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渡航前オリエンテーション
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シドニー大学は、1850年にオーストラリアのニューサウスウェールズ州（当時はイギリス
植民地）の州都シドニーに設立されたオーストラリア最古の名門大学です。「世界の最も
美しいキャンパス10」にランクインされたキャンパスには、ネオゴシック形式の中庭や回廊
などの歴史的建造物が多く、伝統と格式を感じさせる雰囲気があります。また、シドニー
市街中心地から徒歩圏内にあるキャンパスには、現在、約60,000人の学生が在籍してい
ます。シドニーはオーストラリアで最大の都市でありながら、「住み心地の良い街」、「安全
な都市」、「学生のための街」等各種部門で世界都市ランキングトップ10に入っています。
本研修は個人参加型となった場合、引率者は同行しません。

シドニー大学のCentre for English Teachingが実施するGlobal Englishプログラムに参加します。

プログラム初日のプレースメントテストの結果をもとにクラス分けが行われ、各自のレベルに応じたクラ

スで学びます。どのクラスにおいても、日常会話をはじめ社会に出てからも使えるコミュニケーション技

術と自信をつけることを目標としています。教室から

街に出て、生の英語の世界に触れながら、インタ

ビューでのマナーや職場での会話作法など、社会で

必要な技術を学べます。このプログラムでの学習や

活動の記録をレポートにまとめたり、ブログへの書き

込みや動画を作成することによって、読み書きの技

術を習得します。また、様々な国籍の人 を々聴衆とし

た場合のプレゼンテーションの方法を学びます。

オーストラリア英語研修（シドニー大学）

研修内容

研修終了時にシドニー大学から授与される「修了証書」を確認し、授業参加度、授業態度、課題、発表、

テスト等に基づいて総合的に評価します。

（「海外研修（語学）IIa」：2単位）

成績評価・単位認定

※交通機関及び現地の都合により変更が生じる場合があります。
●旅行手配：JTB京都支店　●利用予定航空会社：キャセイパシフィック航空

シドニー

シドニー着

シドニー大学にて3週間の英語研修
 〈ホームステイ〉

着後、空港出迎え。その後、ホストファミリー宅へ
 〈ホームステイ〉
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日程 地名 現地時刻 交通機関 スケジュール 朝食 昼食 夕食

2/12

2/13

2/14
～
3/4

関西空港発 17:55頃

12:00頃

香港着
香港発

21:35頃
23:55頃

航空機

航空機

空路、香港経由でオーストラリアへ

香港で乗り継ぎ、シドニーへ

3/5
シドニー発 15:50頃

香港着 21:55頃

航空機 空路、帰国の途へ

機内

機内

3/6
香港発 01:50頃

関西空港着 06:30頃

航空機 香港で乗り継ぎ関西空港へ

着後、入国手続きを経て解散

研修日程

研修先 ： シドニー大学 （The University of Sydney）

研修期間

2022年
2月12日㈯～3月6日㈰

23日間

世界で最も美しいキャンパス「シドニー大学」で英語を磨く

◉参考URL : https://sydney.edu.au/

春 期

カンタベリー・クライスト・チャーチ大学は、1962年の設立された大学で、大聖堂で有名
なカンタベリーにあります。メインキャンパスは、歴史的なシティセンターや荘厳な大聖堂
から数分のところにあり、中世の雰囲気を残した街並みが特徴的です。現在約18,000人
の学生が在籍し、ケント地域の高等教育機関として最大規模を誇っています。また、人々
が友好的であり、快適な環境で勉強することができるので、欧米を始め毎年多くの留学
生を受け入れています。特に春休みや夏休みを利用した短期語学留学には定評がありま
す。カンタベリーはイギリス・イングランド南東部ケント州東部に位置しており、中世から
代表的な巡礼地として栄えてきました。世界最古の現役の学校の一つと評されるキング
ズ・スクールがカンタベリー大聖堂に隣接しており、学生の街としても有名です。本研修は
個人参加型となった場合、引率者は同行しません。

カンタベリークライストチャーチ大学のメインキャンパスの隣にあるLady Wootton’s Greenで実施

されるGeneral English Programmeに参加します。プログラムの初日のプレースメントテストの結果

をもとにクラス分けされ、各自のレベルに応じたクラスで学べます。午前中の1限目は、テキストを用い

て正しい文法をマスターします。2限目はイギリスの文化や

文学、世界の出来事等のその都度提供されるトピックに関

して知識を増やし、英語でのプレゼンテーションに自信を持

つことを目指します。午後の授業では、各人の希望に応じて

メール作成やディスカッション、映画や音楽鑑賞、またビジ

ネス英語の学習等から選ぶことができ、読む・書く・聞く・話

す技術を向上させることができます。

Mid-Week Activities
毎週月、火、水、金曜日の授業の後はスポーツや
Quiz Night、Games Night、Film Night、
Karaoke Night、Film Night等のイベントが用意
されており、無料で参加できる。カンタベリークライ
ストチャーチ大学の他のコースにいる学生達も参
加するので、様 な々学生と交流する機会となる。

Weekend Excursions
休日にはロンドンやケンブリッジ、オックスフォー
ド等の主要都市の観光やショッピングができる日
帰りツアー（有料）があり、イギリスの文化や歴史
について体験的に学ぶことができる。

イギリス英語研修（カンタベリークライストチャーチ大学）

研修内容

研修終了時にカンタベリークライストチャーチ大学から授与される「修了証書」を確認し、授業参加

度、授業態度、課題、発表、テスト等に基づいて総合的に評価します。

（「海外研修（語学）IIb」：2単位）

成績評価・単位認定

研修先 ： カンタベリークライストチャーチ大学 （Canterbury Christ Church University）

研修期間

2021年
8月15日㈰～9月5日㈰

22日間

2021年7月13日（火）16：35～18：30

渡航前オリエンテーション

中世の街、カンタベリーで英語を学び、イギリスへの知見を広める

夏 期

◉参考URL : https://www.canterbury.ac.uk/

Communication Skills + α
語彙力を高め、正しい文法を学ぶことにより、スピ
ーキング、リスニング、ライティング、リーディングの
4技能を強化する。オーストラリアをはじめ英語
圏での生活に必要な英語力だけでなく、仕事で
必要となる英語でのコミュニケーション技術を身
に付ける。

Student Talks
授業で学んだ内容から、それぞれにテーマが与
えられる。そのテーマに沿って、研究し、まとめた
ものを英語で発表する。発表後、英語の発音や
文法、慣用表現について先生よりフィードバック
があり、流暢で正確な英語を話すことを目指す。

※交通機関及び現地の都合により変更が生じる場合があります。
●旅行手配：JTB京都支店　●利用予定航空会社：アシアナ航空

カンタベリー
カンタベリークライストチャーチ大学にて英語研修

〈ホームステイ〉

ソウルで乗り継ぎ、ロンドンへ

専用車でカンタベリーへ

○ ×

○

機内

○

日程 地名 現地時刻 交通機関 スケジュール 朝食 昼食 夕食

8/15

8/16
～
9/3

関西空港発 10:50頃

12:40頃
14:30頃

航空機

航空機

空路、ソウル経由でイギリスへ

カンタベリー着 着後、ホストファミリー宅へ　　　  〈ホームステイ〉

ロンドン着
ロンドン発 20:50頃 航空機

ロンドン空港で出国手続き
空路、ソウル経由で帰国の途へ

ソウル着
ソウル発

15:50頃
19:20頃 航空機 ソウルで乗り継ぎ、関西空港へ

9/4

9/5

ソウル着
ソウル発

18:50頃ロンドン着
ロンドン発

専用車にてロンドン（ヒースロー）空港へ専用車

専用車

カンタベリー発

関西空港着 21:05頃 着後、入国手続きを経て解散

機内

研修日程

機内

機内

※場所は後日連絡 ※場所は後日連絡

コースNo.  GBE1355 ■科目名： 海外研修（語学）IIa コースNo.  GBE1356 ■科目名： 海外研修（語学）IIb

引率について
団体参加型（参加者が最少催行人数以上）の場
合、往路・復路はJTB京都支店から添乗員が同行
して対応します。個人参加型（参加者が最少催行
人数を満たない）の場合は引率者の同行はありま
せん。どちらの場合も研修期間中はシドニー大学の
担当者が緊急時の対応にあたります。

引率について
団体参加型（参加者が最少催行人数以上）の場
合、往路・復路はJTB京都支店から添乗員が同行
して対応します。個人参加型（参加者が最少催行
人数を満たない）の場合は引率者の同行はありま
せん。どちらの場合も研修期間中はカンタベリーク
ライストチャーチ大学の担当者が緊急時の対応に
あたります。

［定　　員］　①団体参加型20名
（最少催行人数10名）
往路・復路とも引率者が同行します。

②個人参加型
最少催行人数に満たない場合は1名
から参加可能です。この場合引率者
の同行はありません。
※詳細は下段枠内の「引率について」参照

［参加費用］ ［団体参加の場合］
研修代金／360,000円
旅行代金／183,000円
合　　計／543,000円

 ［個人参加の場合］
研修代金／360,000円
旅行代金／189,000円
合　　計／549,000円

［滞在方法］　ホームステイ（1家庭1名）

※燃油サーチャージを除く

［定　　員］　①団体参加型16名
（最少催行人数10名）
往路・復路とも引率者が同行します。

②個人参加型
最少催行人数に満たない場合は1名
から参加可能です。この場合引率者
の同行はありません。
※詳細は下段枠内の「引率について」参照

［参加費用］ ［団体参加の場合］
研修代金／313,000円
旅行代金／210,000円
合　　計／523,000円

 ［個人参加の場合］
研修代金／316,000円
旅行代金／254,000円
合　　計／570,000円

［滞在方法］　ホームステイ（1家庭1名）
※万が一ホームステイを手配できな
　い場合は寮になることがあります。

※燃油サーチャージを除く


