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イギリス・ニュージーランド・オーストラリア
1 月～ 3月出発・2週間～ 4週間

生協特別割引
- 3,300 円
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生きた言語を学ぶ

春留学

海の向こうの、 まだ見ぬ世界へ

「本当の旅の発見は、新しい風景に出会うことで
はなく、新しい目を持つこと」とは、フランスの
作家マルセル・プルーストの名言です。インター
ネットを利用すれば、世界中のニュースや必要な
情報を瞬時に手に入れることができますが、旅
は自分の五感で新しい文物を捉える生の経験。
海外研修は「新しい目を持つ」ための、旅の入口とも
言えます。

頭の中の英単語を Activate ！
湧き上がる好奇心、新たな知の探究

英文法や英単語、今までに蓄積した語学の知
識をフルに活用し、様々な課題に取り組みま
しょう。他国の学生とのディスカッション、
ロールプレイ、プロジェクトワーク、プレゼ
ン etc.  生きた言語としての「英語」を五感
で捉える体験をし、頭の中で眠っていた知識
としての「英語」のスイッチをいれます。

LEARNING ENGLISH IN

LESSONS
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世界は実に様々な人種、文化、宗教、言語に満
ちています。滞在国の文化、歴史、そして様々
な国籍のクラスメート。直接触れて初めて、世
界の多様性に驚く人も多いでしょう。テレビや
インターネットを介さずに、自らがその場所に
出かけ、生の経験を通して、その目で世界を実
感しましょう。

多様な文化に出会う旅活動を通して学ぶ英語

英語の学習は、教室の中だけではありません。
放課後は他国の学生と一緒に、英語を使って
様々な活動に参加してみましょう。より自然で
楽しい学びの体験ができるかもしれません。ま
たその国ならではの体験や、地域の文化・歴史
に関連するイベントは、語学の背景にある異文
化への理解を深める機会となります。

LEARNING ENGLISH THROUGH

ACTIVITIES
LEARNING TOGETHER IN A

COMMUNITY

言葉と文化を学ぶ旅

■ イギリス　P 4 - 11P 4 - 11
 Oxford……4 - 5 Chichester……6 - 7
 Portsmouth……8 Bristol……9
 Brighton…… 10 London……11
■ ニュージーランド　P 12 - 13P 12 - 13
 Christchurch
■ オーストラリア　P 14P 14
 Noosa

春休み tabigaku
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UK-1  :  CIE- College of International Education, Oxford　　

市の中心部にある CIE-Oxford 校にて、午
前中の一般英語コース、または午後の授業
を追加した週 25 時間の集中英語コースの
いずれかを選択します。事前のプレイスメ
ントテストにより分けられた、レベル別の
国際クラスで学びます。1 クラスは最大 12
名（平均 8 ～ 10 名）。午前中の 3 時間は、
1 限目を文法と作文、2 限目はトピックを
テーマにしたリスニングと会話、３限目は
より正確で流暢な表現の授業となります。
さらに午後の授業を追加した集中コースの
4・5 限目は午前中に学んだ内容を発展さ
せたディスカッション、プロジェクトなど、
その日のテーマを深め、英語で考え表現を
する授業を行います。

研修中はオックスフォード市内の一般
家庭にてホームステイをします。オッ
クスフォードは様々な文化バックグラ
ウンドを持つ人々が集まる多文化社
会。彼らの中に入り、生活を共にする
ことで、異なる文化を身近に体験しま
す。ホームステイ先では一人部屋と朝
夕食が提供されます。通学はバスを利
用し平均通学時間は 30 ～ 50 分。

国際クラスの英語レッスン

選べる！週 15 or 25 時間

イギリスの生活文化に触れる
ホームステイ

■  国際クラスでの英語学習  
■  事前のオンラインテストでクラス分け
■  授業は 1日 3時間と 5時間の 2コースから選択
■ オックスフォード市内の一般家庭でホームステイ

授業が終了した夕方 4 時から週 2 回（火、
木曜日）、学校が企画するアクティビティ
に無料で参加できます。
 ・カレッジ、美術館、博物館見学
 ・ゴーストツアー
 ・ボードゲーム、クイズナイト
 ・インターナショナル Food Day  
 ・映画クラブ　　etc.

▲ 学校がフォトギャラリーに！
Immy 先生の今日の午後の授業テーマは「The 
Arts」。写真について学んだ生徒たちは町に出
て各自の視点で写真撮影。作品が校内に飾ら
れ、ギャラリーのように！

▲ Conversation café! ！
今日はアフガニスタン出身のサドラディン君
が、自分の人生を変えた出来事について語っ
てくれました。

放課後は週 2 回の

無料アクティビティ！

大きな家族のような、小さな学校
教員・スタッフのサポート充実

■ 研修費用

現地着 ▶ 現地発 期間 一般英語・参加費用
（週 15 時間）

集中英語へ追加料金
（週 25 時間）

2/26 ( 日 ) ▶ 3/18 ( 土 ) 3 週間 349,000円
10,000円 / 週　追加

2/12 ( 日 ) ▶ 3/11( 土 ) 4 週間 431,000円
■ 費用に含まれるもの
プログラム中の授業料（月～金、週15、または25時間）、教材費、ホー
ムステイ宿泊費（1 人部屋、朝夕食付）、週 2 回のアクティビティ、
ヒースロー空港～研修地の送迎費用（往復）、UTS 手続き費用

■ 費用に含まれないもの　※左記以外のすべての費用
往復航空運賃、海外旅行保険、パスポートや査証取得に係る
渡航手続き費用、宿泊に含まれない食費、通学交通費、実費
にて参加するアクティビティ費用、個人的性質の出費

　　　  羽田発 ▶ ロンドン発   ※日本着は翌日になります　 　航空運賃
※ 2/26 ( 日 ) ▶ 3/18 ( 土 )　3 週間 羽田～ロンドン（直行便） 　148,000円

2/12 ( 日 ) ▶ 3/11( 土 )　4 週間 羽田～ロンドン（直行便） 　158,000円
■ 空港諸税・燃油付加運賃　※航空運賃には含まれません。※ 2022 年 12 月 1 日現在。
羽田空港施設使用料 2,950 円、国際旅客観光税 1,000 円、海外空港諸税 23,500 円、燃油付加運賃 94,000 円
※深夜便（01:05 発）になる場合は、空港集合が前日 2/25（夜）となります。詳細はお申込み時にご案内します。

Programme  Fees  2023

UTS の航空券（直行便）オプション

▲ 今日は、Treasure Hunt で市内を探索！

ExperiencesExperiences

“ Oxford ツーリズムセミナー
伝統を誇る 「The Randolf Hotel」で開催

年間 700 万人もが訪れる
世界有数の町Oxford。ツー
リズム産業は、町の重要な
資源になっています。
市内で格式を誇る 「The 
Randolf Hotel」のマネー
ジ ャ ー が、Oxford の 観
光産業についてのレク
チャーを行います。

レクチャー終了後は、当
ホテルで人気のクリーム・
ティー体験も。

実施予定：3 月 8 日 ( 水 )*
最少催行： 10 名
参加費用：5,500 円
　　　　　　( クリームティ－の実費）
* 3 時間目の授業時間に実施します

オプション

“
CIE は小さな学校ですが、その分生徒
一人ひとりに対してとても親切に対
応してくれて、先生との距離がとっ
ても近く感じられます。授業の後は、
Simon 先生や Luca 先生と週に 3 日は
パブで語り合いました。最初は英語の基礎もおぼつかな
いレベルでしたが、短期間でコミュニケーションに不自
由しないくらいになったのは、先生といっぱい語り合え
たおかげだと思います。　（2022 年 MATSUDA）

小さな学校ならではの
居心地の良さ

先生との対話で会話に自信！

都市  :  Oxford　　

●
Oxford

※日本航空、英国航空、全日空のいずれか
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■一般英語コース
授業の基本は週 20 レッスン（1 レッスン
＝ 45 分、週 15 時間）の一般英語コースで、
月～金曜日の 9 時～ 12 時 30 分まで、午
前中に行われます。
1 クラスの人数は最大で 14 名。初日の英
語テストでクラス分けされます。週単位
で異なるテーマをもとに、以下の分野を
バランスよく学びます。
　・Communication Skills
　・Linguistic Resources
　・Study Skills 
　・Cultural and Personal Development
■集中英語コース
一般英語に加えて週 8 レッスン（週 6 時
間）、試験対策、ビジネス、流暢な英語コミュ
ニケーションなど、特定の分野の英語力に
フォーカスした授業を行います。

■一般英語コースのタイムテーブル例

■ Activity Calendar の例

イギリスの生活文化に触れる
ホームステイ

■ 研修費用

現地着 ▶ 現地発 期間 一般英語・参加費用
（週 15 時間）

集中英語へ追加料金
（週 21 時間）

2/26 ( 日 ) ▶ 3/18 ( 土 ) 3 週間 395,000円
13,600円 / 週　追加

2/12 ( 日 ) ▶ 3/11( 土 ) 4 週間 492,000円
■ 費用に含まれるもの
プログラム中の授業料（月～金、週 15、または 21 時間）、教材
費、ホームステイ宿泊費（1 人部屋、朝夕食付）、無料のアクティ
ビティ、ヒースロー空港～研修地の送迎費用（往復）、UTS 手続
き費用

■ 費用に含まれないもの　※左記以外のすべての費用
復航空運賃、海外旅行保険、パスポートや査証取得に係る渡航
手続き費用、宿泊に含まれない食費、通学交通費、実費にて参
加するアクティビティ費用、個人的性質の出費

Programme  Fees  2023

“
学生最後の夏をとても有意義に過ごすことができ、最高の思
い出を作ることができました。アクティビティではクリーム
ティータイムやパンティングなどに参加しましたが、一番印象
に残っているのはアウトドアアクティビティでした。トマホー
ク投げやエアリアルトレックなど、普段日本で生活していては
経験することのないであろう体験がたくさんでき、楽しかった
です。アクティビティに参加しない日は、カフェやレストラン
で食事をしてみたり、近くの美術館を訪れてみたりしました。
オックスフォードは町全体が文化遺産のようで、街を歩くだけ
で学校では得られない学びを多く得ることができました。
　　　　　　　　　　　　　　　　（2022年8月参加 K.N.さん）

アクティビティを満喫！

町全体が文化遺産のような Oxford

UK- 2  :  Kings Oxford　　

Oxford の伝統校 !
Kings Oxford で英語研修

■  午前中は週 20レッスン（15時間）の英語授業  
■  週 28レッスン（21時間）への追加もあり！  
■  14 名以下の国際クラスで学ぶ
■  豊富なアクティビティ。週 2回は無料のものも！
■  市内の一般家庭でホームステイ

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。
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。

■放課後のアクティビティ
放課後には、様々なアクティビティが企
画されており、週 2 回は無料で参加でき
る活動が用意されています。また、週末
にはロンドンや郊外の観光地への小旅行
も企画されています。

創立 60 年以上の伝統校

Oxford のど真ん中に立地

Vimeo 動画で
学校を覗いてみよう！

　　　  羽田発 ▶ ロンドン発   ※日本着は翌日になります　 　航空運賃
※2/26 ( 日 ) ▶ 3/18 ( 土 )　3 週間 羽田～ロンドン（直行便） 　148,000円

2/12 ( 日 ) ▶ 3/11( 土 )　4 週間 羽田～ロンドン（直行便） 　158,000円
■ 空港諸税・燃油付加運賃　※航空運賃には含まれません。※ 2022 年 12 月 1 日現在。
羽田空港施設使用料 2,950 円、国際旅客観光税 1,000 円、海外空港諸税 23,500 円、燃油付加運賃 94,000 円
※深夜便（01:05 発）になる場合は、空港集合が前日 2/25（夜）となります。詳細はお申込み時にご案内します。

UTS の航空券（直行便）オプション ※日本航空、英国航空、全日空のいずれか

都市  :  Oxford　　

●
Oxford
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UK-3  :  Chichester College　　

チチェスターはイングランド南部の小
都市。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。イングランドで「住み
たい町」の 3 位に選ばれたこともあり、
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・クリスティの推理小説の舞台にな
りそ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。

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
レッジには、年間約 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。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。英語コースには、ヨーロッ
パ諸国、中東、アジア、南米など、世
界各国から 100 ～ 200 名の留学生が学
んでいます。

歴史の町　チチェスター

人口 3.5 万人のスモールタウン

公立カレッジの
オンキャンパス英語コース

■  定評ある公立カレッジの英語コース  
■  オンキャンパスの寮滞在（1人部屋・シャワートイレ付）
■  ホームステイプランもあり！
■  Enrichment Activities で地元学生との交流も

ローマ時代まで遡る歴史の町
公立カレッジのキャンパスで寮滞在

●
Chichester

自然環境も、 人々の暮らしも
伝統の英国」 が息づく町

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
(Ofsted2014) で上位 10 校に評価された
チチェスターカレッジは、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。

■ 交通
ロンドンへ：直通電車で 90 分
ポーツマスへ：直通電車で 30 分
ブライトンへ：直通電車で 60 分

カレッジ寮  Westgate Halls
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放課後は課外活動に参加
スポーツ、 会話クラブ etc.

二つの宿泊プラン
大人気の寮滞在 （個室、 シャワートイレ付） とホームステイ

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（A2 ～ 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つのオプションから一つを選び、
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。受入は、コース開始時の英語力と
該当レベルの空き状況によります。

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

午後は英語スキル、 試験対策など
英語の幅を広げるクラス

■ 研修費用

現地着 ▶ 現地発 期間 ホームステイ
（1 人部屋、朝夕食付）

寮滞在
（1 人部屋、シャワートイレ付、自炊）

2/26 ( 日 ) ▶ 3/18 ( 土 ) 3 週間 314,000円 309,000円

2/12 ( 日 ) ▶ 3/11( 土 ) 4 週間 383,000円 378,000円
■ 費用に含まれるもの
プログラム中の授業料（月～金、週 21 時間）、教材費、寮宿泊費（1 人部屋、
ｼｬﾜｰﾄｲﾚ付、自炊）、または、ホームステイ宿泊費（1 人部屋、朝夕食付）、
ヒースロー空港～研修地の送迎費用（往復）、UTS 手続き費用

■ 費用に含まれないもの　※左記以外のすべての費用
往復航空運賃、海外旅行保険、パスポートや査証取得に係る
渡航手続き費用、宿泊に含まれない食費、通学交通費、
実費にて参加するアクティビティ費用、個人的性質の出費

　　　  羽田発 ▶ ロンドン発   ※日本着は翌日になります　 　航空運賃
※2/26 ( 日 ) ▶ 3/18 ( 土 )　3 週間 羽田～ロンドン（直行便） 　148,000円

2/12 ( 日 ) ▶ 3/11( 土 )　4 週間 羽田～ロンドン（直行便） 　158,000円
■ 空港諸税・燃油付加運賃　※航空運賃には含まれません。※ 2022 年 12 月 1 日現在。
羽田空港施設使用料 2,950 円、国際旅客観光税 1,000 円、海外空港諸税 23,500 円、燃油付加運賃 94,000 円
※深夜便（01:05 発）になる場合は、空港集合が前日 2/25（夜）となります。詳細はお申込み時にご案内します。

Programme  Fees  2023

UTS の航空券（直行便）オプション ※日本航空、英国航空、全日空のいずれか

■ 時間割の例
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

■ホームステイ
チチェスターは古くからのイングランド
の気風が色濃く残っている地域です。ロ
ンドンのような都会とはちょっと違った
人々との触れ合いも、貴重な体験になる
はずです。ホームステイ先では一人部屋
と２食の食事が提供されます。1 家庭に、
日本人を含む他の留学生が滞在している
場合があります。

■寮滞在  ※ 1 人部屋 ・ シャワートイレ付

キャンパス内にあるカレッジ寮は全て一人
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。ランド
リーや談話室がある他、キャンパス内のス
ポーツジムを無料で利用できます。
※満室の場合、ホームステイになる場合もあります。

ランドリー

1人部屋 共同キッチン

毎週水曜日の午後や、ウィークデーの放
課後を利用して、様々なアクティビティ
が行われます。カレッジに在籍するイギ
リス人学生も参加するアクティビティを
通して交流を広げてみましょう。

会話クラブ会話クラブ

都市  :  Chichester　　
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UK-4  :  LSI Portsmouth　　

■集中英語コース
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
強化と発音指導をの他、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
・初級～上級レベル
・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

■ IELTS コース  ※ 4 週間以上

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 試験センターにも指定されているた
め、学内で月 2 回、公式 IELTS 試験が行わ
れています。英語にどっぷり浸って英語力
を伸ばしたい人、将来海外の大学に留学を
考える人には、ぜひお勧めしたいコースで
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
・中級（B1）レベル以上
・4 週間～
・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

研修期間中は、ポーツマス市内の一般家
庭にてホームステイをします。家庭内で
は個室と、朝夕の食事が提供されます。
同じ家庭に他国の留学生が滞在している
場合もあります。学校へは徒歩通学、ま
たはバスの利用が一般的です。通学時間
の目安は 30 ～ 40 分程です。

研修を実施するのは市内にある私立の英語
学校 LSI。ポーツマス大学のオフィシャル英
語センターとして、大学進学をサポートす
る英語コースを実施しており、集中英語コー
ス、IELTS コースなど、英語力の向上にフォー
カスしています。

LSI は、定期的に行われるブリティッシュ
カウンシルの監査で、高評価をマークして
います。これは私立英語学校から大学ま
で、英語教育を行っている 400 以上のブリ
ティッシュカウンシル認可校を対象に審査
するもので、LSI は 2021 年度の優秀校とし
て、トップグループにランキングされてい
ます。教育の質はなかなか目に見えないも
のですが、まさに「プロが選んだ優良校」。
短期間でもじっくり英語を鍛えたい…とい
う方にぴったりの学校といえます。

会話力強化 or 試験対策？
4 つのスキルをバランスよく学ぶ

ポーツマス市内の一般家庭で
ホームステイ

ポーツマス大学のオフィシャル英語センター

英語力強化を目指すならここ！
週 22.5 時間の集中英語コース

Programme  Fees  2023    Jan - May 

都市  :  Portsmouth　　

■  授業はたっぷり週 22.5 時間
■  集中英語の他、IELTS 対策も選べる
■  多国籍の学生が集まり、課外活動充実！
■  週末は、ロンドンなどに日帰り旅行も！

●
Portsmouth

バラエティに富んだ課外活動
イギリスを楽しもう！

ソレント海峡を臨む
アイランドシティ Portsmouth

放課後や週末は勉強をひと休みして、学
校の仲間と一緒にイギリスを楽しみま
しょう。ウィークデーは週替わりで様々
な企画が用意されている他、週末には学
校スタッフの引率で、日帰り旅行が手ご
ろな料金で参加できます。
※費用は実費で無料～£15。週末旅行
は£20 ～ 40 位が目安。

海辺の町ポーツマス

■ 航空券手配（各航空会社にてお見積り） 
このプログラムは、各自の希望日程に合わせて、その時点で予約可能な航空券をお調べしご提案いたします。
直行便、乗継便、価格重視など、ご希望を日程と合わせてご相談ください。また、航空券はご自身にて別途お
手配いただくことも可能です。

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。
ポートシー島は英国本土の半島のように
見えますが、実は小川で隔てられ、ポーツ
マスはイギリス唯一の「アイランド・シ
ティ」となっています。ポーツマス大学
をはじめ教育機関で学ぶ学生も多く、町
には若者の活気が溢れています。

■ 研修費用

現地着 ▶ 現地発 期間（授業は月～金） 集中英語コース
（週 22.5 時間）

IELTS コース
（週 22.5 時間）

日曜日▶ 土曜日

2 週間 222,000円 -

3 週間 303,000円 -

4 週間 385,000円 385,000円

延長 / 週 81,000円 81,000円
■ 費用に含まれるもの
プログラム中の授業料（月～金、週 22.5 時間）、教
材費、ホームステイ宿泊費（1 人部屋、朝夕食付）、
UTS 手続き費用

■ 費用に含まれないもの　※左記以外のすべての費用
往復航空運賃、海外旅行保険、パスポートや査証取得に係る渡航手続き費
用、宿泊に含まれない食費、通学交通費、実費にて参加するアクティビティ
費用、その他個人的性質の出費
※空港送迎費用は別途　ヒースロー空港：21,000 円（片道）
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UK-5  :  ELC Bristol　　

コース初日のオリエンテーションで受け
る英語テストで、初級（A2）～上級（C2）
の 7 つのレベルに分けられます。各レベ
ルの中でも、さらにいくつかのクラスに
分けられるので、生徒のレベルに則した
環境で学ぶことができます。1 クラスの
人数は平均 10 名、最大で 14 名となって
います。授業は週 21 時間、その他に毎
日 30 ～ 45 分の宿題が課せられます。
授業はクラスレベルに応じたテキストに
沿って行われますが、文法や語彙など
の基礎英語に加え、ロールプレイやディ
スカッション、週毎に設定されたテーマ
に関連したアクティビティなど、バラエ
ティに富んだ内容となっています。

研修期間中の宿泊は、ホームステイか学
生レジデンスの 2 通りがあります。どち
らの場合も、多くはが徒歩で通える圏内
です。
■ホームステイ
地元の一般家庭での滞在です。1 人部屋
と朝夕の食事が提供されます。1 つの家
庭に複数の留学生が滞在する場合があり
ます。
■学生レジデンス
学校が所有するレジデンスで、生徒同士
が共同生活をするシェアハウスタイプの
宿泊です。部屋のタイプは１人部屋で、
キッチン、シャワー、トイレなどは共同
で利用します。食事はキッチンにて自炊
となります。

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。設立は
1969 年、以来 50 年以上にわたり、定評ある英
語コースを提供し続けている英語学校です。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。British Council の監査評価をもとにした英
語学校ランキングでは、常にトップグループに
入る常連校です。

多国籍の仲間と学ぶ
週 21 時間の集中英語

優秀な教授陣が
学びをしっかりサポート

宿泊オプションは 2 通り
ホームステイと学生レジデンス

エイボン川河口の大学町、 ブリストル
モチベーションの高い仲間と切磋琢磨

モチベーションの高い学生が多い
世界の仲間と学ぼう！

■ 研修費用

現地着 ▶ 現地発 期間（授業は月～金） ホームステイ
（1 人部屋・朝夕食付）

学生レジデンス
（1 人部屋・自炊）

日曜日▶ 土曜日

2 週間 235,000円 241,000円

3 週間 327,000円 335,000円

4 週間 411,000円 422,000円

延長 / 週 90,000円 93,000円
■ 費用に含まれるもの
プログラム中の授業料（月～金、週 21 時間）、教材費、
ホームステイ宿泊費（1 人部屋、朝夕食付）、または学生
レジデンス（1 人部屋・自炊）、UTS 手続き費用

■ 費用に含まれないもの　※左記以外のすべての費用
往復航空運賃、海外旅行保険、パスポートや査証取得に係る渡航手続
き費用、宿泊に含まれない食費、通学交通費、実費にて参加するアク
ティビティ費用、その他個人的性質の出費
※空港送迎費用は別途
ヒースロー空港：42,000 円（片道）ブリストル空港：12,000 円（片道）

Programme  Fees  2023     Jan - May 

都市  :  Bristol　　

■  世界 23ヵ国の学生が学ぶ国際的な環境
■  学生数は約 140 名、平均年齢は 23才
■  授業はフルタイムのみで、しっかり学ぶ
■  ブリカンの監査評価はトップクラスの優良校

国際色豊かな学生の国籍
世界の仲間と学びも遊びも！

上記のグラフは、2022 年の在籍学生の
国籍別データです。一つの地域に偏るこ
となく、世界各国から学生が集まってい
ます。クラスの授業だけでなく、放課後
のアクティビティや、週末旅行、また学
校のスポーツクラブ活動など、様々な機
会を利用して、世界の仲間と友達になっ
てみませんか？

■ 航空券手配（各航空会社にてお見積り） 
このプログラムは、各自の希望日程に合わせて、その時点で予約可能な航空券をお調べしご提案いたします。直
行便、乗継便、価格重視など、ご希望を日程と合わせてご相談ください。また、航空券はご自身にて別途お手配
いただくことも可能です。

学校創立者のダンカン先生は、最善の英語教
育を提供するべく、生徒との交流を深め、そ
の人生の一助となる英語教育に情熱を傾けて
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。放課後も自習室に教師が待機し、自主的
に学習する生徒のサポートを行っています。

Switzerland
18%

Italy
8%

Turkey
6%

Spain
5%

The 
Netherlands

4%
Latin America

5%
Saudi Arabia

17%

South Korea
11%

Taiwan
7%

Japan
7%

Thailand
3%

Other
9%

●
Bristol

■ 交通
ロンドン （Paddington 駅）へ：急行電車で約 1 時間 30 分
ヒースロー空港へ：空港バスで約 2 時間 30 分
バースへ：直通電車で 15 分
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■一般英語 + 選択授業

授業は 1 レッスン＝ 45 分。午前中は基
礎英語を 20 レッスン、さらに週 25 レッ
スンのコース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。
≪選択授業の例≫ * は中級以上対象
Speaking, pronunciation & listening
Reading, writing and vocabulary
English for Work*
TOEIC preparation*
Academic English IELTS/EAP*
授業以外の時間も、スタディセンターで
各種の教材を利用した自習ができる他、
教師から学習のアドバイスも得られます。宿泊は市内の一般家庭で

ホームステイ

UK- 6  :  ELC Brighton　　

週末は気軽にロンドンへ
海辺の町ブライトンの老舗校

■  設立 1962 年、60 年の伝統ある英語学校
■  授業は週 25または 30 レッスンから選択  
■  レベル別クラスで午前は基礎英語
■  12 名以下の国際クラス
■  市内の一般家庭でホームステイ 学校は海を見下ろす環境の良い住宅地

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、60
年の歴史がある老舗校です。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、この地域の英語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。

ロンドンから電車で 50-60 分、海辺の町ブライトンは人口 27 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魅力です。
校舎はビーチから徒歩 5 分。徒歩ですぐのエリアには、賑やかなお店や
レストラン、パブがあります。

研修中は市内の一般家庭でのホームステ
イを、学校が手配します。ホームステイ
先では 1 人部屋と朝夕食が提供されます。
通学はバスや徒歩で平均約 30 分が目安。

60 年の伝統をもつ老舗校

環境の良いホーブ地区に立地

基礎英語 + オプション

バランスよく、 しっかり学ぶ

●
Brighton

都市  :  Brighton

Programme  Fees  2023    Jan - May 

■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

13:30-14:30* 選択科目① フリー

14:35-15:30 選択科目② フリー

15:30- アクティビティ、 イベント etc.

* 火～金は 13:30 - 14:25

ロンドンから気軽に足を延ばせるブライトン

海辺の遊歩道、 古着やアンティーク店、 楽しみも一杯！

▲自由に利用できるスタディセンター

2022 年 学生の国籍割合

■ 航空券手配（各航空会社にてお見積り） 
このプログラムは、各自の希望日程に合わせて、その時点で予約可能な航空券をお調べしご提案いたします。
直行便、乗継便、価格重視など、ご希望を日程と合わせてご相談ください。また、航空券はご自身にて別途お
手配いただくことも可能です。

■ 研修費用

現地着 ▶ 現地発 期間（授業は月～金） 集中英語コース①
（週 25 ﾚｯｽﾝ =18.75 時間）

集中英語コース②
（週 30 ﾚｯｽﾝ =22.5 時間）

日曜日▶ 土曜日

2 週間 229,000円 254,000円

3 週間 320,000円 356,000円

4 週間 410,000円 459,000円

延長 / 週 82,000円 94,000円
■ 費用に含まれるもの
プログラム中の授業料（月～金、週 18.75 時間、ま
たは週 22.5 時間）、教材費、ホームステイ宿泊費（1
人部屋、朝夕食付）、UTS 手続き費用

■ 費用に含まれないもの　※左記以外のすべての費用
往復航空運賃、海外旅行保険、パスポートや査証取得に係る渡航手続き費
用、宿泊に含まれない食費、通学交通費、実費にて参加するアクティビティ
費用、その他個人的性質の出費
※空港送迎費用は別途　ヒースロー空港：27,000 円（片道）

West Europe
47%

East Europe
6%

Asia & Far east
23%

Central & South 
America 7%

Africa & Middle 
East 17%
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■一般英語（午前）コース
受講するのは午前中うに行われる週 20
レッスン（1 レッスン＝ 50 分間）の一般
英語コースです。月～金曜日の 9 時～ 13
時まで、1 クラスの人数は最大 12 名の少
人数で行います。午後は学校のアクティ
ビティに参加したり、自由にロンドン市
内を観光することができます。

■Highgate 駅
・地下鉄 Northern Line
・Zone 3
・中心部 Zone 1 へは
　約 15 - 20 分

■ 食事付レジデンス　
　※ 18 ～ 30 歳対象。個室、朝夕食付　

ロンドン北部おしゃれな住宅地ムズウェ
ルヒルにあるメソジスト系教会が運営す
る学生（18-30 歳限定）レジデンス。学
期中（9 ～ 6 月）は、地元のカレッジや
大学の学生が多く滞在しています。教会
系の施設のため規則がしっかりしてい
て、管理が行き届いていのも安心のポイ
ント。（24 時間管理、アルコール類持込
み不可等）。環境の良い住宅地にあり、
朝食・夕食も提供されるので、毎年人気
の宿泊施設です。館内は、無料 Wifi 、ス
ポーツジムやテニスコートもあります。
※早期の申込み要

■ ホームステイ　
学校がホームステイ（1 人部屋・朝夕食
付）の紹介をします。通学時間は地下鉄
やバス徒歩などで、平均 45 分前後です。
学校の最寄り地下鉄駅はノーザンライン
のハイゲート駅で、Zone3 エリアになり
ます。

■一般英語コース（週 20レッスン、午前授業）B1クラスのタイムテーブル例

ホームステイ、 レジデンス
宿泊方法は 2 つから選択

“イギリス英語教育の先駆け

設立から 67年の歴史

UK- 7  :  St Giles Highgate, London　　

ロンドン北部の閑静なエリア
食事付のレジデンスが人気

■  ロンドン北部の閑静な住宅地に立地
■  1955 年創立の St Giles グループ校
■  12 名以下の国際クラスで学ぶ
■  学校設備は充実。快適な学習環境
■  食事付レジデンス滞在もあり！

St.Giles は 1955 年の創立。イギリスとカ
ナダの 6 都市で学校を展開しており、創
立以来着実な運営で成果をあげている英
語学校として定評があります。ロンドン
にはロンドン中心部のセントラル校とハ
イゲート校の 2 校があり、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です。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、電子ホワイトボードを備えた教
室、コンピュータが利用できる自習室な
ど設備が揃い、学習環境が整っています。

ロンドンで環境重視ならここ！

創立 60 年以上の伝統校

工夫された授業で

「使える英語」 を学ぶ！

●
London

都市  :  London

Programme  Fees  2023    Jan - May 

■ 航空券手配（各航空会社にてお見積り） 
このプログラムは、各自の希望日程に合わせて、その時点で予約可能な航空券をお調べしご提案いたします。
直行便、乗継便、価格重視など、ご希望を日程と合わせてご相談ください。また、航空券はご自身にて別途お
手配いただくことも可能です。

St.Giles の歴史は、創立者の
ポール・リンジー氏が 1955
年にソーホー地区に開いた小
さな教室から始まります。創
立以来 67 年、その後息子の
マーク・リンジー氏、孫のハ
ナ・リンジー氏へと受け継がれ、現在はイギリス
とカナダで 6 つの学校を展開しています。着実な
学校経営と水準の高い教育は各国の学生から定評
があり、ハイゲート校は、Center of Excellence
にも選ばれています。時代の進歩と共に技術が進
歩しても、大切なのは教育の質。St.Giles の教師
達は常に教授法を更新し、生徒第一に授業を行っ
ています。

■ 研修費用

現地着 ▶ 現地発 期間（授業は月～金） ホームステイ
（1 人部屋・朝夕食付）

学生レジデンス
（1 人部屋・朝夕食付）

日曜日▶ 土 /日曜日

2 週間 252,000円 269,000円

3 週間 350,000円 376,000円

4 週間 426,000円 461,000円

延長 / 週 93,000円 102,000円
■ 費用に含まれるもの
プログラム中の授業料（月～金、週 20 レッスン＝
16.6 時間）、ホームステイ宿泊費 (1 人部屋、朝夕食
付）、または学生レジデンス（1 人部屋、朝夕食付）、
UTS 手続き費用

■ 費用に含まれないもの　※左記以外のすべての費用
往復航空運賃、教材費（目安 £35-55）、海外旅行保険、パスポートや
査証取得に係る渡航手続き費用、宿泊に含まれない食費、通学交通費、
実費にて参加するアクティビティ費用、その他個人的性質の出費
※空港送迎費用は別途　ヒースロー空港：15,000 円（片道）

Lesson 1
09.00-09.50

Lesson 2
10.00-10.50

Lesson 3
11.10-12.00

Lesson 4
12.10-13.00

Monday

Needs analysis ‒
speaking/writing;
Speaking ‒ which 
jobs suit your 
personality?

Grammar ‒
gerunds and
infi nitives in the
context of work

Listening for gist and
detail ‒ debate on a
controversial topic

Vocabulary ‒ phrasal 
verbs in the context 
of relationships.

Tuesday
Reading for gist and
detail ‒ a news 
reporter

Listening and
speaking ‒ fi rst
day at work

Vocabulary ‒ 
adjectives to 
describe people’s
personalities

Grammar ‒ review of 
use of
quantifi ers

Wednesday

Vocabulary & 
discussion
‒ shopping;
Pronunciation ‒ 5
consonant sounds

Grammar ‒ reported
speech in the
context of a love 
story

Reading for gist and
detail‒ making a
complaint

Speaking, writing 
and
vocabulary ‒ 
describing
where you live

Thursday

Functional language 
‒ telling and 
responding to 
exciting personal
stories

Listening and
speaking ‒ a
radio consumer
programme

Grammar ‒ reported
speech: commands

Speaking: fl uency 
practice
on the topic of travel 
and
transport

Friday
Vocabulary ‒forming
adjectives and 
adverbs from nouns

Speaking and
writing ‒ the
environment

Listening and 
speaking
‒ a song about 
London

Vocabulary - review 
of vocabulary 
from the last week 
(speaking and game)
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“

NZ-1  :  CCEL Christchurch 

■  ニュージーランド南島の都市クライストチャーチ
■  イギリスの面影を残す美しい町でホームステイ
■  国立カンタベリー大学の敷地内の立地
■  南半球は季節が逆！夏～秋のNZを満喫

古き英国の面影クライストチャーチ
大学キャンパスの英語学校

カンタベリー大学のキャンパス内に立地

日本の 7 割の国土に、静岡県と同じ人口の
人々が暮らすニュージーランド。
無垢な自然、親しみのある人々。
慎ましやかで健康的な
キーウィの生活に浸りながら、
英語を学ぼう！●

Christchurch

CCEL

ニュージーランドの南島、カンタベリー
平野に位置するクライストチャーチは人
口約３7 万人。南島の政治、経済、文化
の中心、かつ南島最大の都市です。とは
いえ、慌ただしいビジネス街の雰囲気は
全くありません。1851 年から始まった
イギリス人移住者の手によって築かれた
クライストチャーチは、当初からエイボ
ン川を中心に碁盤の目のように区画され
ました。エイボン川両岸には柳の並木が
続き、また、街の中心部の半分を占める
ハグレー公園は市民の憩いの場となって
います。歴史的な建造物と花と緑に彩ら
れた公園や庭園が点在し、都市と自然が
見事に調和しています。町の名は 1848
年に設立された移民団組織カンタベリー
協会を率いたアイルランド出身の政治家
ジョン・ロバート・ゴドリーの出身校で
あるオックスフォード大学クライスト
チャーチ・カレッジに由来しています。
町のたたずまいにも、どこかイギリスの
面影が漂い、訪れる人の心を和ませてい
ます。

緑と花の 「ガーデンシティ」

クライストチャーチ

国立カンタベリー大学の

英語センター CCEL での研修

国立カンタベリー大学のオフィシャル英
語センターに指定されている英語学校
CCEL（Christchurch College of English ）
が実施する英語研修です。校舎はカンタ
ベリー大学のキャンパス内にあり、学生
は大学の図書館やカフェテリア、スポー
ツ施設なども使うことができます。
カンタベリー大学はニュージーランドに
ある 8 つの国立大学の一つです。学生数
1.6 万人の大きな大学で、ニュージーラ
ンドのキャンパスライフも味わうことが
できます。クライストチャーチの中心部
から西に約 7 キロ、バスで 30 分ほどの、
環境の環境 良い住良 住宅エリアにありますす。。

国際クラスで学ぶ一般英語
週 20 時間 + オンライン学習

英語レッスンは月曜から金曜日。文法
中心の受身の授業ではなく、リスニン
グ、スピーキング、リーディングなど
日常でも使える英語を実践的に学びま
す。クラスはテストをもとに学生の英
語力にあったクラスプレイスメントが
なされます。授業は国際クラス編成で、
1 クラスは 14 名以下、平均約 11 名に
て行われます。クラス授業は週 20 時
間と必修のオンライン学習が週 3 時間、
その他教師の指導付きの自習を週 5 時
間受けることができます。しっかりと
した学びの環境を提供しています。

《主な授業内容》
・Speaking, listening, reading and 　
　writing 
・Vocabulary and grammar 
　development
・Discussions of news and current 
　aff airs 
・New Zealand culture and　
　customs 
・Skills for lifelong learning 

■ 授業時間割の例
（週 20時間 +Self Access）

時間 月 火 水 木 金
 Independent learning 

(Optional)

Lunch

12:00 -14:00 Language development and 
practice  

14:00 - 14:15 Break

14:15 - 15:15 Skills development and 
practice

15:15 - 15:30 Break

15:30 - 16:30 Skills development and 
practice

Anytime
 eLearning 3 hours per week

Compulsory

Free time、Activities

※新型コロナによる学生数減少の影
響で、現在は 12:00 ～ 16:30 の午後
の時間帯にて授業を開講していま
す。今後、従来の午前の時間帯授業
（9:00 ～ 13:30）に変更になる可能
性があります。



13

■ 研修費用

現地着 ▶ 現地発 期間 集中英語
（週 20 時間 + Self Access）

2/19 ( 日 ) ▶ 3/11 ( 土 ) 3 週間 308,000円

2/19 ( 日 ) ▶ 3/18( 土 ) 4 週間 358,000円
■ 費用に含まれるもの
プログラム中の授業料（月～金、週 20 時間）、教材費、入学金、ホー
ムステイ宿泊費 (1 人部屋、朝夕食付 )、クライストチャーチ空港
～研修地の送迎費用 ( 往復 )、UTS 手続き費用

■ 費用に含まれないもの　※左記以外のすべての費用
往復航空運賃、海外旅行保険、パスポートや査証取得※に係る渡航手
続き費用、宿泊に含まれない食費、通学交通費、実費にて参加するア
クティビティ費用、その他個人的性質の出費、（※電子登録ビザ ZeTA
登録料：NZ$44 ～ 47）

　羽田発 ▶ クライストチャーチ発   ※日本着は翌日になります。3 週間の日程は成田着です。 　航空運賃
2/18 ( 土 ) ▶ 3/11 ( 土 )　3 週間 羽田～クライストチャーチ～成田（途中乗継便） 　185,000円

2/18 ( 土 ) ▶ 3/18 ( 土 )　4 週間 羽田～クライストチャーチ～羽田（途中乗継便） 　185,000円
■ 空港諸税・燃油付加運賃　※航空運賃には含まれません。※ 2022 年 12 月 1 日現在。
羽田空港施設使用料 2,950 円、国際旅客観光税 1,000 円、海外空港諸税 12,500 円、燃油付加運賃 0 円

Programme  Fees  2023

UTS の航空券（乗継便）オプション ※シンガポール航空利用

都市  :  Christchurch　　

Tram WayTram Way　　「ゴトゴト電車」が行く！「ゴトゴト電車」が行く！

1950 年代に姿を消した路面電車。それが 1955 年に
観光電車として復活しまし
た。クラシカルな電車が、
全長 2.5 キロメートルの環
状レールをゴトゴト走る様
子は、どこか懐かしさと微
笑ましさを感じさせます。

ワイタンギ条約がもたらしたもの

1769 年ジェームス・クックが NZ
に上陸して以降、急増するヨー
ロッパ人によって、マオリは先祖
から受け継いだ神聖な土地を奪わ
れてゆきました。土地の権利をめ
ぐる争いにイギリス政府が乗り出し、マオリの族
長との間でかわしたワイタンギ条約。これがマオ
リの歴史の分岐点となったのです。

ニュージーランドに生息した巨大
な鳥「モア」を追って、先住民族が
ニュージーランドの南島にやって
きたのは 1250 年頃のこと。モアは
飛べない恐鳥で、現在では絶滅して
います。

ジ ド 生息 大

   Moa, fl ightless birds   Moa, fl ightless birds
モアを追って来た先住民モアを追って来た先住民

上質のＮＺ産メリノウールなど
を使ったセーターやコート、シ
ンプルなデザインのＴシャツ
などが人気のファッションブラ
ンド「アンタッチトワールド」。
店舗に併設されたオーガニック
カフェも人気です。自然なお庭
の眺めも楽しめる、ナチュラルカフェを覗い
てみましょう。

　　
　母校の名を町の名前に…。

町の名前は、移民団組織「カンタベリー協会」
を率いたジョン・ゴドリーの出身校、英国オッ
クスフォード大学のクライストチャーチ・カ
レッジに由来しています。初期入植者の中に
は、同カレッジの出身者が多かったとか。
市内中心部を流れるエイボン川 Avon River
では「パンティング」という、母校の英国オッ
クスフォー
ドでも親し
まれている
舟遊びを楽
しむことが
できます。

““
““

““

私の好きな街！私の好きな街！

キイウィ流のライフスタイル体験

ホームステイ滞在

大学キャンパスの施設

ニュージーランドの魅力は「人」。人間より羊の数がずっ
と多いこの国では、どこか人々の気質もおおらかでのん
びりしています。ホームステイを通じて、キィウィ流の
ライフスタイルを体験してみましょう。ホームステイ先
は研修校が紹介をしてくれます。近隣の住宅エリアから
の通学となります。ホームステイ先は徒歩圏内、または
バスで通学する場合もあります。

授業の後は、スポーツ、会話クラブ、映画鑑賞、
エイボン川の舟遊び、美術館見学 など、 英語
を使って友だちの輪を広げる機会が設けられ
ます。費用は無料のもの実費が必要なものと
さまざまです。
・週 1 ～ 3 回 放課後のアクティビティ
※新型コロナの影響により、2022 ～ 2023 年度は
参加学生人数により、アクティビティの実施回数
の減少、または実施が難しくなる場合もあります。

大学構内にある語学学校なので、様々な大
学施設を利用できるのも利点です。カフェ
テリア、テニスコート、運動場、図書館など、
ニュージーランドの学生生活を体験してみ
ましょう。

充実のキャンパス施設
放課後の楽しみもいろいろ

エイボン川舟遊び

クッキング会話クラブ

図書館

Meet the Team !
授業、ホームステイ、友達作り…etc. 初
めての経験に 「困った！」 はつきもの。ど
んな小さな事もしっかり受け止めてくれ
るスタッフがいるから安心ですネ。
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AUS - 1  :  Lexix Noosa　　

青い海とコントラストをなす白浜のビー
チが続く高級リゾート、ヌーサ。ブリス
ベンからサンシャインコーストに沿って
車で 2 時間半。都会から遠く離れたヌー
サは、おしゃれなカフェやお店が軒をつ
らね、品の良いリゾートタウンといった
雰囲気があります。人口は 3 万 5 千人と、
とってもかわいらしい町。ヌーサという
名前の由来はアボリジニのことばで「隠
れ家」という意味があるとか。日本から
の観光客はごく僅かで、大半はヨーロッ
パからのツーリスト。自分だけのお気に
入りを見つけた気分になれるかもしれま
せん。

学校はヌーサのビーチから徒歩 20 分
程の中心部にあり、銀行、ショッピン
グ街、スーパーなどに隣接する便利な
ロケーションです。校舎は 2022 年に
新たにリノベーションをした、開放感
あふれる建物です。
CEFR を基準としたカリキュラムと６
段階クラス分けを採用しています。ケ
ンブリッジ検定での合格率は 95％を
越え、同検定を目指すヨーロッパ国籍
の学生や、日本を含むアジア、南米、
中東などさまざまな国籍の学生が学ん
でいます。

見つけた！お気に入りの場所
都会と田舎が同居するヌーサ

大自然、 他民族、 世界遺産
オーストラリアの学びは無限大！

ヨーロッパの学生にも人気
リラックスして英語を学ぶおしゃれな高級リゾート Noosa

リラックスした環境で学ぶ！

■ 研修費用

現地着 ▶ 現地発 期間（授業は月～金） 集中英語コース
（週 20 ＋ 5 時間）

日曜日▶ 土曜日

2 週間 272,000円

3 週間 361,000円

4 週間 450,000円

延長 / 週 87,000円
■ 費用に含まれるもの
プログラム中の授業料（月～金）、教材費、ホーム
ステイ宿泊費（1 人部屋、朝夕食付）、UTS 手続き
費用

■ 費用に含まれないもの　※左記以外のすべての費用
往復航空運賃、海外旅行保険、パスポートや査証取得※に係る渡航手続き
費用、宿泊に含まれない食費、通学交通費、実費にて参加するアクティ
ビティ費用、その他個人的性質の出費、（※電子登録ビザ ETAS 登録料：
A$20）
※空港送迎費用は別途　　ブリスベン空港：29,800 円（片道）

Programme  Fees  2023     Jan - May 

都市  :  Noosa　　

■  Noosa はアボリジニの言葉で「隠れ家」
■  自然環境に恵まれたリゾート地の学校
■  授業はフルタイムの週 20時間
■  さらにGIL-guided Individual Learing を週 5時間

■ 航空券手配（各航空会社にてお見積り） 
このプログラムは、各自の希望日程に合わせて、その時点で予約可能な航空券をお調べしご提案いた
します。直行便、乗継便、価格重視など、ご希望を日程と合わせてご相談ください。また、航空券は
ご自身にて別途お手配いただくことも可能です。

古くから多様な民族と文化を受け入れて
きたオーストラリア。2021 年の国勢調査
によれば、人口の約 30％が海外生まれの
移民で構成されています。広大な自然の
中に暮らし、様々な文化を尊重しながら
受容するおおらかさは、留学生にとって
も溶け込みやすい環境と言えます。また、
日本語の他、アジアの言語を学校で学ん
でいるオーストラリア人も多く、比較的
容易に交流が図れるのも利点です。

■ 交通
ブリスベン空港へ：バスで約 1 時間 30 分
ブリスベン市内へ：バスで約 1 時間 30 分

ヌーサ

●

■しっかり学ぶ集中英語
授業は午前も午後もしっかり学ぶ集中
英語。午前の基本クラスに加えて、午
後は様々な英語スキルを伸ばす選択
クラスを受講する週 20 時間のプログ
ラムです。さらにクラスの後は、先
生の指導付きで行う自習 (GIL-Guided 
Individual Learning) や、 英 語 ワ ー ク
ショップ、アクティビティなどのを 1
時間（週 5 時間）行い、午前のクラス
授業とは異なるアプローチで英語を学
習します。

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSTTTTTTTTTTTTTTTTTTRRRRRRRRRRRRRRRAAAAAAAAAAAAAAAALLLLLLLLLLLLLLLLLLLLIIIIIIIIIIIIIIIAAAAAAAAAAAAAA

““
ヌーサの南西、車で 20
分程のところにある小
さな小さな村「ユーマ
ンディ」。毎週水曜日と
土曜日に大きな市がた
ち、賑わいます。食物、
雑貨、家具と見てるだ
けで楽しくなります。

National Park

メインビーチの東側は国立公園に
なっていて、自然環境が守られていま
す。高台に立てば、ビーチからヌーサ
川流域も一望。上を見上げたら「コア
ラのお昼寝」に遭遇することも！

NNNN““

　Noosa River CruisingNNNNN““
ヌーサ川が海にそそぐ Noosa Sound は砂と水
が作り出すラグーン。内陸に向かって川を遡
るフェリーで、上流の小さな村 Tewantin へで
かけてみましょう。片道 30 分の船旅で、ヌー
サの様々な表情が楽しめます。

川沿いにはマングローブの茂み
野生のペリカンを発見！

両岸には別荘やおしゃれなレストラン

お昼寝中！
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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。プログラム説明ウェビナーやカウンセリングを活用し、早めに計画を立てましょう。

●プログラム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（デポジット要）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）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があります。
●ホームステイ先および研修期間中の生活
(1）受入れ家庭にはあらゆる人種、宗教、家族構成があります。
これらに関することや参加者の想像との相違などの理由での
滞在家庭の変更は認められません。また滞在家庭に関する希
望は出せませすが、ご希望に添えない場合があります。
(2）家庭滞在先の決定時期は、受入校によって異なります。
基本的にはご出発の 1 週間前が目安です。現地事情により決
定が直前になったり、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複数の家庭に滞在することもあ
ります。
(3）家庭滞在先のリストは名前、住所、電話番号、その他家
庭から許可を得た情報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掛け
て下さい。

(4）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習慣により異なりま
す。家族の一員としてその習慣に従って下さい。帰宅が
遅くなる場合は必ず連絡を入れてください。どこかへ連
れていくことを強要したり、無理な要求は慎んで下さい。
(5）喫煙や飲酒等は受入国および日本の法律に従い、成人
の場合も受入れ家庭の習慣を尊重し、許可を得て下さい。
未成年は車、バイク等の運転をすることは禁止です。
(6）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掛けて下さい。
(7）朝食は食材を使って自分で準備する場合があります。また
ファミリーの都合で食事を自分でとる場合があります。
(8）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
げると受入校が判断した場合は、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。
(9）上記の各事項は、厳しい条件のように思われますが、
日本で生活している場合と同様のモラルや守るべき事柄
です。最低必要な道徳と礼儀正しい生活を心掛けて下
さい。

が 当社 び受 校 帰 責

語学研修参加のお約束事項語学研修参加のお約束事項

01 説明会 ・ カウンセリングに参加 　

出発を希望する時期からさかのぼって、早めに具体的な検討を始め
ましょう。まずは情報収集。自分の目的を明確にし、それが希望す
る研修で実現できるのか、検討しましょう。

■ＵＴＳのカウンセリング、 説明会
プログラムの内容をもっと知りたい！そんな時は UTS のカウン
セリングをご利用下さい。カウンセリング方法は、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気
軽にご相談下さい。

【カウンセリング】
日時：月～金曜日（祝日を除く）　　09：00 ～ 17：00
場所：UTS オフィス（JR 渋谷駅徒歩 10 分）、または ZOOM
TEL: 03-6418-0711　
E-mail：uts-group@uts-japan.co.jp　 

  ■カウンセリング予約は

　　　 こちらから ➡➡➡　　　　　　　

国連大学国連大学

02 申込み 　

渡航手続き

参加するプログラムが決まったら、所定の申込みフォームに記入の

上、お送りください。お申込フォームのご提出と同時に、お申込金

33,000 円（※研修費用の一部に充当）をお支払いいただきます。

お申込みの手続は、所属大学の大学生協、旅行カウンターでも受付

けています。

03
■渡航準備
渡航荷物の準備、海外旅行保険加入、海外の SIM カード購入、生
活費の準備と換金についてなど、UTS がお渡しする研修の手引書
を参考に渡航準備を進めます。

 ・パスポート取得（未取得者のみ）
 ・ビザについて　（該当者のみ）
 ・海外旅行保険の加入
 ・外貨の準備　( 国際プリペイドカード、クレジットカードなど )
 ・海外対応 SIM などの準備

■ビザについて
渡航先の国、また渡航者の国籍によって、出発前にビザの取得が
必要な場合があります。このパンフレットで紹介するプログラム

に参加する日本国籍者の場合は、以下のようになっています。外

国籍の方には別途ご案内します。

イギリス　　　　：６ヶ月未満の滞在、事前のビザ取得不要

ニュージーランド：3 ヶ月未満の滞在、電子渡航ビザ NZeTA をオンラインまたはアプリで申請

オーストラリア　：3 ヶ月未満の滞在、電子渡航ビザ ETAS をアプリで申請

■参加費用、 航空券代金のお支払い
研修参加費用のご請求書を発行します。銀行振込みにてお支払い

ください。大学生協、旅行カウンターでお申込をされた方は、申

込みをされた店舗にてお支払いください。

■出発前オリエンテーション
出発前の準備の確認、旅行日程や現地プログラムについて説明する
出発前オリエンテーションを対面、または Zoom にて実施します。

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
JATAアウトバウンド促進協議会(JOTC)
教育旅行部会留学WG

〒 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  uts-group@uts-japan.co.jp
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　　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、
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。

　　留学費用のお支払い

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。

　　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。
■研修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

33,000 円
( 手続料）

受入日の 30 日前以降
15 日前まで

33,000 円
＋ 研修費用残金の 20%

受入日の 14 日前以降
11 日前まで

33,000 円
＋ 研修費用残金の 40%

受入日の 10 日前以降
4 日前まで

33,000 円
＋ 研修費用残金の 60%

受入日の 3 日前以降
1 日前まで

33,000 円
＋ 研修費用残金の 75%

受入日の当日及び
無連絡不参加

33,000 円
＋ 研修費用残金の 100%

■オプション航空券  ( パンフレットに表記の航空券 ) 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。 但し出発日の 30 日前以降
を除く　　※クーリングオフ

無料

お申込み後 9 日以降で出発日の
50 日前まで

5,500 円

出発日の 49 日前以降 35 日前まで 10,000 円

出発日の 34 日前以降 3 日前まで 48,000 円

出発日の 2 日前以降出発当日、
および無連絡での不搭乗

航空運賃の 100％ （全額）

※クーリングオフ期間を除き取消しの際、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。
（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。

プログラム参加条件　プログラム参加条件　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

（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。

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
JATAアウトバウンド促進協議会(JOTC)

〒 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 
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