルランドの対英独立戦争は今からたったの 100 年前。
内戦に至る悲劇と時代に翻弄されざるを得ない人間の心理
を描いた、ケン・ローチ監督のパルムドール受賞作品。

いずれもどうにも涙が流れる作品群です。

灰】

映画映画の舞台はアイルランドの舞台はアイルランド
この国をもっと知ろう！この国をもっと知ろう！

アイリッシュ音楽の系譜、ビートルズもエンヤも
アイルランドを知ろう ①

アイルランドを知ろう ②

アイルランドを知ろう ③

■長期留学でインターンシップにもチャレンジ
アイルランド最大の教育系インターンシップ会社を通して、希望の学生にインターン先
を手配しています。年間 100 名以上の学生が参加する人気のプランです。
●インターンシップ手配料：€650( 約 87,000 円 )　
●期間：6週間以上
●参加申込条件：
①英語コース受講期間：
　学生ビザ（25 週間以上）
　ワーキングホリデービザ（4週間以上）
②英語力：
　中級（B1）以上 （分野により C1以上）
　※職務経験や学位が必要な場合もあり。
●インターンの主な受け入れ分野：
IT、マーケティング、ホスピタリティ、旅行会社、アパレル、メディア、アート、広告、
イベント、NGO、医療、会計、一般事務など　※分野によりリモートインターンシップもあり

▲ 体験者の動画

■集中プラスコース ( 週 20+6 時間 ) の時間割例
時間 月 火 水 木 金

09:00-11:00 英語授業 （文法と語彙他）

11:15-13:15 英語授業 （コミュニケーション他）

13:15-14:15 昼休み

14:15-16:15 フリー 少人数の会話重視授業 フリー

16:15- 宿題、 アクティビティ、 イベント etc.

授業料＋ホームステイ（1人部屋・2食付）

期間 集中英語コース
週 20 時間

集中プラスコース
週 26 時間

集中・集中プラス
2022 年 入校日

Gap Year Academic 
Programme

英語＋大学聴講コース
2週間
3週間
4週間
6週間
8週間
10週間
12週間
16週間
25週間
35週間

162,000円
233,000円
299,000円
428,000円
563,000円
698,000円
800,000円
1,075,000円
1,548,000円
2,139,000円

185,000円
266,000円
347,000円
487,000円
642,000円
796,000円
918,000円
1,232,000円
1,796,000円
2,482,000円

■入校日
毎週月曜日

■宿泊
入室：日曜
退室：土曜

※左記以外の期間で
の受講も可能です。
その場合の費用はお
問い合わせ下さい。

期間、時期、費用、諸
条件などの詳細は、お
問い合わせください。

・ 16 才以上対象　　　 ・ 初心者～上級、 約 11 レベル　　 ・ 1 クラス 14 名以下、 平均 10 名　　　
■ 3 か月以上は、 アイルランド到着後に、 学生ビザ ・ 滞在許可の申請が必要

≪追加費用≫　
・空港送迎手配：12,000 円（片道、ダブリン空港）     
・学生レジデンス（1人部屋、自炊）滞在追加料金：12,000 円／週　※目安
・クリスマス＆年末年始休暇期間（12/17-1/2）のホームステイ追加料金：7,000 円 / 週
・教材費：6,500 円～（現地払い）
・UTS 手続き費用は別途→ P21 参照 
※上記費用は 2022 年 4月の為替レートで換算しています。為替の急激な変動で今後変更になる場合があります。

≪休校日≫ 1/3, 3/17, 4/18, 5/2, 6/6, 8/1, 10/31, 12/19-1/2（2023 年）  

■研修費用  （授業料・宿泊費・入学金込み）　

Youtube 動画で
学校を覗いてみよう！

▼▼▼
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■研修費用  （授業料・宿泊費・入学金、教材費込み）　

コーク中心部コーク

Cork English College
コーク イングリッシュ カレッジ

60％以上はヨーロッパの学生
アイルランド第 2の都市コークでしっかり学ぶ

■アイルランド第二の都市コーク
リー川の河口に広がるコークはアイ
ルランド南部最大、全土ではダブリ
ンに次ぐ第 2の都市です。7世紀に
教会の町として発展し、18 世紀から
は海上交通の拠点として賑わいまし
た。1912 年には旅客船タイタニッ
ク号が最後の寄港地として錨をおろ
したのがコークの港でした。100 年
を経ても海岸沿いには当時を偲ばせ
る雰囲気が残り観光スポットになっ
ています。町の中心はリー川の２つ
の水路に挟まれた中州と川沿いに広
がるため、町歩きには何回も橋を渡
ることになります。学校はリー川を
臨む町の中心部に位置しています。
アイルランドは 1999 年のユーロ通
貨導入以来、ユーロ圏唯一の英語圏

の国として世界の企業から注目を集
めてきました。このコークにもアッ
プル社をはじめ、国際的な IT 企業や
製薬会社の多くが拠点を置いていま
す。近年は、欧州圏の若者から、国際
的な企業都市としても注目を集めてい
ます。

アクティビティも充実アクティビティも充実

■ School Fact  ※ 2018 ～ 2019 年実績
学生数  98 名（1月）～ 328 名（7月）

主な国籍
※年間平均

  スペイン 　23%　 
  フランス　 17%　
  ブラジル　  12%   
  ポーランド   9%
  チリ                8%   

日本人割合   2％（12 月）～ 5％（6月）

平均年齢   25 才  ※受講年齢 16 才以上

■宿泊オプション
ホームステイ
１人部屋・2食付
学生レジデンス /学生アパート
1人部屋・自炊。コーク市内にある学生レジデンス
を紹介。共同キッチンで自炊ができます。お部屋に
シャワー・トイレが付いているタイプとシャワー・
トイレは共同利用のタイプがあります。

■集中英語（週 26時間）の時間割例
時間 月 火 水 木 金

09:00-11:00 英語授業

11:20-13:20 英語授業

13:20-14:20 昼休み

14:20-16:20 英語授業 フリー

16:20- 宿題、 アクティビティ、 イベント etc.

●
コーク

校舎は市内中心部。どこに行くにも便利！校舎は市内中心部。どこに行くにも便利！ フレンドリーなスタッフがサポートフレンドリーなスタッフがサポート

■１レッスンはたっぷり 60分授業
コーク・イングリッシュ・カレッジ
は Cullen 一家が 36 年前に創立した学
校です。チェーンの英語学校にはない
家族経営ならではの細やかなケアのも
と、在籍した学生数は過去 4万人に達
しています。校舎は市内中心部に 3か
所あり、30 教室、PC ルーム、ラーニ
ングセンターを備えています。
放課後はほぼ毎日課外活動やイベント
が予定され、アイルランド文化を楽し
んだり、友達を作る良い機会になりま
す。授業の特徴は 1 クラス平均 8 ～
9名の小人数制。生徒一人ひとりに教
師の目が行き届くように配慮していま
す。また、1 レッスンは 60 分とたっ
ぷりあるので、手ごたえある学びが期
待できます。

■ホームステイと学生レジデンス
　二通りから選択
宿泊は地元の一般家庭でのホームス
テイ。学校スタッフが管理する家庭
から紹介されます。到着時の空港で
の出迎えはホストファミリーが行い
ます。学校への通学は、市バスの利
用が一般的でおおよそ 20 ～ 40 分程
の距離です。
また、もっと自分のペースで生活し
たい学生には、学生レジデンスでの
滞在を紹介しています。学生会館の
ような近代的な施設で地元の大学生
たちも滞在。シャワー付の個室と
シャワーは共同利用タイプのお部屋
があり、共同キッチンで自炊が可能
です。

放課後や夕べは、放課後や夕べは、
学校の課外活動も充実！学校の課外活動も充実！

1クラス 12名以下（平均 6-8 名）の充実授業1クラス 12名以下（平均 6-8 名）の充実授業

▲課外活動サンプル日程

マイペースで生活なら、レジデンス滞在！
宿泊はホームステイが一般的なアイルランドですが、市内にある民間のレジデンスで
の宿泊も学校が紹介しています。他校の留学生や地元の学生なども滞在する民間のレ
ジデンスが一般的。ほとんどが共同キッチンで自炊タイプで、気ままに生活できる事
から長期留学者には人気の宿泊方法です。

放課後、または夕べの時間帯に、市内巡
り、伝統音楽の夕べ、史跡訪問、スポーツ、
英会話クラブ、英語セミナーなどの課外
活動が予定されています。無料で参加が
できるものも多く計画され、新しいお友
達を作ったり、英語で新しい事にチャレ
ンジする良い機会となっています。

授業料 +ホームステイ（1人部屋・2食付）

期間 集中英語
週 20 時間

集中プラス
週 26 時間

IELTS 試験対策
週 20 時間 2022 年 入校日

2週間
3週間
4週間
6週間
8週間
10週間
12週間
25週間
32週間
35週間

139,000円
199,000円
263,000円
359,000円
475,000円
597,000円
672,000円
1,309,000円
1,674,000円
1,829,000円

156,000円
226,000円
296,000円
410,000円
540,000円
679,000円
769,000円
1,519,000円
1,943,000円
2,123,000円

139,000円
199,000円
263,000円
----------

・英語力中級以上対象
・学校はコーク市内で
の IELTS 公式試験セン
ターとなっています。
滞在中に IELTS 試験の
受験を希望する場合は
5週間前までにお申し
出下さい。

■入校日
毎週月曜日

■宿泊
入室：日曜
退室：土曜

・ 16 才以上対象　　　 ・ 初級～上級　　 ・ 1 クラス 12 名以下、 平均 6 ～ 8 名　　　
■ 3 か月以上は、 現地到着後に滞在許可の申請要

≪追加費用≫　
・空港送迎手配（片道、コーク空港）：7,000 円
・ホームステイ夏期（6/26-9/3）追加料金：5,800 円 / 週
・学生レジデンス /学生アパート（1人部屋、共同キッチンにて自炊）追加料金：0～ 5,50 円 / 週　　　
　※レジデンスや部屋のタイプにより異なります。
・UTS 手続き費用は別途→ P21 参照 
※上記費用は 2022 年 4月の為替レートで換算しています。為替の急激な変動で今後変更になる場合があります。

≪休校日≫ 1/3, 3/17, 4/15-18, 5/2, 6/6, 8/1, 10/31, 12/19 -1/2（2023 年）

旅学 View

Youtube 動画で
学校を覗いてみよう！

▼▼▼
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出発までの　出発までの　StepStep
留学成功の秘訣は何といっても計画性。目的をはっきりさせ、自分に合った学校、コース選びから始めましょう。

01 留学の計画をスタート 　(6 ～ 3 ヶ月前）

02 学校 ・ コースの決定　申込み (3 ～ 1 ヶ月前）

03 渡航準備 ・ 学生ビザの取得 (3 ～ 1 ヶ月前）

出発時期の 6 ヶ月～ 3 ヶ月前頃から計画を開始。まずは情報収集。目的に合った留学のタイプ選びからスタート。

■ＵＴＳの留学相談
目的に合った留学先を見付けたい、学校・コースが選び切れない、とにかく予算が重要 etc. 学校やコース選びの悩みはつきません。UTS ではみなさんの目的、
希望、予算、現在の語学力などをお聞きして、おすすめの学校やコースをアドバイスする留学相談を行っています。相談方法は、オンライン（Zoom）、ご来
社、お電話、E-mail など、ご都合に合わせてお選びいただけます。

■相談方法：　オンライン（Zoom 利用）、ご来社、メール、電話 

■日時：月～金曜日（祝日を除く）09：00 ～ 17：00　※ 30 分～ 1 時間程度

■予約方法：オンラインフォーム：　https://business.form-mailer.jp/fms/81fa9fc494683

                  電話： 　03-6418-0711　　E-mail：　uts-group@uts-japan.co.jp

■ご来社の場合は、東京、渋谷の UTS オフィスまでお越しいただきます。

　UTS オフィス（JR 渋谷駅徒歩 10 分）　東京都渋谷区渋谷 2-12-15　日本薬学会長井記念館ビル 1 階

■渡航計画と航空券の手配
お申し込みと同時に航空便の予約手続を開始します。留学先が手配する宿泊受入日に合わせて現地に到着するスケジュールをご案内します。UTS では各方面

への留学生向け割引き航空券を紹介しています。

■渡航準備
荷物の準備、海外旅行保険の加入、海外対応の携帯電話、についてなど、UTS がお渡しする研修の手引書を参考に渡航の準備をすすめます。

※渡航先国および留学期間により、学生ビザの取得が必要です。必要な書類、申請の手順などのご案内の他、ご希望に応じてビザ申請に関するサポートサービスを別途ご案内致します。

■研修費用のお支払い
研修残金を大学生協にてお支払いいただきます。生協からの案内に沿ってお支払いのお手続きをお願いいたします。

■出発前オリエンテーション
出発前の最終確認。オンライン (Zoom)、ご来社等にて行います。

04 出発　 　

◀ 質問・相談・カウンセリングの
    予約はこちらのフォームから

　　全般に関するお約束事項

(1）各研修機関、受け入れ校からの要請により、参加者は出発前に任意保
険（海外旅行障害保険）への加入が義務付けられています。保険は、日本
の自宅を出発してから自宅に帰着するまでの日付をカバーするものに加入
して下さい。受入校では初日のオリエンテーション時に保険証書の確認を
求める場合があります。クレジットカード付帯の保険は、必要な項目・金
額をカバーできない場合がありますのでご注意ください。
（2）現地の祝祭日は原則として休校となり、授業は行なわれません。基本
的に振替授業は行われず、費用の払い戻しもありません。
（3）プログラムにより、特別な書類（健康診断書、各種予防接種証明書等）
を必要とする場合があります。これらに係わる費用は全て参加者の負担と
なります。
（4）申込者は主催する学校の校則・規則により行動していただきます。プ
ログラム内容は主催する学校の事情により変更されることがあります。
(5）日本から留学校の最寄り空港への航空便手配は一括して当社が引き受
けますが、参加者自身が手配することも可能です。
(6）受け入れ校で使用する教材は、貸与制（デポジットが必要な場合があ
ります）やプリントを使用する場合があります。
(7）留学中、規則を守らず勝手なふるまいが多く、プログラムの円滑な運
営が妨げられると判断された場合は、ただちに帰国していただくことがあ
ります。当社および受け入れ校は帰国に関する一切の責任を負いません。
この場合、新たに購入する片道分の普通運賃の出費は本人の負担となり、
参加費用の払い戻しはありません。
(8）日本出発後、参加者がUTS に連絡を取るのに要した通信費は、ご本人
の負担とします。
(9）お申し込みを受付けた後でも、年齢その他の理由で学校の判断により
申し込みをお断りする場合もあります。

       ホームステイの主旨
日本の社会や家庭に独自の習慣や考え方があるように、相手の国にもその
風土に根差した価値観があります。自分の物差しだけでそれらを判断する

のではなく、語学の学習を通して、相手国の生活を身近に体験しお互
いの差異を認め、相互理解へと導くのが、ホームステイの目的です。

　　ホームステイ / 留学期間中の生活
(1）語学研修におけるホームステイは、ほとんどの場合 Paying 
Homestay （宿泊費用を支払って滞在する）の形態をとっています。
(2）ホストファミリーはホームステイ斡旋機関（多くの場合は受け入
れ校）が公募をし、登録をした家庭の中から紹介されます。各ファミ
リーは、担当者が直接訪問し、生活環境・交通・部屋などの条件を満
たしているかチェックを受けています。こうした中から、適している
と思われるファミリーが学校を通じて紹介されます。
(3）英語圏の国の多くは、世界中から移民を引き受けており、ホストファ
ミリーにも様々な文化バックグラウンドを持った家庭があります。
(4）受け入れ家庭にはあらゆる人種、宗教、家族構成があります。参
加者の希望でこれらを特定することはできないことが、受け入れの条
件になっています。
(5）ホームステイ先では、生徒との会話以外の家族同士の会話などで、
英語以外の言語が話される場合があります。
(6）ホームステイ先では、部屋と食事が契約に従って提供されます。ファ
ミリーが学生をどこかに連れていったり、学校への送迎をするという
義務は負っていません。これらはあくまでファミリーの厚意によるも
のです。
(7）食事は自分で作る場合もあります。朝食はキッチンの食材を使っ
て各自が用意するという家庭も多くあります。また週末は朝と昼の食
事をブランチとして 1回で済ませる場合もあります。
また、ファミリーの事情で食事の用意ができない場合は自分で準備を
することがあります。その際にはファミリーからアドバイスがありま
す。
(8）ホストファミリーによっては複数の留学生を男女の別なく同時期
に引き受けていることがあります。
(9）ホームステイの決定は、受入日の 1週間～ 10 日前頃に決定します。
但し、7～ 9月および 2～ 3月のピークシーズンや、申込みが遅かっ

た場合など、決定が出発直前になる場合もあります。
(10）一度ホームステイが決定した後でも、ファミリーの都合により出発
前後に変更になることがあります。また、現地事情により、滞在中 2つの
家庭に滞在することもあります。
(11）家庭滞在先のリストは名前、住所、電話番号を記載してお渡しします。
原則としてその他の詳細はお伝えできないことを予めご了承下さい。ただ
し、本人の希望により、家庭の方々と事前に連絡をとり、コミュニケーショ
ンを図ることは自由です。その際、相手側のプライバシーを尊重し、無理
な質問は差し控えるよう心がけましょう。
(12）宿泊形態や寝具、トイレ、バスルームなどの生活様式はそれぞれの
滞在地域や家庭の生活文化により異なります。家族の一員としてその習慣
に従って下さい。
(13）受け入れ家庭への友人の招待や長時間の個人的外出などは必ず家庭
の許可を得て下さい。家庭の生活スケジュールは尊重すること。どこかへ
連れていくことを強要したり、無理な要求は謹んで下さい。
(14）喫煙や飲酒等は受け入れ国および日本の法律に従い、成人の場合も
受け入れ家庭の習慣を尊重し許可を得て下さい。車、バイク等の運転は禁
止です。
(15）自分の部屋の片付け、食後のテーブルの片付けなど家族の一員とし
ての役割や家庭の習慣になっている仕事は進んで手伝うように心がけて下
さい。
(16）国際電話はコレクトコールにして滞在家庭の許可を得て下さい。参
加者がかける電話料金は参加者自信が負担するのが原則です。
(17）ホームステイ先でのインターネット環境は様々です。Wifi への接続に、
費用の支払いが必要な場合もあります。
(18）家庭に滞在中、参加者が著しくプログラムの主旨や約束事項、旅行
条件に反し安全かつ円滑なプログラムの実施を妨げると受け入れ団体が判
断した場合は、家庭滞在ではなく、ホテル滞在に変更されることがありま
す。この際の宿泊費、食事等は自己負担となります。
(19）受入家庭や宿泊施設のルールに反する行為をしたために受入家庭や
宿泊施設での滞在を拒否された場合、残り期間の滞在費用の払い戻しはあ
りません。また、その後の宿泊手配は、参加者自身で行なっていただきます。
(20）貴重品の管理は参加者自身で責任をもって行なって下さい。

語学研修参加 ・ お約束事項語学研修参加 ・ お約束事項
留学を通してより有意義な異文化体験をしていただくために、お申込む前に以下の事項をお読み下さい。

お申し込みは所属大学の大学生協旅行取扱店舗にてお手続きいただけます。参加プログラムが決まったら、大学の生協カウンターにてご相談

ください。なお、所属の大学の生協カウンターの所在地などが不明な場合は、UTS までお問い合わせください。

お申込書をご記入いただき、お申込金（UTS 手続料 29,700 円 ※生協割引適用）をお支払いいただく形となります。お申込書とお申込み金

の受け取りをもって正式に学校にお申し込み手続をいたします。

お申込書の記入方法、お申込金の支払い方法など詳しくは生協カウンターにてご確認ください。
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（２）病気その他の事由により申込者がプログラムを続行で
きないと判断したとき。
（３）申込者又はその関係者が、他の申込者に迷惑を及ぼし、
若しくはプログラムの円滑な運営を妨げたとき又はその可
能性が極めて高いとき。
（４）天災地変、戦乱又は暴動、運輸機関等の事故又は争議
行為、官公庁の命令、その他事業者の責に帰さない事由に
より、プログラムの実施が不可能になり、又は不可能にな
る可能性が極めて高いと判断したとき。
（５）申込者が定められた期日までにプログラムへの参加に
必要な書類を送付しなかったとき。
（６）申込者が長期にわたり連絡不能又は所在不明となった
とき。
（７）申込者が定められた期日までに対価を支払わなかった
とき。
前項に基づき解約された場合、既に支払われた費用につい
ては一切返金いたしません。また、解約により発生した申
込み学校にたいするキャンセル料や損失は、申込者が負担
するものとし、別途請求致します。

　　免責事項

当社は次に例示するような当社の責によらない事由により、
申込者が現地学校のプログラムに参加できなかった場合お
よび出発時期が変更になった場合には、責任を負いません。
（1）申込者がパスポートまたはビザを取得できず、日本出
国もしくは渡航先国に入国拒否された場合。
（2）ビザ取得に時間がかかり、出発時期が変更になった場
合。
（3）郵便事情及び学校の事情等、当社が管理しえない事由
により入学許可やその他の書類が届かずビザ申請手続きが
遅延した場合。
（4）申し込んだコース又は宿泊施設が定員に達して、手続
できない場合。
（5）天災、地変、戦乱、暴動、ストライキ等における不慮
の災難、その他不可抗力による場合。
（6）渡航後はご本人の責任において行動していただきます。
ご本人の故意、過失、受入国の法令・公序良俗もしくは受
入校・滞在先の公序良俗などに違反する等の行為によって
生じた責任・損害等は全て参加者個人の責任となります。
よって現地での学校生活、及びその滞在中の事故などのに
ついて当社は一切の責任を負いません。また、それらの行
動により当社が損害を受けた場合は、当社は参加者ご本人
からの損害賠償を申し受けます。
（7）現地の祝日、学校が定める休校日の授業は行われませ
ん。この場合、授業料に関する払い戻しもありません。休
校日の予定は変更・追加される場合があります。
（8）当社は受入機関から送られてくる最新情報に基づき、
留学プログラムのご紹介・手続きを行ないますが、各受入
機関の事情により、受入条件・研修内容・滞在先・費用・
その他プログラムに関して予告無しに変更される場合や実
施されなくなる場合があります。その際、当社は変更に関
する情報を当社が入手次第、ご本人に連絡いたしますが、
留学プログラムに関する変更や中止については責任を負い
ません。

　　その他

（1）お客様と当社の契約は出発前に当社が事前に手配を行
なった研修期間および滞在期間の終了日までとなります。
（2）当社はいかなる場合も、研修の再実行は行いません。　

　　プログラムの範囲

（1）このパンフレットで紹介するプログラムは、ここに記
載する申込み条件に基づき UTS 国際教育センター（株式会
社ユーティエス、以下「当社」といいます）が、申込者が
希望する受入機関への入学申込手続きの代行、出発にあたっ
ての情報提供などを行なうものであり、課程修了・資格取
得などを保証するものではありません。受入機関での研修内
容は各教育機関が独自に企画・運営・提供するもので、当
社が自ら研修に関するサービスの提供を行なうものではあ
りません。
（2）この研修は参加者の要望をお伺いし、それに沿ったサー
ビスの手配を引き受ける「手配旅行」です。あらかじめ旅行
内容等が決められている「募集型企画旅行」ではありません。
（3）このプログラムで当社が提供するサービスは以下の通
りです。
■入学申込み手続き代行：入学願書の取寄せ、入学願書の作
成、入学希望校への書類の送付および研修費用の送金、入
学許可証（またはそれに代わるもの）取り寄せを行ないます。
■宿泊手続きの代行：研修期間に合わせたホームステイ・
学生宿舎・ゲストハウス・ホテル等の申込み手続きを行な
います。ただし受入学校が宿泊施設を持たない場合、また
は宿泊施設紹介を行なわない場合は、原則として宿泊手続
きは行ないません。
滞在先の決定は、できるだけ出発前に余裕をもってお知ら
せするように受入校に依頼しますが、お申込の時期によっ
て、また受入校の事情により、直前になる場合もあります。
■渡航手続きの案内：旅券・査証等の申請方法を案内します。
旅券の取得はご本人で行なっていただきます。査証の取得
も原則としてご本人で行なっていただきますが、査証の種
類により取得代行を行なう場合があります。申請の代行を
依頼される場合は所定の労金を申し受け、別途契約として
代行を行ないます。
■交通機関等の旅行手配：参加者の希望により、受入校到
着までの日本からの航空便、列車等の交通機関の手配を希
望に応じ別途契約として申し受けます。

　　お申し込み条件

（1）留学を渡航の目的とし、当プログラム申込条件をよく理
解し、受入国の法令および規則を遵守できる心身共に健全な
人。
（2）20 歳未満の方は保護者の同意が必要です。
（3）慢性疾患をお持ちの方、妊産婦の方、現在健康を損なう
か、身体の不自由な方で特別な配慮を必要とする方はその旨
を事前にお申し出下さい。可能かつ合理的範囲内でこれに応
じます。尚、この場合医師の診断書を提出していただくこと
があります。状況に応じて介護者や同伴者の同行を条件とさ
せていただくか、または場合によってはお断りする場合があ
ります。
（4）当社は下記の事由によりお申込みをお断りする場合があ
ります。
■申込者が未成年で、親権者の同意がない場合。
■希望する受入機関への申込み期限あるいは留学時期までに
留学手続きが完了できる見通しがつかない場合。
■申込者が受入国の法令、公序良俗に反する行為をする恐れ
がある、または受入校の研修の円滑な実施に支障をきたす恐
れがあると当社が判断した時。
■希望校から入学が許可されなかった場合。
■その他、当社の業務上の都合があるとき。

　　お申し込み

お申し込みの際には申込書の提出と、入学手続代行料（手続
き手数料）をお支払い頂きます。お申し込みの成立は当社が
お申込書と申込金を受領した時点とします。

　　研修費用のお支払い

入学の許可がおりた時点で、現地留学費用、および航空券代
金等の旅行手続き諸費用の合計の請求書を発行します。指定
された期日までにお支払い下さい。当社は出発日の 90 日前
までは、申込者に授業料等のお支払いを請求していません。
ただし渡航先国や学校の制度によって 90 日前以前に費用の
支払いが発生する場合は、この限りではありません。

　　申込コースの変更

参加者の都合でお申込後に同じ主催学校の他コースに変更を
される場合、またはコース開始日を変更する場合は下記の変

更料を申し受けます。その際、変更前のコースに関わる取消
の実費が学校から請求される場合は、別途加算されます。

同一校での変更日 変更料

お申込み後から
受入日の 31 日前まで

1 回につき 3,300 円

受入日の 30 日前以降
15 日前まで

1 回につき 11,000 円

受入日の 14 日前以降
原則として取り消しと

同じ扱い

　　お申込み後の取消し

【お客様による取消し】
（1）参加者は以下に定める取消し料を支払っていつでも留学
を取消すことができます。
（2）取消し料は、現地の受入日を基準として算定致します。
（3）お申込みから８日以内はクーリングオフ期間とみなし、
取消料はかかりません。但し渡航日の 30 日前 ( ピーク時＊に
あっては 40 日前）以降の日は除きます。*ピーク時とは、4
月 27 日～ 5 月 6 日、7 月 20 日～ 8 月 31 日、12 月 20 日～
1月 7日までをいいます。
（4）お申し込み後に研修校の変更をされる場合は原則として
申込みをお取り消しいただき、新たにお申し込み頂く形を取
ります。その場合は以下の取消料が適用されます。

【取消しの方法】
電話のみによる取消し、変更はお受けできません。当社営業
時間内に、書面にてお知らせ下さい。

《留学費用についての取消し料》
取消日 取消し料

お申込み日から起算して 8 日
以内。 但し受け入れの 30 日
前 （ピーク時にあっては 40 日前）
以降を除く※クーリングオフ

無料

お申込み後 9 日以降で受入
日の 31 日前まで

UTS 手続料 ( 一般 55,000 円 )

受入日の 30 日前以降
15 日前まで

UTS 手続料 ( 一般 55,000 円 )
＋ 授業料 ・ 滞在費の 20%

受入日の 14 日前以降
11 日前まで

UTS 手続料 ( 一般 55,000 円 )
＋ 授業料 ・ 滞在費の 40%

受入日の 10 日前以降
4 日前まで

UTS 手続料 ( 一般 55,000 円 )
＋ 授業料 ・ 滞在費の 60%

受入日の 3 日前以降
1 日前まで

UTS 手続料 ( 一般 55,000 円 )
＋ 授業料 ・ 滞在費の 75%

受入日の当日及び
無連絡不参加

UTS 手続料 ( 一般 55,000 円 )
＋ 授業料 ・ 滞在費の 100%

※ピーク時：4/27 ～ 5/6、7/20 ～ 8/31、12/20 ～ 1/7
※クーリンオフ期間を除き取消の際、学校に支払う
デポジットは一切返金ができません。
　
【返金の手続き】
研修開始前の取り消しにより、当社から返金がある場合は、
上記の取消し料を差し引き、返金を行います。現地通貨によ
る金額は、お申込み時に適用したレートにより円換算の上、
返金を行います。

研修開始後、留学先で研修期間の短縮・延長を希望される場
合は、現地にて受け入れ校の同意を得た上で行って下さい。
日本出発後、又は研修開始後のプログラムの短縮又は途中退
校の場合、費用の払い戻しは原則としてありません。ただし
受入校が例外的に研修費用の一部返金を認めた場合は、その
金額を申込者に代わって当社が代理で受領し、申込者に返還
します。その際の換算レートは、振込む日付けの TTB レート
（東京三菱銀行の外貨→円貨建てへの現金為替レート）を適
用します。

【当社からの解約】
申込者に下記の事由が生じた場合、当社は参加者に通告の上、
この条件に基づく契約を解約することができるものとしま
す。
（１）申込者が虚偽の申告をしたとき。

語学研修参加条件　語学研修参加条件　申し込む前にお読み下さい　申し込む前にお読み下さい　

個人情報について

当社は研修申込みの際に提出された個人情報
（氏名、 住所、 電話番号、 メールアドレスなど）
については、 参加者との連絡に利用させていた
だく他、 申込みいただいた研修における現地受
入機関 ・ 運送 ・ 宿泊等のサービス手配のため
の手続きに必要な範囲内で利用させていただき
ます。 この他では研修参加後のご意見や感想
の提供のお願い、 アンケートのお願い、 統計資
料の作成などに、 お客様の個人情報を利用させ
ていただくことがあります。

このパンフレットでご紹介する研修へのお申し込みは以下の条件でお受けします
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■お問い合わせ ・ お申込み 
国連大学国連大学

2022 年  ＵＴＳがお届けするご案内リーフレット

「旅」 と 「学び」 の海外研修「旅」 と 「学び」 の海外研修

■ Oxford 夏季英語研修 ( 運営 : CIE)
Plan1：Oxford 大学 St.Hilda's College
・大学のキャンパス内での夏季研修
・午前は英語でテーマ授業、午後はオックス
フォード大生のサポートで Project Work
・宿泊は大学寮 ( 個室 ) 滞在 
Plan2：CIE 集中英語＆ホームステイ
・1日 5時間、国際クラスで英語授業
・週 2回の課外活動もあり
・宿泊はホームステイ ( 個室、2食付 ) ！

■ 英語・ドイツ語・スペイン語
　 各国オンライン留学プログラム
・オックスフォードOnline アカデミック講座　
・1週間から学べるイギリス英語
　LSI ポーツマス
・ポートランド州立大学春季プログラム
・手頃な費用で生のドイツ語に触れる！
・世界の仲間とスペイン語を学ぼう！

■ イギリス公立カレッジ
　 「Chichester College 留学」
・南英の古都チチェスター
・充実の英語教育、設備の整ったキャンパス
・英語＋現地の授業を受講するコースも
・公立だから授業料が割安
・宿泊はホームステイと学生寮から選べる
・大学生の中長期留学におすすめ！

■ イギリス公立カレッジ
　 「East Sussex College 留学」
・イギリス人も学ぶ公立カレッジ付属の
　英語講座
・British Council からも評価の高い英語講座
・授業も宿泊もリーズナブルな費用が魅力
・ロンドンから 1時間、のどかな町ルイス
　で英語とイギリスにどっぷり！
・大学生の中長期留学におすすめ！

■ トロント大学夏季研修
・カナダNo.1 大学、トロント大学主催
・ダウンタウンのキャンパス
・週 15時間の英語授業
・午後のオプションや終日の試験対策コー
スの選択もあり
・キャンパス内の大学寮 ( 個室 ) に滞在

　2022・夏季   世界の名門大学キャンパスで学ぶ！「夏季英語研修」

2022・通年  自宅から参加できる「オンライン留学」

資料請求は
こちらから

質問・相談・カウンセリング　 
　　　予約こちらから　　

2022・通年  中長期留学におすすめ「イギリス公立カレッジ」


