
第 15回 オックスフォード夏季研修　　　　

英語「で」学ぶテーマ授業
授業はたっぷり 1 日 5時間。
午前中はテーマを通して学ぶ！

Oxford 大生と一緒に
プロジェクトワーク

週末は日帰りツアー
歴史や文化を訪ね、小
さな旅にでかけよう！

カレッジの寮 ( 個室 ) に滞在
毎朝食＆平日の昼食付き

午後はプロジェクトワークを行いま
す。チーム単位で決めたテーマに沿っ
て、例えば街頭でイギリス人にインタ
ビューを試みたり、アンケートをとっ
たり、また図書館で調べるなどしなが
ら、各自のテーマを掘り下げます。最
終日にはテーマを分かりやすくまと
め、英語でプレゼンテーションを行
います。このプロジェクトには現役の
オックスフォード大生も参加し、最終
日のプレゼンまで、皆さんをサポート
します。

午前中の授業は CLIL(Contents and 
Lanuage Intergrated Learning) 方式で行
います。オックスフォードならではの
テーマや、イギリスの文化や歴史に関連
した学びを行います。英語を学ぶのでは
なく、英語「で」様々な事象を、興味深
く掘り下げます。授業中、先生はいろい
ろな視点で学生に質問投げかけたり、日
本との比較して説明を求めたりします。
扱うテーマは一見難しそうですが、分か
りやすい英語で解説しますので、英語力
が不安な方でも楽しく取り組めます。

Oxford 大学のキャンパス

St Hilda's College

テーマを深堀りする授業
英語で考え、 意見を述べる

月 火 水 木 金 土日

9:00 - 10:00 　英語レッスン （１）　　　Theme Lesson
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10:05 - 11:05 　英語レッスン （2）　　　Theme Lesson

11:15 - 12:15 　英語レッスン （3）　　　Debate & Discussion

12:15 - 13:30 　昼食 ： 　カレッジのダイニングホールで昼食　※費用に含まれます

13:30 - 15:45
英語レッスン （4） （5）

チーム単位でのプロジェクトワーク

最終日は

プレゼンテーション

15:45 - 　　　 週 2 回はアクティビティが行われます

◆１週間のスケジュール例

■  午前はテーマを通して、英語「で」学ぶ CLIL 授業
■  授業はたっぷり 1日 5時間
■  午後はチーム単位でプロジェクトワーク
　  現役Oxford大生のサポートを受けながらプレゼンへ！
■ 研修場所はOxford 大学　St Hilda's College
     カレッジキャンパスで学び寮に滞在
■ 日本の大学生を対象にしたプログラム

英語研修が行われるのは、オックス
フォード大学のカレッジのひとつ St 
Hilda's College です。1893 年に女子大
として設立。2008 年オックスフォード
大学のカレッジとして最後に共学とな
りましたが、現在では学部、大学院と
もにほぼ男女同数の学生が学んでいます。
市の中心部から徒歩 15 分ほど、High 
Street の東の端に位置し、Magdalen 
Bridge を渡ったチャーウェル河畔の静
かな環境に位置しています。
日本の女子教育の先駆者 津田梅子女
史も 1899 年、創立間もない St Hilda’s 
College で数か月の留学生活を送ってい
ます。

Oxford 大生と一緒に

プロジェクトワーク

オックスフォード大学での
学びを満喫する

夏季限定プログラム

Plan 1 - A/B

St Hilda’s College
Oxford

費用・日程

1

朝：東京（羽田）発。直行便にてロンドンへ。
午後：ロンドンヒースロー空港到着。出迎
えを受け、専用車にて滞在先へ。
≪学生寮泊≫

1

08:50 東京（羽田）発。直行便 JL043 にて
ロンドンへ。
15:50 ロンドンヒースロー空港到着。出迎え
を受け、専用車にて滞在先へ。≪学生寮泊≫

2 オリエンテーションと市内見学　　　　　　　　　　　　≪学生寮泊≫

2

▼

12

【英語研修】
■授業は月～金曜日、1日 5時間授業
午前：テーマレッスン
午後：プロジェクトワーク
1クラス最大 12 名、平均 8～ 10 名。
■授業後の週 2回はアクティビティ
■フリータイムには、カレッジや博物館巡
り、パンティングなど、オックスフォード
を探検してみましょう。     　≪学生寮泊≫

3

▼

14

【英語研修】
■授業は月～金曜日、週 25 時間授業
午前：テーマレッスン
午後：プロジェクトワーク
1クラス最大 12 名、平均 8～ 10 名。
■授業後の週 2回はアクティビティ
■フリータイムには、カレッジや博物館巡
り、パンティングなど、オックスフォード
を探検してみましょう。    　 ≪学生寮泊≫

15

早朝、専用車でヒースロー空港へ。
チェックイン手続きを行います。
午前：ロンドン発、直行便にて東京へ。
　　　　　　　　　　　　　≪機中泊≫

13

午後、専用車でヒースロー空港へ。
チェックイン手続きを行います。
19:20 ロンドン発、直行便 JL044 にて東京へ。
　　　　　　　　　　　　　≪機中泊≫

16 朝：東京（羽田）着 14 17:25 東京（羽田）着

出発日→帰国日 期間 出発日→帰国日 期間

8/7 （日） → 8/22 （月） 16 日間 8/30 （火） → 9/12 （月） 14 日間

旅行代金 598,000 円 旅行代金 578,000 円

■最小催行10名。日本の学生が募集対象。■ 添乗員：なし。現地スタッフがお世話します。
■ 利用予定航空会社： 日本航空　
《地方発着追加料金》　大阪・名古屋 : 10,000 円　札幌・福岡 : 20,000 円

■ 旅行代金に含まれるもの
・旅行日程に明示したエコノミークラスの航空運賃・ロンドン空港から往復送迎費・旅
行日程に明示した授業料 ・教材費 ・寮滞在費（個室・毎朝食＆平日の昼食） 
■ 旅行代金に含まれないもの
上記以外の全ての費用。その一部を例示します。
・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（74,400 円）・超過手荷物料金・渡航諸手続費用 ・現地での個人的諸費
用 ・海外旅行保険費用   ※上記現地空港諸税、燃油サーチャージで確定です。

《テーマ例》 
・オックスフォードの美術、建築
・イギリス史における宗教
・多文化について
・SDGs
・ビジネスについて

更に、Debating & Discussion では日本
とイギリスに関わる時事問題やオックス
フォードのファンタジー文学についてな
ど、身近かなテーマで英語を実践します。

Plan 1- BPlan 1- A

後：ロンドンヒースロー空港到着。出
を受け、専用車にて滞在先へ。
学生寮泊≫
リエンテーションと市内見学　
　　　　　　　　　≪学生寮泊≫

英語研修】
授業は月～金曜日、週 25 時間授業
前：テーマレッスン
後：プロジェクトワーク
クラス最大 12 名、平均 8～ 10 名。
授業後の週 2回はアクティビティ
フリータイムには、カレッジや博物館
パンティングなど、オックスフォー

探検してみましょう。   　 ≪学生寮泊
朝、専用車でヒースロー空港へ。
ェックイン手続きを行います。

満席のため
募集終了と
なりました

New!

※航空便の発着時間は変更になる場合があります。


