
英国 オックスフォード サマースクールへのご案内 
日本人学生のための英語・イギリス文化体験コース 

Congress Oxford Summer School 

Oxford, United Kingdom 
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開催場所：オックスフォード大学 セント・ヒルダズ・カレッジ 
開催日時：2018年8月13日（月）～8月24日（金） 

2019年4月8日（月）～4月19日（金） 
 2019年8月12日（月）～8月23日（金） 
参加資格：ジュニアコース: 15歳～17歳  

| シニアコース: 18 歳以上 

13-24 August 2018 | 08-19 April 2019 | 12-23 August 2019 
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国際語としての英語、おそらく世界の共通語として、 
最も使用されている言語でしょう。 
英語は、英語圏での勉強や仕事に役立つだけでなく、 
世界中の人々とのコミュニケーションを可能にする大切 
な言語です。  



日本人学生のためにデザインさ
れたコースです。 

オックスフォードについて 

美しく歴史情緒あるオックスフォードは、二つの大学を有し、最新技術を持つ病院、数々の研究施
設、ビジネスセンターを備え、世界中でも、壮大で、歴史ある交流の要となる街と言えます。特に
、オックスフォード大学は、12世紀初頭に設立されて以降、イギリスで最も古い学術施設であり、
最も権威のある教育施設のひとつでもあります。理化学界、政界、官庁界、ビジネス界における世
界のトップクラスの人材を輩出しています。また、徳仁皇太子殿下（マートン・カレッジ）、皇太
子妃雅子さま（ベリオール・カレッジ）、秋篠宮殿下（セント・ジョンズ・カレッジ）、秩父宮殿
下（モードリン・カレッジ）、寛仁殿下（モードリン・カレッジ）、彬子女王（マートン・カレッ
ジ）など日本の皇族の留学先としても知られています。オックスフォードは、大学の魅力以外にも
、ロンドン、国際空港へのアクセスにも優れた立地条件に加え、歴史的建造物から始まり、近年リ
ニューアルオープンしたウェストゲート・ショッピングセンターやヨーロッパ最大のビスタービ
レッジ・アウトレットでショッピングが楽しめます。さらにオックスフォードは、観光の宝庫とし
て、荘厳で歴史の重みある建造物や博物館が数多くあり、美しい田園風景に囲まれた名所にも簡単
に足を伸ばせます。オックスフォードは、世界への扉への一歩です。 

CongressOxford.com | Brochure 2018/19 | English Language & British Culture Programmes 

弊社教師陣が、特に日本人学習者への教育
に力を注ぐに至った背景には、日本人学習
者への指導経験が豊富なこと、また、日本
人学習者が勉学に臨む際の決意、真摯な姿
勢、敬意を理解していることにあります。
さらに、私たちは、日本人の若い人達が英
語を上達させ、イギリス文化を学ぶ手助け
をしたいと考えています。 
 

このサマースクールでの経験を通して、
新しい言語の力を持った若者たちが、自
分たちの社会貢献への可能性をより明確
にし、更なるキャリアアップへ繋げ、異
文化理解への興味を高めるきっかけを得
ると信じています。 

理念 



すべてのコースは、オックスフォード大学 セント・ヒルダズ・カ
レッジにて開催されます。下記、全3コースの参加申し込みを受け
付けています。 

コース日程＆費用 
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参加条件 

 
ジュニア・コース コース初日時点で
15歳から17歳の方。 
 
シニア・コース コース初日時点で18
歳以上の方。 
 
各コース、参加人数が限られています
ので、お早めのご予約をお勧め致しま
す。 
 
お申し込み、お問い合わせは、当ウェ
ブサイトをご覧ください。 

参加資格 

例えば、 
• １５歳以上の学生、もしくは、高校卒業生で、これから進学を控える学生の方。 
• 既に大学生で、英語の上達を希望する方。 

• 物理＆生命科学、グローバリゼーション、環境、ビジネス、経済、政治、外交、音楽、スポーツ科学などの分野で、
専門家との国際交流が必要とされる分野を勉強されている方。 

• 英語圏での留学を希望されている方。 
• 大学その他研究、実験機関において科学技術などの分野で、海外との提携、共同作業などを必要とされる方。 
• 東京オリンピックなど国際スポーツイベントやその他国際的なスポーツに携わっている方。 

英会話の上達をご希望の方、イギリス文化に興味のある方、どんな方でもウエルカムです！ 

コース 期間 開始日 終了日 費用  
(GBP) 

August 2018 2 週間 8月13日 (月) 8月24日 (金) 
 

£4200 

April 2019 2 週間 4月8日 (月) 
 

4月19日 (金) 
 

£4200 

August 2019 2 週間 
 

8月12日 (月) 
 

8月23日 (金) 
 

£4200 

コース開始日の約8週間前のお支払い期日以前にお申し込みの場合、予約時に
£600の予約金（返金不可）が必要となります。残金£3600は、お支払い期日ま
でにお支払いください。 
 
お支払い期日後にお申し込みの場合は、お申し込み時に全額の£4200をお支払
いください。期日後のお支払いは、追加手続きになる為、費用10％が上乗せ
となりますのでご了承下さい。 

どんな人にお勧めか? 

料金に含まれるもの： 
 
• 空港送迎（ヒースロー～オックスフォード間のみ） 
• 宿泊費用 シニアコース1人部屋、ジュニアコース２人部屋（男女の宿

泊施設は別となります。）トイレシャワー付の部屋をご希望の場合、１
泊£30の追加料金要    

• スケジュール内の食事（朝食、昼食、夕食）、飲み物とお菓子 
• レッスン、教材 
• オックスフォード大学の研究者よる特別講習 
• 大学内でのインターネット 

• スケジュール内の課外活動、課外旅行（コーチ／バス等の旅費は含まれま
すが、入場料や食事等は含まれません。） 

• イギリスの付加価値税 
 
料金に含まれないもの： 
 
• 交通費 
• お小遣い 
• 各種海外旅行保険 



私たちの対話式、参加型プログラムは、英語教育において
第一線で活用される選び抜かれた教授法を用い、読み書き、 
リスニング、スピーキング を含めたコミュケーション能
力を高め、人前で自信を持って自分の意見を英語で表現で
きること、自発的かつ活発な学習意欲を高めることを目的
としています。特に日本人学習者に合わせて組み合わされ、
名立たるオックスフォード大学にて、英語教育、イギリス
文化体験プログラムをご体験頂けます。 
 
 

プログラム学習要綱： 

英語授業及びイギリス文化プログラム内容 

• 日本人学生への指導経験も豊富な優れた有資格の教師陣 
• コミニュケーション重視の初級者から上級者、全てのレベルに合わせたオリジナルコース 
• 個人へのケアに行き届いた少人数制 
• 40時間以上の学習時間 
• 対話形式、参加型のアクティビティーを通して、自信、自立心、コミュニケーション能力を高め

る最新指導方法 
• ドラマ制作、討論、発表、コンテスト、作文製作プロジェクト等のアクティビティーをグループ

、もしくは個人で計画、実行する、生徒主導型の学習 
• 社会／文化活動、課外旅行、英国スポーツを通して、本場イギリス文化体験。 
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プログラム参加者は、サマーコース開催中、各種バラエ
ティーに富んだ体験学習、旅行を経験出来ます。下記リスト
より、プログラム参加者の希望を確認の上、その他諸事情を
考慮して、行き先が選定されます。 
 
オックスフォード市内及び近郊 : 
 
ブレナム宮殿 (ウィンストン・チャーチル卿の生誕地 ),オッ
クスフォード市内の博物館（アシュモリアン博物館、自然史
博物館、ピット・リバーズ博物館、科学博物館）、 歴史ある
教会（中には、１０世紀に建てられた教会もあります。）、
オックスフォード大学各カレッジ、ボタニック・ガーデン（
オックスフォード大学付属植物園）、カバード・マーケット
（屋内商店街）、リニューアルオープンしたウエストゲート
・ショッピングセンター、ビスタービレッジ・アウトレット
、コッツウォ−ルド・ビレッジ、他 
 
オックスフォード郊外 : 
 
ウォーリック城、ウィンザー城、ストラットフォード・アポ
ン・エイボン（シェイクスピア生誕の地）、ストーンヘンジ、
ロンドン・ブリッジ、ハイド・パーク、ビッグ・ベン、トラ
ファルガー広場、他 

イギリス文化体験 



火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日 

0800h-0900h 朝 食 

0915h-1300h 

スタッフ、コース
説明 
イギリス文化 
紹介 

Lesson 2 

 

 

Lesson 3 

Lesson 5 

 Lesson 7 

 

 

Lesson 8 

文化体験旅行 

行き先：ロンドン
＆ストラットフォー
ド・アポン・エイボ
ン（シェイクスピア
誕生の地）または、
ウィンザー城 

 

 

自由時間 

 

 

 

1300h:  

オックスフォード市
内の博物館見学 

 

1300h-1400h 昼 食 

1400h-1530h Lesson 1 Lesson 4 Lesson 6 Lesson 9 

1600h-1830h 
オックスフォード
市内のウォーキ
ングツアー 

 

オックスフォー
ド大学各カレッ
ジ訪問 

 

文化体験 
ブレナム宮殿 
見学 

 

 

パンティング（船
漕ぎ）＆ 
スポーツ 

 

 

1900h-2000h 
文化体験 

フィッシュ＆チップ
ス（夕食） 

文化体験 

伝統料理ロースト
ディナー（夕食） 

月曜日 午後5時までの到着、登録手続き 
1900h – 2000h 

夕食＆歓迎会 

下記、時間割一例は、英語、イギリス文化体験のシニアコース（18歳以上の参加者）の概要です。ジュニア

コースも年齢に合わせた同様のコースが準備されています。実際の時間割は、諸事情により変更の可能性も
ありますのでご了承下さい。全レッスンは、オックスフォード大学 セント・ヒルダズ・カレッジにて行われます。 
 

時間割例 
 

Week 1 
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月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 

0800h-0900h 朝 食 

0915h-1300h 

Lessons 10 

 

  

Lesson 11 

Lesson 13 

 

 

Lesson 14 

Lesson 16 

  

 

Lesson 17 

Lesson 19 

 

 

Lesson 20 

出発日 

1300h-1400h 昼 食 

1400h-1530h Lesson 12 Lesson 15 Lesson 18 Lesson 21: 

 

Graduation  

コース修了書授与式 

 

 

1600h-1830h  

1600h-1700h: 

オックスフォード大学研究

者による講演会（テーマ、

講師など未定）  

 

1700h-2100h:  

自由時間 

 

1530h-1915h: 

グループ討論 

音楽レッスン 

自由時間 

 

大学寮での夕食 

 

1930h:  

学生によるタレント

ショー 

文化体験 

アフターヌーン

ティー体験 

 

オックスフォード市

内の博物館見学  

 

 

1900h-2000h 

Farewell Gala Dinner 

ガラディナーパー

ティー 

Week 2 



全参加者は、キャンパスライフを実体験できるよう、
オックスフォード大学 セント・ヒルダズ・カレッジの
キャンパス内のゲート付で安全な寮に宿泊となります。
(Wolfson, Garden and South Buildings) ジュニアコー
スの生徒は、スタンダード・ツインルームのルームシェ
アー（2人部屋）、シニアコースの学生は、シングルルー
ム(1人部屋）となります。文化や慣習、宗教の違いを配
慮し、男女別棟になります。ジュニアコース生徒には
オックスフォード大学の学生が指導・サポートにあたり
ます。 全ルーム、洗面台付。各フロアーには12〜13人が
宿泊し、フロアー毎に設備されたシャワー2〜3台、トイ
レ3つ 、キッチンルーム1室を共用します。  シャワー／
トイレ付の部屋は、1泊 £30の追加料金でアップグレード
が可能です。 (空き状況により対応できない場合もあり
ますのでご了承ください。) また、カレッジのランド
リーサービスもご利用いただけます。 

朝食、その他の食事は、カレッジの食堂をご利
用ください。 午前中、レッスンの休憩時間に
飲み物、お菓子等をご用意しております。 滞
在中の食事は、事前に配布されるクーポン券を
お使いください。自費での外食は自由です。ス
ケジュール内の課外旅行には、サンドイッチ等
のお弁当をご用意しております。アレルギー等
の理由で食事に関して特別なご要望がありまし
たら、登録時、又は早めにご連絡ください。 

トラベル 
当スクールでは、空港ーオックスフォード間の送
迎のサポートを行っています。 

コース開始日の数日前に到着する場合は、宿泊日
数の追加もできますので、早めにお知らせくださ
い。（追加料金が必要です。） 

コース初日のプログラムでは、登録手続きとウェ
ルカムディナー （夕食＆歓迎会）が催されます。
当日は、午後５時までの到着をお願い致します。 
遅れて到着した場合の夕食は、できる限り対応致
しますが、ご要望に添えない場合もあることをご
了承ください。 

スケジュール内の課外旅行の交通費は、コース費
用に含まれますが、航空料金、コーチ／タクシー
代等は、コース費用には含まれませんのでご了承
ください。 
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宿泊施設 

食事 



サポートチーム 
 

安心して楽しい時間を過ごせるよう、学生への安全、健康管理には万全を期しています。多くの
学生とって、このサマースクールが、初めての一人旅かもしれません。あらゆる心配を取り除く
ためにも、教師陣に加え、キャンパスや街中での課外活動、課外旅行をサポートするために、
オックスフォード大学の学生が、お手伝いとして参加します。 

 

日本人専用コース、又はインターナショナルコースの２コースからお選びいただけます。その他、
ご家族、学校、代理店の皆様からのご質問は、弊社日本人スタッフが、日本語にてEメール
japan1@lpmheathcare.comでお答えさせて頂きます。スクール開催中も、日本人スタッフがサ
ポートします。 

学習指導＆サポートチーム 

学習指導チーム 
 
高い資格と資質を持ち、特に日本人学習者への指導経験が豊富な教師が指導にあたります。指導要領
の責任者として、Mr Michael Newell（オックスフォード大学セント・ヒルダ・カレッジ所属）がチームを牽
引します。Mr Newellは、長年に渡り、日本人学生への指導経験を持ち、学生から高い信頼を得ていま
す。全ての教師は、英語を母語とし、外国人特に日本人への英語の指導経験を有します。 

「みなさん、こんにちは。私は、オックスフォードのブルックス大学でマネジメ
ント職務の傍ら、オープン大学にて学び、英語及び英文学の学位を1997年
に取得しました。その後、キャリアチェンジを目的に、2009年にブルックス
大学を退職し、2010年オックスフォード大学の職員としての経歴をスタートさ

せました。この転職を機に、各地を旅行し、外国人に英語を教える為に
CELTA（ケンブリッジ大学公認の英語教師養成コース）を修了しました。
2010年より大学職員の職務と合わせて、2011年度よりドイツ人学生グルー
プ、2014年度より日本人学生グループに英語を教え始めました。英語を教

えることは、やりがいがあり、日々達成感を味わえます。特に日本人学生
は、根気強いため、指導に、よりやりがいを感じます。私を含め全ての教
師陣が、教えることに、同じような情熱を持ち、若者たちに影響を与えること
を願っています。 

CongressOxford.com | Brochure 2018/19 | English Language & British Culture Programmes 

Mr Mike Newell    指導責任者からのメッセージ 



「コングレス・オックスフォード サマースクール」は、オックスフォード大学の卒業生であり、現在も研究者として
活躍するDr M Sohailによって設立されたLibPubMedia株式会社の事業の一環です。LibPubMedia 社は、2005

年設立以来、世界の最先端を担う会議、シンポジウム、研修、ワークショップを開催し、また、出版、編集
等のサービスも提供しています。上記の交流事業、教育、理化学研究に携わってきた長年の経験を生かす
ことで、英語を母語としない学習者の為により質の高い英語、イギリス文化教育に力を注ぐことを理念に、「
コングレス・オックスフォード サマースクール」が始まりました。 

お問い合わせ 
 

Website: CongressOxford.com 
Email: CongressOxford@LPMHealthcare.com 
or CongressOxford@gmail.com 
Japan1@LPMHealthcare.com （日本語） 
Twitter: @CongressOxford 
Facebook: facebook.com/CongressOxfordUK 
Tel: +44 1865 600222 

We look forward to seeing you in the  
beautiful and historic city of Oxford! 

Our core values  
Honesty, Integrity and Trust 
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