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ロンドンから列車でわずか１時間
弱。なだらかな丘陵地帯に、英語圏
最古の大学町オックスフォードがあ
ります。ちょうど日本の京都がその
まま大学町になったような、長い歴
史と学問の中心地としてのエネル
ギーを秘めた、とても魅力的な町で
す。
人口は約 16 万人。オックスフォー
ド州の州都でもあり、大学が興る前
は交易都市として栄えていました。
大学の創立時期は明らかでなく、11
世紀頃から学生と教授が集まり始
め、徐々に形成されてきたとされて
います。13 世紀、僧院を基盤とし
た大学の勃興に脅威を感じた市民と
大学側（Town &　Gown）の対立が
流血の抗争にまで発展。この対立を
逃れた学者たちがこの地を出て、ケ
ンブリッジ大学を作りました。自然
科学に強いケンブリッジ大学に対し
て、オックスフォード大学は人文・
社会科学の分野で優れた実績を持
ち、歴代の英国首相、ノーベル賞受
賞者を多く輩出しています。町の中
心部は大学の建物で占められていま
すが、周辺には豊かな緑の公園や住
宅街が広がり、郊外にはのどかな田
園地帯が広がっています。

オックスフォード大学という名称
は、800 年の間に設立された 45 の
カレッジ（正確には 39 のカレッジ
と 6つのホールと呼ばれるキリスト
教系のカレッジ）の総称として使わ
れています。ですから市内を探して
もオックスフォード大学という名の
キャンパスはありません。44 のカ
レッジは市内にそれぞれのキャンパ
スを持ち、独自の校舎や図書館、寮、
ダイニングホール、教会などを揃え
ています。

←  2021 年夏季研修の
　 様子を動画でご覧
     ください！

プログラムを提供するのは British Council および
BAC の認可を受けたオックスフォードの教育機関
CIE-Oxford です。1975 年の第 1回オックスフォー
ド研修を実施以来 47 年間、毎年様々なプログラム
を提供し続けています。

日本人スタッフのサポートで

安心の滞在
プログラム実施中は、経験豊富な現地の日本人ス
タッフがサポートをします。日本語で相談ができ
るので、海外が初めてという場合でも、安心です。

不思議の町 

オックスフォードへようこそ！

Oxford 研修の企画 ・ 運営で

47 年にわたる実績

オックスフォード大学は

45 のカレッジから成る集合体

Study in Oxford　中高生の夏留学

イギリス伝統のボーディングスクール
世界の仲間と寮生活

英語を使って、 世界とつながろう！

ボーディングスクールはイギリスの伝統的な寮制学校。ハ
リーポッターの魔法の学校のような寄宿舎生活を体験しま
す。今回の研修場所となるのは、オックスフォードの北部
に位置するWychwood School。1897 創立、120 年の歴史
ある私立の寮制女子校です。周囲にはオックスフォード大
学関連の施設が多い文教地区にあり、市の中心部までも徒
歩で 10 ～ 15 分ほどと、便利な場所に位置します。
プログラムは、教室、スポーツ施設、ホール、食堂、寮な
ど充実した学校施設を利用して実施します。

Wychwood School

2021 Summer Course
at Wychwood School Campus



Study in Oxford　中高生の夏留学

午前中は 3時間の一般英語クラス。
14 名以下のレベル別の編成クラスで
英語スキルとアカデミックスキルを学
びます。
Multi Skills
・Speaking　・Listening　・Reading
・Vocabulary　・Grammar
Academic  & 21st Century Skills
・Study skill
・Critical thinking
・Problem solving
・Presentation skill

Plan2 では、週 2日の午後各 2.5 時間、英
語を使って数学や科学を学ぶ授業を行い
ます。科目を学ぶというより、英語「で」
科目学習をする体験です。残る週 3日は、
Plan1 と同じアクティビティに参加します。
※受講希望者が 1クラス 5名以上の場合に実
施します。5名に達しない場合は Plan1 のスケ
ジュールとなります。

午後と夕食後は、様々なアクティビ
ティのお楽しみタイムです。スポーツ
やゲーム、遠足などを通して、仲間の
輪を広げてみましょう！

研修場所は
Oxford 市内の寮制学校

Wychwood School

午後のオプションで

数学や科学に挑戦！

午後と夕食後のアクティビティ

週末の遠足も！

■ プログラム日程 ・ 費用　　※ Plan1・Plan2 とも同料金

■ オプション手配の費用

■  14~17* 才の中高生対象のプログラム　*参加時点の年齢
■  午前中はレベル別クラスで英語授業
■  Plan1 : 午後は市内見学や各種のアクティビティ
■  Plan2 : 午後は週 2回、Academic 科目（数学や科学）　
　　　　　を英語で学ぶ体験
■ 研修場所はイギリスの伝統的ボーディングスクール
■ 宿泊は学校内の寮に滞在
■ イブニングアクティビティや週末の遠足も充実

英語研修が行われるのは、オックス
フォード市の文教地区にある寮制の女子
校Wychwood School です。キャンパス
内にある寮に滞在し、食事はダイニング
ホールで3食とります。住み込みのスタッ
フも一緒に滞在して管理を行います。

午前中は

英語クラスで基礎力 UP!中高生のOxford 研修

         英語 +アクティビティ
              英語 + Academic 科目
                              & アクティビティ

開始日 → 終了日 期間 プログラム費用
7/10 （日） → 7/23 （土）

7/24 （日） → 8/6 （土）

8/7 （日） → 8/20 （土）

14 日間

14 日間

14 日間

388,000 円

388,000 円

388,000 円

※研修開始日は研修場所への到着日。研修の終了日は研修場所からの退室日。
※研修場所までの交通（航空券、空港送迎など）は含まれません。

内容 費用

東京～ロンドン　往復航空券
（直行便・日系航空会社便利用）

238,000 円

以下の費用は航空券代金の他に別途かかります。
・羽田空港施設使用料（2,950円）・国際観光旅客税1,000円 ・現地空港諸税（23,500
円）燃油付加運賃、航空保険料（74,400 円）

ロンドン空港送迎費用 24,000 円 ( 片道 )

※航空券はご本人にて別途手配していただくこともできます。

■ プログラム費用に含まれるもの
授業料 ・教材費 ・寮滞在費（2～ 6人部屋、3食付）、午後＆夕方のアクティビティ
費用、週末の遠足、寮に滞在するスタッフおよび日本人スタッフのサポート費用

■ プログラム費用に含まれないもの
ロンドンまでの往復航空券、空港～研修場所間の交通費、海外旅行保険、パスポー
トなど渡航手続費用、お小遣いなど個人的性質の出費

            Plan 1

Plan 1

Plan 1

               Plan 2

Plan 2

Plan 2

Plan 2

■ 1週間のスケジュール例



プログラム参加に際して、以下のフォームに記入
をし、送信してください。

■ プログラム申込みフォーム記入・送信

以下のURL またはQRコードから「中高生の夏留
学申込フォーム」にアクセスし、必要事項を入力
後、送信してください。

https://business.form-mailer.jp/fms/848598e6168086

<フォーム送信期限>
第一次締切り：　6月 6日（月）
第二次締切り：　6月 24 日（金）
※上記日付前でも、募集定員（各 10 名）に達し次第、
締め切らせていただきます。

（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。

《プログラム参加の取消し料》
取消日 取消料

お申込フォーム送信日から起算して
8 日以内

無料

お申込フォーム送信日から起算して
9 日以降、 受入日の 91 日前まで

55,000 円 +
研修校の登録費

受入日の 90 日前以降受入日の
31 日前まで

55,000 円 + プログラム費用
及び航空運賃の 20%

受入日の 30 日前以降受入日の
4日前まで

55,000 円 + プログラム費用
及び航空運賃の 50%

受入日の 3 日前以降受入日の
1日前まで

55,000 円 + プログラム費用
及び航空運賃の 75%

出発日当日及び無連絡の不
参加

55,000 円 + プログラム費用
及び航空運賃の 100%

【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。

　　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。

　　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、海外教育機関への参加申込手続きの代行、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や寮の申込み手続
きを行ないます。
■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手続の一部を代行またはサ
ポートする場合があります。申請の代行、サポート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：航空券、空港送迎の手配を行います。

　　お申し込み

お申し込みの際には申込書の提出と、申込金（55,000 円）をお支払い頂き
ます。お申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

受入れが確定した時点で、留学費用、および航空券代金等の諸費用の請求
書を発行します。指定された期日までにお支払い下さい。

　　お申込み後の取消し

【参加取消条件】
（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。
【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。

出発が近づきましたら、オリエンテーションを実
施し、準備の確認、日程、留学先での生活などの
詳しい説明を行います。

■プログラム参加に係る各種書類の準備。
■パスポート、ビザ（日本国籍の場合は事前のビザ
取得不要）などの渡航手続。
■渡航荷物の準備。

プログラム費用や航空運賃、海外旅行保険料は、
UTS よりお送りする請求書にしたがってお振込み
ください。

出発空港の集合場所に指定時刻までにお集まりく
ださい。係員の案内でチェックイン手続を行い、
出発します。

プログラム参加の申込金 55,000 円（プログラム
費用の一部に充当）を下記の銀行口座にお振込み
ください。申込フォームと申込金の受領時点で正
式なお申込みとさせていただきます。

     ● 三菱 UFJ 銀行　渋谷中央支店
         （普通）1152648　㈱ユーティエス

※申込後の取消料は以下の参加条件を参照下さい。

中高生の夏留学 ・ 参加条件中高生の夏留学 ・ 参加条件

出発までの　出発までの　StepStep

手配旅行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。

■ お問合せは -------------

UTS国際教育センター
株式会社ユーティエス
〒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１F　

TEL 03-6418-0711
FAX 03-6418-0712

e-mail: uts-group@uts-japan.co.jp

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

1 申込書フォームの送信 2 申込金の振込み

5プログラム費用の支払い

6 出発

4 オリエンテーション

3 渡航の準備

国連大学国連大学


