
町を囲む城壁跡、ローマ時代まで遡る長い歴史
穏やかな気候風土とゆとりある人々の暮らし
南英の小都市で、美しい英語の響きを学んでみよう！
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町を囲む城壁跡、 ローマ時代まで遡る長い歴史
南英のゆとりあるカレッジタウンで、 美しい英語を学ぼう

チチェスターの語尾につく「～ chester」は、要塞や城を意味するラテン語に由来
紀元前 43 年のローマ人の侵攻から 2000 年に渡る長い歴史を、町の名前が物語っています
穏やかな気候、昔ながらの治安の良いコミュニティ、暮らしやすい手ごろな物価…etc. 

この町なら、海外研修が初めてという人も、すぐに溶け込めそう！

歴史の町 チチェスター
人口 3 万 5 千人のスモールタウン

自然環境も人々の暮らしも
豊かな 「伝統の英国」 が息づく町

チチェスターは緑美しい、イングランド南部
West Sussex の州都です。町の歴史はローマ
時代まで遡ります。ロマネスク調の石畳でで
きた十字路が市内中心部から放射線状に広が
り、町のシンボルにもなっている大聖堂は、
数百年の時を経てその美しさを保っています。
市内には 1800 年前にローマ人によって建造
された城壁とゲートの遺構が旧市街を囲むよ
うに残っています。初期に造られた城壁の約
80% が現存しており、壁に沿って City Wall 
Trail が整備されています。
一歩郊外に出れば、そこは南イングランド地
方らしい美しい田園風景が広がります。イギ
リスで最も大きな民間調査機関が行った過去
の調査によれば、イングランドで「住みたい
町」の 3位にチチェスターが選ばれたことも
あります。この町の生活環境の良さ（Quality 
of Life）はイギリス人にとっても大きな魅力
であることが伺えます。治安が良く、英語の
発音がきれいな地域でもあるので、留学生に
も理想的な環境と言えるでしょう。

チチェスターは南英の海岸近くに位置してい
ます。南英海岸のエリアは、大西洋から流れ
込むメキシコ暖流の影響で、全英の中でも温
暖な気候に恵まれた地域です。「リタイアした
ら、南英の町で暮らす」というのは、イギリ
ス人憧れのライフスタイル。アガサ・クリス
ティの小説「ミスマープル」に登場するよう
な昔ながらのイングランドに出会えるかもし
れません。チチェスターには、自然環境も人々
の暮らしも、豊かな「伝統の英国」が息づい
ています。
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Chichester College の英語研修
公立カレッジのキャンパスで学ぶ

Chichester College は州政府がサポートする公立カ
レッジで、主として地元地域の若者が社会で活か
す様々なスキルを身につけるために学んでいます。
カレッジでは約 1.5 万人のイギリス人が学んでお
り、フルタイムコースの他、パートタイム制によ
る成人教育も盛んです。地域の継続教育（Further 
Education）を担う中心的な役割を担ったカレッジ
と言えます。留学生の受け入れにも積極的で、充
実した英語コースを提供しています。英語クラス
には、年間100～300名の留学生が学んでおり、ヨー
ロッパ諸国、中東、アジア、南米など、世界各国
からの学生が集まっています。

スポーツ施設など
充実のキャンパス内施設

全英の公立カレッジの教育監査 (Ofsted2020) で全
ての分野でトップの評価を受けており、それに相
応しい施設を備えたキャンパスです。テニスコー
ト、フットボールグラウンド、体育館、PC設備、
図書館、カフェテリアなど、充実の環境を活用し
て過ごしましょう。
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The CrossThe Cross
東西南北の道路の交差点東西南北の道路の交差点

　　Rolls-RoyceRolls-Royce
セレブご用達車の生産地セレブご用達車の生産地““

““
“

ロールスロイス・モーターカーズはチチェ
スター郊外のグッドウッド工場で車の製造
販売をしています。ロールスロイスブラン
ドの車が造られているのは、現在世界でこ
の一か所だけとか。また、グッドウッドは
この地方の領主の家系の貴族がその広大な
私有地を開放して行うモータースポーツイ
ベントでも知られています。

旧市街のメインストリートが交差する十
字路は「The Cross」と呼ばれる場所。か
つてはここで市がたっていたとか。通り
にはおしゃれなお店や雑貨店、レストラ
ンなどが軒を連ねます。放課後は、周辺
のかわいらしいお店で、ショッピングを
楽しんでみては？

“
退職後は南英の町でゆったりと過ごす -と
いうのはイギリス人憧れのライフスタイ
ル。2011 年の国勢調査によれば、チチェ
スターの人口の 4人に１人は 65 歳以上と
国の平均を上回っています。人口に占める
人種マイノリティは約 7%、ちょっと保守
的で昔なが
らの英国の
雰囲気が残
る町と言え
るでしょう。

チチェスターのシンボルは旧市街にある
大聖堂、町の人々の精神的な中心でもあ
ります。教会の尖塔
は町のどこからでも
見ることができるの
で、視界を遮るよう
な高い建物の建築は
禁止されています。

目抜き通りから一歩路地に入ると有
名なティールームがあったりしま
す。ジョージアン様式のタウンハウ
スで営業するカフェ＆レストラン
や、12 世紀の建物を改築したレス
トランで、本格的なアフタヌーン
ティーを味わってみては？ 紅茶だ
けでなく、
意外にも
美味しい
コーヒー
店もたく
さんあり
ます。

“
チ タ シ ボルは旧市街にある

     The Cathedral     The Cathedral
街のどこからでも見える尖塔街のどこからでも見える尖塔

チチェスターを海沿いに進むと、沢山の
ボートが係留されたヨットハーバーがあ
ります。ソレント海峡や、内陸の運河な
ど、チチェスターはセーリングの拠点と
なっています。マリーナとしてはイギリ
ス全土で 2番目の規模を誇っています。

“

私の好きな街！私の好きな街！
 Tea or Coffee ? Tea or Coffee ?
路地裏の隠れた名店で一服路地裏の隠れた名店で一服

    Town & PeopleTown & People
住人の 4 人に 1 人は 65 歳以上住人の 4 人に 1 人は 65 歳以上

チ タ を海沿 に進むと 沢山

   Chichester Marina   Chichester Marina
イギリス第 2 のヨットハーバーイギリス第 2 のヨットハーバー

コミュニケーションにフォーカスした
午前中の基本英語クラス

午後は選択授業
英語スキル、 試験対策

日本出発前に、オンラインによる英語テス
トを受けます。その結果によって、レベル
別のクラスにプレイスメントが行われ、ク
ラスは初級～上級（A1～ C2 レベル）に分
かれます。
月～金曜日の午前中は 1日 3時間（週 15 時
間）の基本英語クラスです。1クラスは約
16 名の編成。文法、語彙、発音、読解、ラ
イティングの各スキルを、コミュニケーショ
ンにフォーカスして学びます。

午後は２つの選択科目から一つを選び、週
6時間（水曜日を除く）学びます。

■ 英語スキル
午前中の文法や語彙を発展させ、実際の生活の
中で使う英語を念頭に、意見発表やディスカッ
ション、ロールプレイなど応用力を養います。
■ 試験対策
ケンブリッジ検定試験、IELTS 試験に向けた対策
クラスです。どちらも B1レベル以上を対象とし
ています。

9:15-10:45 11:00-12:30 12:30-13:30 13:30-15:00

Reading
Grammar
Listening
Study Skills

Writing
Vocabulary
Speaking
Presentations

Lunch

Afternoon
Options
※水曜日は
フリー

イギリス人が学ぶクラスを聴講
中級以上の英語力がある場合は、英語授業と現地
の学生が学ぶカレッジの科目授業とを組み合わせ
て受講することができます。出席する科目により
授業時間帯や時間数は異なります。
カレッジの授業は英語ネイティブを対象にしたク
ラスですので、少し上を目指してチャレンジした
い方、ローカルの学生と学ぶ体験をしたい方にお
ススメです。

≪履修できるカレッジ科目の例≫　
※教材費、 ユニフォーム代等別途要

<Vocational 科目 >  　<Aレベル科目>
・Travel and Tourism 　・Film Studies
・Hospitality 　・Media Studies
・Computing 　・Fine Art
・Engineering 　・Maths
・Performing Arts 　・Physics
・Business  　・Biology
・Beauty Therapy 　・Chemistry

≪英語力について≫

英語ネイティブのクラスで学ぶため、中級以上の
英語力が必要となります。目安は IELTS 5.0 ～ 5.5
以上。事前のオンラインテストも行われます。

英語 + カレッジの科目受講
現地の授業を体験

※ 9 月 /1 月開始、 6 ケ月未満の留学

Study Year Abroadコース英語コース　（通年開講）

ツーリズムは月・水・木曜日の週 3日、1 コマ
90 分の授業を 4 コマ履修しました。クラスは
20 名、留学生が 3 名で、その他は現地のイギ
リス人学生です。ツーリズムの授業で扱ったの
は、イギリスの観光地、航空業界やホテル業界
のカスタマーサービス、卒業後を考えるキャリ
アプランニングなどでした。課題授業で私は、
こんなに寒い国で、暖かい銭湯があったらきっ
と人が集まるんじゃないかと思い、「イギリスに
銭湯を造る」というプレゼンを行いました。日
本のお風呂文化を伝える機会にもなりました。
（N.F. さん）

Vocatioal Study
日本人学生の体験

Travel and Tourism　　
   現地クラスで学んで



キャンパス内にあるカレッジ寮は、教室まで徒歩 2
分と、便利なロケーションです。全て一人部屋で、
各室にシャワー・トイレが備わっています。６～
７室ごとに共有のキッチンがあり、自炊ができる
他、カレッジ内の食堂で食事をとることもできま
す。寮内には様々
な国籍の仲間が
滞在しており、
寮生活を通して
世界各地に友人
を作ることもで
きます。

放課後は会話クラブやスポーツ
現地学生との交流の機会も

会話クラブ会話クラブ

ギター教室ギター教室

放課後や水曜日の午後は、学生ユニオンやカレッジが企
画するアクティビティが行われます。ローカルの学生、
時には地域の住民と留学生が交流できる貴重な機会です。
≪人気のアクティビティの例≫　
・会話クラブ ・ストリートダンス
・料理教室  ・手芸クラス　　・ヨガ
・ハリーポッターツアー　・初心者向けギター教室 
・ロッククライミング ・各種スポーツ

一般家庭でのホームステイ
イギリスの生活文化を体験！

オンキャンパスの寮滞在も！
シャワー ・ トイレ付の個室

研修中は地元の一般家庭でのホームステイ（１人
部屋、朝夕食付）をします。チチェスターは昔な
がらのイングランドの気風が残る地域です。都会
とは違う人々との触れ合いは、貴重な体験となる
でしょう。通学は平均 30 ～ 50 分で、徒歩または
通学定期券を購入してバス /電車での通学となり
ます。ホストファミ
リーは、チチェス
ターカレッジの呼び
かけに応じて登録を
した家庭の中から、
カレッジがマッチン
グをして紹介してく
れます。

 

国連大学国連大学■ お問い合わせは

ＵＴＳ国際教育センター　

㈱ユーティエス
観光庁長官登録旅行業第714号 JATA （社）日本旅行業協会 正会員
CIEL 留学･語学研修等協議会 正会員 JCROSS 留学サービス審査機構認証

〒 150-0002
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

営業時間：月～金曜日 9～ 17 時  ℡ 03-6418-0711  info@uts-japan.co.jp


