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イギリスの基本情報

グレートブリテンおよび北部アイルランド連合王国
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

ロンドン

約5,942万人

約24万km²

イングランド人、その他

キリスト教、その他

英語、ウェールズ語

英ポンド ￡
為替レートは、￡1.00 =  ¥160.70 (2022年4月1日現在) 

https://www.x-rates.com/historical/?from=GBP&amount=1&date=2022-04-01
レートはスーパーマーケット(Marks & Spencers)、ホテル、銀行、両替所の順に良くなります。

マイナス8/9時間（夏/冬）（イギリスが正午の時、日本は午後8時/午後9時）

4～10月はマイナス８時間（イギリスが正午の時、日本は午後８時）

約 12～15 時間

240ボルト 50ヘルツ

先が四角い三股のBFタイプ

水道水は飲むことはできますが、硬水なので身体・口に合わない場合はミネラルウォーターを。
レストランや食堂では、ミネラルウォーターは有料です。
炭酸入りもあるので、記載に注意して購入・注文をしましょう。
500mlペットボトル1本が約1ポンドほどで駅の売店やコンビニで購入できます。

公衆トイレが有料で20ペンス位で街中にあります。その他、無料のトイレは危険なので使わ
ないようにしましょう。スーパーやマクドナルドやスターバックスのトイレは無料で使えます。

日本円に換算するといくらでしょう？１台あればマーケットでの値段交渉がスムーズに、
お買い物が楽しくなります。

お土産などがカバンに入らない時、かさばる衣類はこれで小さくまとめてスペースを
確保できます。

気候の変化や旅の疲れから体調を崩すこともあります。薬は飲みなれているものを用意

イギリスは天候の変化が激しく予報はあてになりません。折り畳みの傘やカッパなど、雨具
は準備しましょう。

クレジットカード：イギリスでは、ほとんどのお店でVISAやMasterのカードが使えます。極力、現金
は持ち歩かないようにしましょう。暗証番号 PIN Numberは、手帳などに記載するのではなく、頭の
中に記憶しておきましょう。クレジットカードでのキャッシング機能については、事前にクレジットカード
会社と契約しておきましょう。

本来、相矛盾するものと捉えられている「伝統と革新」
「自由と規律」が、共存し融合している古き良き英国の
社会・文化の特徴が、人々の生活の営みに、街角に、
ロンドンの雑踏に、緑豊かな郊外に、、、あらゆる場所に
表れている味わい深い国です。

1https://www.jv-campus.org/course/?provider=internationalcommunicationscouncil&course_id=296931

http://tieba.baidu.com/p/1928108430
http://www.imahotels.jp/imahotel/apart.htm
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OXFORD

INTERNATIONAL

EDUCATION GROUP

Dear Group Leader, thank you for joining 

us in the UK this Summer.  At Oxford 

International Junior Programmes, our 

aim is to provide young students from all 

over the world with a safe, fun, friendly 

and structured environment in which to 

improve their knowledge of the English 

language.  

We are one of the top providers of junior 

programmes in the UK and a unique 

British Council accredited education 

provider.  Oxford International Junior 

Programmes is part of the Oxford 

International Education and Travel by 

David Brown and Robert Darell.  

Oxford International has grown to be one 

of the top 10 businesses sponsored by the 

Prince’s Trust after it provided OIEG with 

a £5,000 loan.

OIEG now offers a huge range of university                                                                       

pathways, spring, summer and year round                                                                                      

academic programmes and educational                                                                                                        

tours.  Our programmes have grown                                                                                             

steadily in size and popularity and we now                                                                                   

run 13 centres in the UK and 6 centres in North America welcoming over 10,000 students.

We create life enhancing learning experiences that help students worldwide to develop 

personally and professionally and that enrich their future opportunities.



Summer School UK 2023

University of Greenwich 

London
The University of Greenwich dates back to 1890, when Woolwich Polytechnic was 

founded as the second-oldest polytechnic in the UK. In 1992, it was granted a university 
status and renamed University of Greenwich. The area of Greenwich is notable for its 

maritime history and for giving its name to the Greenwich Meridian and Greenwich 

Mean Time. The Greenwich campus is located within the Old Royal Naval College on 
the south bank of the Thames, where it is the architectural centre piece of Maritime 

Greenwich and a UNESCO World Heritage Site. It was originally the site of a Royal 

Palace named the Palace of Placentia, and was the birthplace of Henry VIII and 
Elizabeth I. After falling into disrepair during the English Civil War, it was rebuilt by 

Sir Christopher Wren and his assistant as the Royal Naval Hospital for sailors. The site 

is regularly used for filming television programmes, advertisements and feature films. 
Notable productions include Four Weddings and a Funeral, The Mummy Returns, The 

Avengers, Lara Croft: Tomb Raider, Sherlock Holmes, Pirates of the Caribbean, The 

King’s Speech, The Dark Knight Rises and Les Miserables

https://www.jv-campus.org/course/?provider=internationalcommunicationscouncil&course_id=296931
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STAFF AT YOUR SUMMER CENTRE

Centre Manager (CM)
The Centre Manager is responsible for 

the smooth running of the centre. Our 

Centre Managers are chosen for their 

experience, professionalism and 

personalities, and you will have daily 

contact with them.

Activity Manager (AM) 
Responsible for all aspects of the 

Activity Programme. You should meet 

with them at least 2 or 3 times a week 

to ensure everything is going okay with 

your programme. They will also be able 

to help arrange optional excursions and 

make additional bookings for you. 

Assistant Activity Manager
They assist the AM with all aspects of 

the activity programme, ensuring the 

onsite activities are inspiring, dynamic 

focused and enjoyable, they also assist 

the AM with the excursion itineraries. 

Activity Leaders (AL) 
The Activity Leaders are responsible 

for running everything outside the 

lessons! This includes onsite activities, 

excursions, meal duty supervision and 

airport transfers

Welfare Manager (WM) 
Welfare Managers look after all of the 

safeguarding and welfare of the people 

on-site, including you. They are first aid 

trained and have knowledge of the local 

medical services. You will meet with 

them a few times a week to discuss any 

concerns. 

Director of Studies (DoS)
Responsible for the academic 

management of the centre and ensuring 

the teaching and learning component of 

the programme is delivered to the 

highest possible standards.

EFL Teacher/ Senior EFL Teacher
Teaching staff are responsible for 

planning and delivering lessons from 

the OIJP Syllabus. Some centres will 

also have 1/2 Senior Teachers who teach 

50% of the time and spend the 

remainder of their time providing 

academic support to the teachers and 

DoS.

4
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THE AIRPORT
On arrival at the airport, you will be met by one of our Activity 

Leaders who will welcome you to the UK. The Activity Leaders 

will be wearing a red T-shirt or hoodie with the Oxford 

International Junior Programmes logo so you can easily 

recognise them. The Activity Leader will accompany you by 

coach to your centre. During the journey to your centre, the 

Activity Leader will give you a welcome pack with your 

specific programme, a welcome letter from the management 

team, registration forms, lanyards, student ID cards and the 

optional booklet. You will also receive the rooming 

configuration allocated to your group on the coach so you can 

begin to organise the students into bedrooms. When you arrive 

at your centre, a member of the management team will be 

waiting to greet you.

ロゴマーク ⇒

ARRIVING AT Greenwich

When you arrive at Greenwich you will be shown to 
your accommodation. Students will stay in the Daniel 

Defoe residence, next to Greenwich DLR station. All 

the bedrooms are ensuite and split into apartments. 
All apartments have their own communal area where 

students can relax in the evenings. At Oxford 

International Junior Programmes we aim to room 
your students in line with your needs. If you would 

like to keep your group together (regardless of gender) 

please let us know in advance. It may also be possible 
to keep your group together in the same building but 

split the group across different floors/corridors by 

gender. If there are students in your group who are a 
different gender to yourself but you are the only group 

leader, those students will be supervised by a member 

of Oxford International Junior Programmes staff. 
Once at the accommodation you will be shown your 

bedrooms and shown how to access the 

accommodation block. One of the OIJP staff will escort 
your group on a tour of the campus and highlight all 

the key locations you will use during your stay. Please 

note if you arrive on campus during the morning there 
may be the possibility that your room is still being 

cleaned. If this is the case we will show you to the 

nearest common room where your group can relax.
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LONDON GREENWICH SUMMER SCHOOL CENTRE

Postal Address: 
Oxford International Junior 

Programmes Daniel Defoe Hall 

10 Lovibond Lane, London SE10 

9FY

Please ensure the 

letter/package is clearly labelled 

with Oxford International Junior 

Programmes

Laundry: 
The laundry room in Daniel 

Defoe is open from 8am to 

10pm. A wash is between £2-

£3 and a dry between £1- £2. 

The laundry is self-service. 

Bedlinen is changed every 

Tuesday by the university (no 

access to rooms during this 

day 9am-5pm).

Computer Access: 
Wi-Fi is available throughout 

the accommodation. All Group 

Leaders and students can 

register for the WiFi on arrival.

Shop/Café: 
The Maritime Campus is located 

a 3min walk away from the 

famous Greenwich Market. Near 

the residences is a Sainsbury’s 

Local and Co-Op Food that sell 

most essential groceries and 

products. 

Security: 
There is 24 hour security in the 

Daniel Defoe residence. There 

is a reception which is staffed 

Monday to Friday between 

9am and 5pm. Access to the 

building, individual apartments 

and bedrooms is via fob.

Food: 
Breakfast: 7:45-8:45 

Lunch: 12:30-13:30 

Dinner: 18:00-19:30 

Students should clear away 

their food trays at the end of 

their meal. There will be a 

lunch/dinner rota for all groups. 

Social Spaces: 
There is a large social space 

within the accommodation for 

evening activities. Discos will 

be held at Greenwich Student 

Union, called Lower Deck. 

Local Transport: 
The Maritime campus has a 

wealth of transportation 

options. From Greenwich 

station overground trains run 

to London Bridge and Cannon 

Street, the DLR runs to Canary 

Wharf and Bank, and local 

buses run into central London 

and North Greenwich.

Lessons: 
All lessons take place in the 

Stephen Lawrence building. 

Based within the historic 

Maritime campus, students 

have access to large, modern 

classrooms while being able to 

relax within the campus during 

breaks.

Bank/Post Office: 

The nearest banks to 

campus are: TSB, 6 Crescent 

Arcade NatWest, 2 

Greenwich Church Street 

The nearest Post Office is: 

261 Greenwich High Road

Sports Facilities: 
With the iconic Royal Park of 

Greenwich just minutes from 

the accommodation, sports 

activities take place during the 

evening and are supervised by 

our team of Activity Leaders 

and Welfare staff.

Hospital/Doctors: 
Hospital: Lewisham Hospital, 

Accident and Emergency, 

Lewisham High St, SE13 6LH 

Doctors: NHS Walk in Centre, 

Suite 3 -Waldron Health centre, 

Amersham Vale, SE14 6LD 

First aid trained staff are 

available on site.

Religious Centres: 
Anglican: St Alfege Church, 

Greenwich Church Street, SE10 

9BJ Roman Catholic: Our Lady Star 

of the Sea, 68 Crooms Hill, SE10 

8HG The nearest Mosque to 

Greenwich is in Lewisham and 

Synagogue in Catford. 

Fire Drills + Fire Safety: 
It is a requirement that at any residential centre fire drills must take place. 

During the fire drill, students should leave all their belongings behind and 

evacuate the building as quickly as possible. Please ensure that all of 

your students have left their rooms and stand at the designated 

evacuation point outside. There will then be a roll call. If any students are 

unaccounted for or the evacuation is too slow, the fire drill will be classed 

as a ‘failure’ and will need to be repeated at a later date.

In the case of a fire: 
Raise the alarm 

Use the stairs (not the lift) 

Ensure your students do not run out of the building 

Find the nearest fire exit (follow the exit signs) and leave the 

building safely 

Go to the nearest fire safety point 

Do not re-enter (or encourage your students) to re-enter the 

building until authorised to do so. 

Curfew: 
Evening curfew is 10:30pm. All 

students must be in their 

accommodation by this time. They 

must be in bed with lights off by 

11:00pm. We ask that you monitor 

your own students. If you are on a 

corridor with other students making 

noise after this time please report it 

to the CM. 
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STUDENT CODE OF CONDUCT

行動規範

Speak English at all times. 
常に、英語で話しなさい。

Be polite and friendly and respect other 

groups and individuals from other 

backgrounds. 
異なる背景をもつ人に対して仲良く、また礼儀正しくし
なさい。

Listen to all instructions. 
指示に従ってください。

Be on time. 
時間通りに行動しなさい。

Always ask if you need help.
わからない事があれば必ず尋ねなさい。

Respect other people's possessions, 

cultures and customs.
他人の所有物は、大切に扱いなさい。また他人の文化、
習慣に対して敬意をはらいなさい。

No chewing gum. 
チューインガムは禁止です。

No alcohol. It is illegal for anyone under 

18 to purchase alcohol in the UK. 
禁酒：英国では18歳以下の人は酒類を購入するのは
違法です。

No smoking. It is illegal for anyone 

under 18 to purchase cigarettes in the 

UK. 
禁煙：英国では18歳以下の人はタバコを購入するの
は違法です。

No swearing or foul language.
罵倒や冒涜的な言葉を使ってはいけません。

No vandalism. Any damage to property 

will be charged for. 
他人の所有物を破壊したら、賠償責任を負わなければ
ならない。

No bullying or violence. There is a zero-

tolerance policy for this kind of 

behaviour.
いじめや暴力は決して許されません。



EXCURSIONS
・ Casual, comfortable clothing 

・ Umbrella 

・ Sun protection (cream, spray, lotion)

・ Quality rain/wind-proof jacket 

・ Secure handbag/backpack/travellers wallet 

・ Sunglasses 

・ Appropriate footwear for walking

8https://www.jv-campus.org/course/?provider=internationalcommunicationscouncil&course_id=296931

STUDENT PACKING LIST

Summer weather can be very unpredictable in the UK. Average daily 

temperature is 15°C but can go as low as 10°C or as high as 35°C. For this 

reason we recommend you encourage your students to come prepared for all 

occasions and check the predicted weather before departure! 

DOCUMENTS
・ Passport and copy of it (email copy to yourself) 

・ Visa document and copy of it (if required) 

・ Insurance documents (including EHIC card if from EU) 

・ A copy of any medication prescriptions in case of emergencies 

・ UK currency (Pound sterling)

TECHNOLOGY
・ Phone/iPod/iPad/Tablet + chargers (we recommend you only bring one of these items) 

・ Headphones 

・ Camera and camera charger 

・ Plug converter/travel adapter (UK 3 pin, 13A, 220V-240V)

EVERYDAY ESSENTIALS:
・ Medication 

・ Toiletries, washing and sanitary essentials 

・ Toothbrush and toothpaste 

・ Towel 

・ Hairbrush/comb/hairdryer 

・ Sleepwear, socks and underwear 

・ Glasses/contact lens equipment 

・ Water bottle 

・ Plastic bags for dirty laundry or wet items 

ONSITE ACTIVITIES: 
・ Tracksuit/jogging pants for sport and trainers 

・ Costumes for discos

WHAT NOT TO PACK: 
We can only guarantee the carriage of 

one suitcase and one small carry on 

luggage (not suitcase) for airport 

transfers. If you anticipate that you will 

need to bring more suitcases than this, 

please let us know in advance.

・ Bedding (bed sheets, pillows) 

・ Expensive electronics/valuables

・ Travel iron (an iron and ironing board  

will be available) 

・ Too many clothes

Don't forget your costumes and 

equipment for the discos and the 

talent show! 
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EXCURSIONS

LONDON
During your programme there are two full day London excursions. These excursion will depart 

campus at 9am and be back for dinner at 6pm. Groups typically go on a walking tour to explore the 

city. All walking tours are delivered by our Activity Leaders. Groups then visit a museum such as the 

National Gallery or TATE Modern and have some free time for shopping. You will be provided with 

Travelcards for all of the London excursions which can be used on all Transports for London buses 

and underground trains (Zone 1-2). Please speak to your Activity Manager to build a personalised

itinerary for the day.

LUNCHES
At Greenwich you will receive: 

・ Lunch Vouchers during the two London excursions and the Optional                                                             

Day (if visiting a city).     

・ Packed Lunches during the Brighton and Cambridge excursions.                                                                 

CULTURAL EXCURSIONS
From Greenwich you will visit Cambridge. During the excursion you will be                                                    

taken on a specially designed walking tour delivered by one of our activity leaders.                                         

You will also have time to explore the city centre. The excursion includes an entrance to visit to 

King's College. These excursions will run from 9am to 4pm (depart from destination).

BRIGHTON OR CANTERBURY
This summer, your group can decide your excursion destination. You can choose between Brighton 

and Canterbury. During both of these excursions, an Activity Leader will deliver a walking tour of the 

city, and while in Brighton you will visit SeaLife, and in Canterbury you will visit Canterbury Cathedral. 

OUR ACTIVITY LEADERS ASK YOU TO…
・ Only take photos when advised to do so 

・ Keep together as a group 

・ Don't stop for toilet or food breaks 

・ Stay vigilant of on-coming traffic 

・ Don't block the pavement 

・ Walk at a brisk pace 

・ Don't talk over the guides 

・ Wear your lanyard at all times 

・ Ask lots of questions!
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ONSITE ACTIVITIES

CHALLENGES
Challenges are great exercises that encourage 

students to work in teams. All challenges are 

stimulating problem-solving tasks designed to 

help group members develop their capacity to 

work effectively together. Challenges at your 

centre will be egg drop challenge, team 

challenges, photo challenge, etc. Unfortunately, 

as challenges are a mystery before running the 

activity, not much information can be revealed in 

advance!

To ensure students 

take part in onsite activities, they will 

now need to sign-up in advance and 

register will be taken at the begining of 

each activity.

WORKSHOPS
Workshops are alternative activities for those 

students who prefer more creative and relaxing 

sessions. These workshops are focused on 

specific skills, so each session will be based 

on a particular theme. Students will be able to 

participate in a group mural, a drama workshop 

and a self-portraits workshop amongst others; 

these activities will encourage students to be 

creative and improve their artistic skills as well 

as learning specific vocabulary. 
SPORTS
Sports sessions are designed for all students to 

have a good time. The structure of most of the 

sessions will include a warm-up, improving skills 

and final games. Otherwise, a tournament 

structure will be followed. Sports will include 

running club, basketball, dodgeball, etc. It is 

important that students wear suitable sports 

clothes and footwear for the sports sessions.

WHOLE CAMPUS
These activities will involve all students at the 

centre to participate; it will be a great 

opportunity for students to get to know each 

other and learn about other cultures. Discos 

are usually the most popular night with the 

students and they will be themed as Union 

Jack disco, festival disco and the last disco 

theme will be decided at the centre; it's up to 

the students! The talent show is the perfect 

opportunity for students to show off their music, 

dance and drama skills. This activity is 

incredibly popular and even staff may prepare 

an act to display on the night! Don't forget the 

International night, where you will be able to 

share your culture and background with all 

other students!
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GROUP LEADER MEETINGS

Group Leader meetings are essential for the smooth running of a residential centre; 

these are the perfect time to raise any issues you may have.  
There will bea meeting on your first evening at the centre (or the day after arrival) 

where you will receive all the essential information about the first few days and 

will be introduced to all members of Senior Staff.

Information we will need from you at this meeting:
･Student registration forms (a requirement by the British Council)

･Student rooming list (exact room numbers of each child)

Information we will give to you at this meeting:
･Centre specific contact details
･Meeting times and points

･GL programme details

･Lunch and dinner rota
･Lessons and excursion procedures

GROUP LEADERS

AS GROUP LEADERS WE PROMISE TO,,,

･Attend all meetings with OIEG staff

･Ensure that our students are punctual and                  

attend all lessons, excursions and activity 

sessions
･Supervise students on excursions, in their

accommodation and during meal times
･Report any allergies/medical issues to the                              

CentreManager on arrival at centre
･Maintain a lively, courteous and friendly

atmosphere throughout the whole programme
･Report any issues with the programme/campus

whilst in the UK rather than waiting until we 

are home!  This way OIEG can work together 

to fix it as soon as possible
･Have fun!

GROUP LEADER PROGRAMME

We appreciate how much work each Group Leader puts into a visit to the UK, and it is 
important for them to have some time to relax and meet other leaders.  With so much 

history at all of our campuses, we want leaders to know more about their location, and the 

rich heritage of each site.
The group leader programmes are tailored to each centre, and at London Greenwich it 

will be made up of 5 different events throughout the two weeks.

Each leader will be invited to a traditional English afternoon tea within the first few days, 
allowing them sometime to chat with each other and the centre staff, while enjoying a 

classic British experience.

A historical tour of the campus will take place later in the programme along with a cheese 
and wine evening. There will also be a professional walking tour in London organised just 

for Group Leaders, and an Academic Presentation from a member of OIEG Staff.
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LOCAL EXCURSIONS

FROM GREENWICH

We have selected some excursions for you and your 

group to enhance your experience in the UK. These half 

day trips are designed to take place during onsite 

activities for those groups who prefer to spend more time 

off campus.

You can choose from excursions into London to indoor 

climbing or even a flight on the Emirates Cable Car, your 

group will definitely have fun! 

Please let us know in advance if you wish to arrange any 

of these extra trips for your group or speak to your 

Activity Manager when you arrive on campus.

SPORTS AND 

ACADEMIC BOOKLETS
We have two new exciting booklets. You can book any of 

the activities for your London excursion or on your 

optional day. 

The sports booklet has a range of exciting activities in 

London. You can choose to swim at the Olympic 

swimming pool or climb the O2! The booklet also 

includes a wide range of center specific sports optionals.

The academic booklet contains a list of educational visits 

and workshops for international students! You can chose 

from a Wildlife lesson at the London Zoo to a Business 

Workshop at Wimbledon.

Please let us know in advance if you wish to arrange any 

of these extra trips for your group or speak to your 

Activity Manager when you arrive on campus.

We love our summer programmes

and think they are brilliant as they 

are, but we also know that for some 

students it is a mammoth journey to 

travel to the UK. 

For this reason we have different 

optional books available. These 

booklets contain information about 

destinations across the whole of the 

UK and attractions you can visit 

there. 

If you would like to supplement your 

programme by purchasing one of 

these entrances/excursions (and 

haven't organised this prior to 

arriving in the UK) please speak to 

your Activity Manager. 

You should have received the 

Excursions Booklet in your 

Welcome Pack; if not please also 

refer to your Activity Manager for 

more information. 

There is also an Academic extras 

booklet and a Sports extras booklet, 

in which we offer a variety of 

academic and sports activities to 

add to your programme. 

OPTIONAL 

EXTRAS

If you upload photos to social media don't 

forget to tag us and 

use the hashtags #greenwich2019 

#greenwichsummer 

#oxfordinternational #oijuniorprogrammes 

Don't forget to follow us 

@oieggreenwichmaritime

12
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Morning Afternoon Evening

Day 

1
Arrivals Arrivals

Campus tour and ice-breaker 

activities

Day 

2
Placement Test and Lesson 1

Greenwich with walking tour 

and visit to Maritime Museum 

and Greenwich Photo 

Challenge

On-site Activities

Day 

3
Lesson 2

Visit to Olympic Park (with 

visit to Westfield)
Welcome Disco

Day 

4

Full day to central London by 

train with Politics and Royalty 

walking tour

Visit to the National Gallery 

and shopping

Covent Garden

On-site Activities

Day 

5
Entrance to British Museum Lesson 3 On-site Activities

Day 

6
Lesson 4 Lesson 5

Thameside walking tour by 

night

Day 

7

Full day excursion to Cambridge 

by coach

Walking tour of city with 

entrance to a Cambridge 

college

On-site Activities

Day 

8
Lesson 6 Lesson 7

Late night shopping at O2 

outlet mall

Day 

9

Full day excursion to Brighton 

with entrance to BAi360

Full day excursion to Brighton 

with entrance to BAi360
On-site Activities

Day 

10
Lesson 8

Visit to Hyde Park including 

the Serpentine and the 

Princess Diana Memorial 

Fountain

Karaoke/Lip Sync Battle

Day 

11

Visit to TATE Modern with views 

of St Paul’s Cathedral

City Cruise along the River 

Thames to/from campus
On-site Activities

Day 

12

Half day to Camden with walking 

tour and visit to Regents Park
Lesson 9

West End walking tour by 

night

Day 

13

Half day to central London with 

visit to Kensington Museums
Lesson 10 Disco

Day 

14
Optional Excursion Optional Excursion On-site Activities

Day 

15
Departures Departures Departures

Greenwich University

London

Sample Programme



CAMPUS MAP

15

14



Scale of English Language Proficiency

★
Achieve a precise, differentiated expression of thoughts and opinions in a natural 

style
10

C2
Mastery★ Argue your case and negotiate skillfully

★ Write virtually flawless essays and reports

★ Feel fully comfortable in the language

9

C1
Advanced

★ Be creative in the language and develop a personal style

★
Put across complex points of view in meetings, seminars, reports and 

presentations

★ Intervene in a discussion appropriately

8★ Develop ideas systematically

★ Emphasise specific points in meetings, seminars, reports and presentations

★
Keep up with a lively discussion among native speakers and interact spontaneously 

and comfortably
7

B2
Upper

Intermediate

★ Present and defend your own point of view

★ Reliably pass on detailed information

★ Participate actively in longer discussions

6
★ Describe problems in detail

★ React to the comments of others

★ Talk on the phone without difficulty

★ Join in the conversation unprepared

5

B1
Intermediate

★ Formulate thoughts

★ Monitor and pass on information

★ Give detailed instructions

★ Maintain a conversation and chat with friends

4★ Respond flexibly to a different situation

★ Express feelings

★ Make yourself understood in predictable everyday situations

3

A2
Elementary

★ Obtain specific information

★ Describe events and personal experiences

★ Obtain simple information

2
★ Understand answers to questions

★ Discuss what to do

★ Describe activities

★ Simple communication on holiday

1
A1

Beginner
★ Make reservations in hotels

★ Get what you need in restaurants and shops

Scale of English Language Proficiency 英語レベル別表

ケンブリッジ大学フィッツウィリアム・カレッジ学術交流包括協定派遣留学プログラムは、CEFR (Common 

European Framework of Reference for Languages 外国語の学習・教授・評価のためのヨーロッパ言
語共通参照枠) を基準に指導し、評価します。

https://www.jv-campus.org/course/?provider=internationalcommunicationscouncil&course_id=296931
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CEFR/IELTS/TOEFL/ PTE/TOEIC/英検スコア換算表目安

http://ieltsnavi.com/score_conversion.html

CEFR IELTS TOEFL iBT TOEFL CBT TOEFL PBT PTE TOEIC 英検

C2

9 120 297～300 673～677 87～90 - -

8.5 119 293 670 83～86 - -

C1

8 117～118 287～290 660～667 79～82 - -

7.5 109～116 267～283 630～657 73～78 970～990 -

7 100～108 250～263 600～627 65～72 870～970 1級

B2

6.5 90～99 233～247 577～597 58～64 820～870 -

6 80～89 213～230 550～573 50～58 740～820 準1級

5.5 69～79 192～212 521～549 42～49 600～740 -

B1

5 61～68 173～190 500～520 35～42 550～600 2級

4.5 52～60 150～170 470～499 28～34 500～550 -

4 45～51 130～149 450～469 ～27 450～490 準2級

A2

3.5 33～44 110～129 400～449 - 300～440 -

3 29～32 100 391～399 - 291～299 3級

A1

2.5 20～28 90 390 - 270～290 -

2 12～19 - 350～389 - 260～269 4級

1.5 - - - - 100～259 5級

16
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英国での留学生活は、英国の歴史と伝統を重んじ、国際理解教育を促進することを目的としてい
ます。受講生は、お互いの異文化への理解を示し、お互いに敬意をはらってください。

1. 受講生は、食事、授業、課外活動に参加しなければなりません。理由なく欠席してはいけま
せん。時間も厳守してください。

2. 体調を崩すなどしてやむなく授業や課外活動に参加できない場合は、教職員、友人に連絡して
ください。

3. 受講生は、自分の部屋およびベッドの整理整頓に努めてください。

4. 受講生は、夜は11時には消灯・就寝するよう、心がけてください。

5. 他の受講生や教職員に対して人種差別的言動は厳禁です。

6. 理由もなく、または故意に、公共の施設、備品、他の受講生の所有物などを破損したら、賠

償しなければなりません。

7. 留学生活中は、酒類をキャンパス内に持ち込んだり、飲んだりしてはいけません。

8. キャンパス内は禁煙です。

9. 麻薬や有害な薬物をキャンパスに持ち込むと即刻、除籍します。

10. 水泳プールは救護員・見張り人がいる時のみ入室・使用できます。

11. お金について

・１週間に約70ポンドぐらいの小遣いで、おやつや小物、小さな土産物を買うことができます。

・英国紙幣は、５ポンド札、10ポンド札、20ポンド札を持参してください。

・英国では、買い物をするのに、ほとんどの店がクレジットカードを取り扱います。渡英する

までに、クレジットカードの使い方に慣れておきましょう。暗証番号（PIN Number）は、

手帳などに記載しないで、頭の中に記憶しておきましょう。

12. 貴重品について
・極力、貴重品は持参しないでください。
・パスポート、航空券、現金などの貴重品は、責任をもって管理してください。

13. 研修内容は、受講生の英語レベルに応じて変更することもあります。

サマースクールで生活するための注意事項

17https://www.jv-campus.org/course/?provider=internationalcommunicationscouncil&course_id=296931



持参物
メモ

1 パスポート

2 パスポートのコピー数枚（カラー）および証明写真カラー２枚ぐらい

3 航空券

4 ・現金

・クレジットカード（欧米ではクレジットカードが普及していて、ほとんどの店で、クレジット

カードで買い物ができます。使い方とか、利用限度額、支払時期、金利など、注意すべき事項

等には、慣れておきましょう！）

5 海外旅行傷害保険証券

6 入学許可証（Letter of Acceptance） 入国許可証（Letter of Consent to Travel）

7 学生証

★ 貴重品は、気をつけて管理しましょう ★

スーツケースの重量は23kgです。これ以上になると、重量超過料金が課されます。荷物は極力、必要な物だけを

持って行きましょう。帰国時には、荷物が増えることも考慮しておきましょう。

8 斜めがけできるバッグ

（市街地に出かける時、貴重品を持ち歩く場合、手提げバッグではなくて、体に斜めがけできるバッ

グなどは、重宝します。リュックなどは、後にではなくて、前に背負った方が無難です。）

9 筆記用具・（電子）辞書・ノートなど

10 常備薬（現地で薬を手に入れなくてはならない場合は、必ず現地のコース・ディレクターに事前に相

談してください。勝手に薬局に行って薬品を購入しないように！）

11 折りたたみ傘またはレインコート

12 カメラ（街中で他人に、写真を撮ってもらうために無用心にカメラ/i-phone を預けないように！ひっ

たくり、盗難防止！）日本人が持っているものは小型で性能が良いので、ひったくりに狙われやすいです！

13 厚手のソックス（防寒用に厚手のソックスを一足持参しておくと便利です。）

14 洗濯ネットを２つぐらい（大きめ）持参すると便利です。

（洗濯物を、自分の部屋で紐にぶらさげて干してはいけません）

15 洗面用具（シャンプー・リンスなどは2，3日分持参して、あとは現地で購入できます。日本で販売し

てあるものは、ほとんど手に入ります。）

16 ヘアードライヤーは部屋に設置してありません。

17 目覚し時計

18 着替え（平常の生活では、日本での生活と同じ服装）パジャマ

19 各自の必要な充電器（デジカメ・携帯電話・コンタクトレンズ用など）

20 １００ボルト⇒240ボルト用変圧器（ヘアードライヤーなどの家電製品には変圧器が内臓してあるも

のもありますので、それぞれ確認してください。）

21 長袖シャツ、セーター、コートなど

22 歩きやすい靴

23 プラグ（形状に要注意－BFタイプ、角型3つ口）プラグは三つ叉で、先が四角い形の「ＢＦタイプ」

という変換アダプターを用意しましょう。「ユニバーサル対応」の充電器や電源アダプターを使う時

でもコンセントに差し込むプラグの変換アダプターは必須です。

日本の量販店や空港売店の他、英国でもドラッグストアの「ブーツ（Boots）」などで手に入ります。

24

25

持参物について下記を参考にしてください。
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英国の見どころ

19

Liverpool
世界文化遺産海商都市
ビートルズ博物館

Scotland
産業革命以前より科学・技術の中心地であったが、何故か時代

の波に取り残されたような手つかずの実直な美しさが楽しめる

York Cathedral
ヨーク大聖堂
英国教会（北部）の総本山

Blenheim Palace
バロック様式建築の傑作 世界
遺産、チャーチル英国元首相が
生まれ、幼少時を過ごした宮殿

Oxford 学府の都

Stratford-upon-Avon

Shakespeare Museum
イギリス１６世紀ルネサンス
の華シェイクスピアの生家

Cotswolds
時の流れが止まってしまったよ
うな緑の丘に点在する小さな
村々、イギリスの中世の名残

Wales
アングロサクソン系とは異なる
ケルト系民族文化が色濃く残り
自然や歴史遺産が多い

Warwick Castle
英国15世紀の城

Cambridge 学府の都

グリニッジ天文台
グリニッジ標準時を決める天文台

London

Bath
ローマ時代に浴場を建設

Stonehenge
ソールズベリー平野にあるヨー
ロッパ随一の巨石遺跡文化

Hampton Court Palace

テューダー様式建築の代表、
１６世紀ヘンリー八世の宮殿

Eton College
英国一の名門男子
パブリックスクール

Windsor Castle
900年以上の歴史を誇る
ゴシック建築の王城

Canterbury Cathedral
カンタベリー大聖堂
英国教会の総本山

https://www.jv-campus.org/course/?provider=internationalcommunicationscouncil&course_id=296931
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下記はケンブリッジ市から日帰り、または１泊旅行で見学可能な場所の例です。
・ イギリスの電車の時間表 https://www.thetrainline.com/train-times

・ イギリスの電車の時間表および料金 https://www.thetrainline.com/

Cambridgeから公共交通機関を利用して－
⚫ 約1時間

➢ London 欧州連合最大の都市。フリーマーケットや高級店、象徴的な史跡、ファッションやアートの最先端が入り混じる

⚫ 約2時間
➢ Cotswolds 時の流れが止まってしまったような緑の丘に点在する小さな村々、イギリスの中世の名残
➢ Oxford 英国のもう一つの学府の都

➢ Hampton Court Palace テューダー様式建築の代表、１６世紀ヘンリー八世の宮殿

➢ Windsor Castle 900年以上の歴史を誇るゴシック建築の王城

➢ Eton College 英国一の名門男子パブリックスクール

➢ Greenwich Observatory グリニッジ標準時を決める天文台

⚫ 約3時間
➢ Warwick Castle 英国15世紀の城
➢ Blenheim Palace バロック様式建築の傑作、世界遺産、チャーチル英国元首相が生まれ、幼少時を過ごした宮殿
➢ Canterbury Cathedral カンタベリー大聖堂、英国教会の総本山

➢ Stratford-upon-Avon, Shakespeare Museum イギリス１６世紀ルネサンスの華シェイクスピアの生家

➢ York Minster ヨーク大聖堂、英国教会（北部）の総本山

⚫ 約4時間
➢ Liverpool 世界文化遺産海商都市、ビートルズ博物館

➢ Wales アングロサクソン系とは異なるケルト系民族文化が色濃く残り自然や歴史遺産が多い

➢ Bath ローマ時代に浴場を建設

➢ Stonehenge ソールズベリー平野にあるヨーロッパ随一の巨石遺跡文化

⚫ 5時間以上
➢ Scotland 産業革命以前より科学・技術の中心地であったが、何故か時代の波に取り残されたような手つかずの

素朴さが楽しめる

英国の見どころ
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紀元前にブリテン島に侵入していたローマ人が、テームズ河畔に「沼地の砦」を造り、沼地をラテン語でロンディニウムと言っ

た。それがロンドンの街の名前の語源となった。人口800万人以上の屈指の世界都市であり、芸術、商業、教育、娯楽、

ファッション、金融、メディア、観光、交通といった広範囲にわたる分野において強い影響力をもち、ニューヨークと並び世界をリードしている大都市で

ある。ウェストミンスター寺院やバッキンガム宮殿、世界一の収蔵を誇る大英博物館にもぜひ足を運んでみたいもの。ピカデリー・サーカスやウエスト

エンドには、エンターテインメントが集結。ロンドンっ子に混じって、にぎやかな街を散策しましょう。

基本的に、ロンドンでは自由行動です。下記はロンドン見学の代表的なもので、全てをまわるには一日以上かかります。前以って、道順、地下鉄

の駅、行程などを調べて時間を有効に使い、計画的に行動してください。

ロンドン

The British Museum

大英博物館

The National Gallery ナショナル・ギャラリー

The Buckingham Palace バッキンガム宮殿

大英博物館の起源は、古美術収集家の医師ハンス・スローンの収集品にさかのぼり、

収蔵品は多くは個人の収集家の寄贈によるものである。世界最大の博物館の一つ

で、古今東西の美術品や書籍や略奪品など約800万点が収蔵されているが、その

うち常設展示されているのは約15万点である。収蔵品は美術品や書籍のほかに、

考古学的な遺物・標本・硬貨やオルゴールなどの工芸品、世界各地の民族誌資料

など多岐に渡る。イギリス自身のものも所蔵・展示されている。余りに多岐にわたるこ

とから、常設展示だけでも一日で全てを見ることはほぼ不可能である。

バッキンガム宮殿は、ロンドンにあるイギリス王室の宮殿。
外周護衛を担当する近衛兵の交代儀式を見物出来る、ロンドンで最大の観光名所。宮殿はエリザベス女
王のロンドンの公邸であり、女王の執務の場でもあり、ロイヤルファミリーが諸外国からの賓客を迎える際の迎
賓館でもある。バッキンガム宮殿の衛兵交代の儀式(11:00)は必見
約1万坪の敷地を誇り、舞踏会場、音楽堂、美術館、接見室や図書館等が設置されている。
部屋数は、宴会場19、来客用寝室52、スタッフ用寝室188、事務室92、浴室78、部屋総数775である。
宮殿に勤務する人は約450名。

1824年に設立され、13世紀半ばから1900年までの作品2,300点以上を所蔵

文化・メディア・スポーツ省 の非省公共団体 (非政府部門公共機構) である。

そのコレクションは大衆に広く公開されており、特別な企画展示をのぞいて入館は無料となっている。

ただし、維持管理費用の一部を寄付でまかなうため、寄付を募る箱が入り口ほか数カ所に設けられて

いる。 ナショナル・ギャラリーは、コレクションの基礎が王室や貴族のコレクションの由来ではないという点

で、ヨーロッパでもあまり例のない美術館である。
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ロンドン

The Kensington Museum  

ケンジントン博物館

The Hyde Park  ハイドパーク

The Oxford Street  

オックスフォード通り

1851年ロンドンで開催された万国博覧会を契機とし万博の収益や展示品をもとに、

イギリスの産業美術，工芸，工芸教育を発揚するために、1852年に産業博物館と

して開館した。

1851年の万国博覧会で欧州諸国に比して英国の産業製品のデザインの質が著しく

低いことが指摘され、公衆の「趣味」を教育によって啓蒙し高めるべきであるという議論

が沸き起こり、装飾美術館（Museum of Ornament Art)と改名し、1857年、現

在のサウス・ケンジントンに移転しサウス・ケンジントン博物館と名を改める。

もともと、ヴィクトリア朝の産業・技術の発展を背景に、イギリスの工芸品やインダストリア

ルデザインの質を高め、工業の振興を図るための博物館として構想された。

ビクトリア朝時代の植民地拡大により，内外の美術工芸品，珍品が多く収集され，

57年博物館の複合体として現在地に建設された〈サウス･ケンジントン博物館〉に移る。

その後も収蔵品は増大し，99年，増築工事の定礎式の際，ビクトリア女王は夫君

アルバート公の名を連ねた現在の名称を与えた。

ロンドン中心部ウェストミンスター地区からケンジントン地区にかけて存在する王立公園の1つ

サーペンタイン・レイクにより敷地は二分されている。総面積は350エーカーの巨大な都市型公園。

1851年には世界初の万国博覧会であるロンドン万国博覧会の会場となった。

オックスフォード・ストリートは、古代ローマブリタンニア時代に軍事

道路の一部として、ロンドンの主要な道路となって以来、1500

年以上の歴史を誇る。ロンドン市中心部ウエストミンスター区を

東西に貫くロンドンの大動脈であり、7.5ｋｍの一直線の道路

である。年間2億人以上が訪れる、ヨーロッパで最も人通りが多

いストリートであり、

300以上の店舗が

連なる世界的な

ショッピング・ストリート

として有名である。

オックスフォード・

ストリートは、12月の

最初の土曜日に限り、

歩行者天国となる。

ロンドンは、人口800万人以上の大都市です。

迷い子にならないように、注意してください。前以って、道順、

行程などを調べて、余裕をもって行動しましょう。

‘Emergency Number’ lanyard and ID Card を常に携帯してください。

迷ったら、’Emergency Number’ lanyard and ID Card にある電話番号で連絡して

ください。
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マリー・タッソーが創立した蝋人形館。
歴史上の人物や政治家、芸能人などを
精巧に再現。

ウェストミンスター宮殿にある時計塔の名称。
言わずと知れたロンドンの象徴です。
鐘の音は学校のチャイムと同じ。

エンターテインメント施設や店が密集。
観光客や買い物客で常ににぎわってい
ます。エロスの像は記念撮影スポット。

様々なイベントで賑わう巨大な広場。
クリスマスのツリーが有名です。
高くそびえるネルソン記念碑がシンボル。

ウィリアム1世によって、
要塞兼宮殿として建造されました。
王族たちの悲劇の場所として
知られます。

100年以上もの歴史がある跳ね橋。
タワーの高さは約40m。
左右にあるゴシック様式のタワー内部
は展望通路・歴史博物館

上空約135mからロンドン市内の絶景
が楽しめる、テムズ川のほとりにある世
界最大の観覧車。
2000年のミレニアム・プロジェクトで誕
生しました。

ヴィクトリア女王の夫である、アルバート
公に捧げられた歴史ある演劇場。
約8,000人を収容できます。

優雅なカーブの建物が特徴。
道沿いに並ぶ老舗の名店でショッピングを楽
しみましょう。

行政、商業、文化施設が集中している地区。
劇場や歌劇場が多く、観光客にも人気。

ロンドン

英国王室の戴冠式などが行われるイ

ギリス国教会の教会です。ゴシック建

築の壮麗な建物で、ダイアナ元妃の

葬儀も行われました。

政治家などが多数埋葬されている。

国会議事堂が隣接している。
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クライスト・チャーチ

“The House”との呼び名でも有名な、オックスフォー

ド最大のカレッジ。

カレッジ内にある大聖堂のステンドグラスや、映画

「ハリー・ポッター」の撮影で使われた大学の食堂な

どが有名です。

詩人マシュー・アーノルドが「夢見る尖塔の都市」と表現した12世紀に
遡る、英語圏最古の大学都市です。

アッシュモリアン博物館

荘重な新古典様式の博物館内には、

園芸家のジョン・トレイドスキャント親子が

17世紀に収集を開始した美術品・アン

ティークのコレクションがおさめられています。

オックスフォード周辺は、水のある浅瀬があり、 Ox 「雄牛」がford 「浅瀬を

渡る」通過点でした。その意味をとって、Oxford と地名がつきました。

オックスフォード大学図書館
Radcliffe Camera

この建物の地下6階までが図書館
になっている。
1737年に着工し、完成までに10年
以上かかった。

ハリー・ポッター・カレッジの礼拝堂

★ オックスフォードの街中にオックスフォード大学を構成する44校のカレッジや図書館などの施設が隣接し、それらを総称して、
“オックスフォード大学”と呼びます。

★ ケンブリッジ大学と並び、英国の大学の代名詞的な存在です。
★ オックスフォードは街全体がオックスフォード大学という学府の都であり、イギリスの中でも非常に治安が良いと言われています。
★ ロンドン市内からバスで約70分
★ オックスフォードからロンドンへのバス運行は極めて便利で、週末にロンドンへショッピングや観光へでかけることは容易にできま

す。市内は路線バスが発達しているので、日常生活での移動はもちろん、観光なども有意義に楽しむことができます。

オックスフォード
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ケンブリッジでもっとも有名なカレッジ。
キングス・カレッジ・チャペルは他の建物より200年近く
古く、世界最大の扇形ヴォールトの美しさと繊細さに
は圧倒されます。

世界で屈指の博物館。
アンティーク、工芸品、コインやメダル、
写本や書籍、そして絵画や素描の5つ
の部門があり、モネやルノワール、ピカソ
といった巨匠の絵画も見れます。

これまで31人ものノーベル受賞者を輩出した
ケンブリッジ大学カレッジ群の1つ。
かの有名なニュートンも卒業生の1人で、カレッジ
の中には「ニュートンのリンゴの木」があります。

ケンブリッジの語源である「ケム川(River Cam)で
のパンティングはケンブリッジ名物の一つ。
船から見える景色は一味違うケンブリッジを味わ
うことができます。
カレッジの中庭や学寮の窓から、ケム川でのパン
ティングを眺めることができます。

街を流れるケム川に沿って、
緑あふれる美しい風景が広がる、

英国の伝統を感じる学府の都です。ケム川に橋（ブリッジ）を架けることにより町は発展し、ケンブリッジという町の名前
の由来になりました。人口13万人弱の市にケンブリッジ大学の学生数は約2万5000人を占める学生町です。

サイエンス発祥の地ケンブリッジ
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フィッツウィリアム博物館
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ブライトン Brighton

イギリスのイングランド南東部に位置する都市。

知名度・規模ともにイギリス有数の海浜リゾートである。観光都市であ

ることから、ホテルやレストラン、エンターテインメント施設が多数あり、こ

れらの施設を活かしたビジネスカンファレンスなども頻繁に開催されてい

る。このほかの側面として、大学や語学学校をはじめとする教育施設

が多く、このため学生が多い。

ロイヤル・パビリオンやパレス・ピアなど見学できる場所が多い。

政党による年次大会を中心として、ブライトンでは数多くの会議も開

催される。また、スポーツやレジャー施設の種類も豊富で、中でもサイ

クリングやモータースポーツが盛んであるため、毎年ロンドン-ブライトン

間のレースが開催されている。

ブライトン

ブレナム宮殿
イギリスを代表するバロック様式の宮殿。スペイン継承戦争で将軍ジョン・チャーチルが宿

敵フランス軍を破った功績を讃えてアン王女から贈呈された。戦場となったブレンハイム

（英語名ブレナム）より宮殿の名前が付けられた。その後チャーチル家の居城となり、

1873年に首相ウィストン・チャーチルが誕生した場所としても知られている。チャーチル首

相の生まれた部屋や英国の公爵の華やかな生活ぶりを垣間見ることができる。

歴史と不思議のイギリス
ストーン・ヘンジ & バース

ストーン・ヘンジとは？

ソールズベリー平野のほぼ中央にあり、紀元前に３

段階に分けて造営されたと考えられていますが、未

だに造った目的などが謎の遺跡。世界遺産の神秘的

巨石群です。

上流社会の保養地であったバース。当時の栄華を思わせる

三日月型建築のロイヤル・クレッセント、社交場だったパ

ンプ・ルームなどは必見。

ローマ人が造った浴場は世界遺産

ブレナム宮殿
オックスフォード

バース
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コッツウォルズ はちみつ色の小さな村々
人々が自然とともにのどかな暮らしを営むコッツウォルズ。緑の丘と愛らしい家、時が止まったかのような

田園風景は、絵本の世界そのまま。北はチッピング・カムデンから、南はカッスル・クームまで約160ｋｍ

にわたって美しい村々が点在しています。

絵本から抜け出したようなコッツウォルズの家並み

マナーハウス

かって、貴族などが暮らした

邸宅マナーハウス。まるで、

古き良き英国にタイムスリッ

プしたよう！

チッピング・カムデン

チッピングとはマーケット

の意。13～14世紀に羊毛産

地で栄え、当時のままの美

しい家々が通りに建ち並び

ます。

ストラットフォード・アポン・エイヴォン

シェイクスピアの生誕地として知られるス

トラットフォード・アポン・エイヴォン川

のほとりの町、多くの史跡が残ります。

カッスル・クーム

ナルニアへと繋がる洋服ダン

スのある古い石造りの家、時

計を持ったうさぎが走って行

く丘陵地帯、霧に霞むホグズ

ミード村、そしてホビット・

ドワーフ・エルフの世界…。

「ナルニア国物語」の一場面

を思い起こさせる村

ストｳ・オン・ザ・ウォルド

アンティーク・マーケットの中心地として有名。ここ

は丘の上に砦を築いて定住していた先史時代にまで遡

ることができる歴史の深い街。コッツウォルズ産の石

材で造られた家や、店、宿屋に四方を囲まれた、大き

なマーケット広場は、何世紀にもわたり町の生活の中

心である印象的なエリアです。

ボーントン・オン・ザ・ウォーター

コッツウォルズで最も人気のある村。５００羽以上の鳥のひそむ森林、川、そしてガーデンが素晴ら

しいバードランド公園及び周辺の庭園など、澄んだ川に架かる人目を引く低い橋は非常に可愛らし

く、老若男女誰もが楽しむことが出来る村です
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ロンドン近郊のハートフォードシャーにある、ワーナーブラザーズの人気テーマパーク

イギリスロンドン中心部から少し離れた場所にハリーポッターの撮影スタジオを一般公開する「ハリーポッター・ワーナーブラザーズスタジオ

（Warner Bros. Studio）」

1990年代のイギリスを舞台に、魔法使いの少年ハリー・ポッターの学校生活や、宿敵闇の魔法使いヴォルデモートとの因縁と戦いを描いた

イギリスの作家J・K・ローリングによる児童文学作品である「ハリー・ポッター」の、世界中で愛され続ける魔法と冒険のファンタジーを再現した

ものである。

イングランド南部の海岸に位置する港湾都市ポーツマス。

人口は約20万人。ポーツマスの港は歴史的な軍港であり、

いまだに現役の、世界一古い乾ドックもあります。

ポーツマスは日本人学生が少ないことも特長です。

ブライトン

ハリー・ポッター・ワーナー・ブラザーズ・スタジオ
Harry Potter Warner Brothers Studio

ポーツマス Portsmouth

ストラットフォード・アポン・エイヴォン
Stratford-upon-Avon

イギリス16世紀ルネッサンスの華
ウィリアム・シェイクスピアの故郷

シェイクスピア劇演出においては、
世界一の権威を誇るロイヤル・
シェイクスピア劇場
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イギリスの気候

イギリスは、一年中霧のような雨が降るため、日本より肌寒く感じることが多いです。

※ロンドンの平均気温は理科年表2016年版より、降水量は世界気象機関HPより（年不明）

※エディンバラの平均気温はWorld Climate HPより、降水量は世界気象機関HPより（年不明）

※東京の平均気温、降水量は気象庁HPより（2020年）

３月～５月
日中暖かい日でも朝
晩は冷え込みます。
一日の中でも天気が
変わりやすく、晴天と
思えば、突然激しい
雨が降ることもあります。

6月～8月
30度近くになる日もあ
りますが、湿度が低い
ためカラッとしています。
日没後は急に肌寒く
なることもあるので上に
羽織るものを準備しま
しょう。

9月～11月
秋は曇りの日が多く、
9月中旬を過ぎると朝
晩はかなり冷え込むよ
うになります。上着や
セーターを用意して寒
さに備えましょう。

12月～2月
冬は日照時間が短く、
寒い日が続きます。霧
が発生する回数が多く、
霧が出た日は特に冷
えこむので、使い捨て
カイロが重宝します。
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ロンドンでは、地下鉄やバスで市内全域を移動できます。

もっとも確実で手軽な移動手段。Tube(チューブ)と呼ばれ、市内をくまなく網羅しています。
1日乗り放題のカードなどがあるので、2回以上乗るなら購入するとよいでしょう。

バス停留所はRequestとBus Stopの2種類があり、Bus Stopは普通にバスが停まりますが、
Requestでは手を上げないと停まらないので注意しましょう。

ロンドンでは、Black cabと呼ばれている黒い車。基本的には手を上げて停車したら乗り込み、
料金は降車して窓越しで支払います。乗る前に目的地までいくらぐらいの料金になるか確認しておきましょう。
また、Black cab 以外のタクシーは危険なので乗らないように要注意！

ロンドンの2階建てバスに乗るときは、事前に停留所付近の自動券売機で乗車券を購
入します。券売機はお釣りが出ないので注意が必要です。

エスカレーターでは左側を空けます。また体の接触に関しては、日本人より神経質なので混雑してい
る場所でも他人と身体が触れたら「エクスキューズ・ミー」とひと言を。

サービス料の含まれていないレストランでは10％前後のサービス料金を追加しましょう。タクシーも
通常は10％前後を加算。50ペンスと1ポンド硬貨は常に用意をしておきましょう。

スコットランドでは、公共の場での喫煙が禁止され、北アイルランドも追従の予定です。喫煙に比
較的寛容なイングランドでも禁煙推進の流れに。公共の場では「NO SMOKING」の表示に注意しましょう。

イギリスでの写真撮影は、撮影禁止区域はもちろん、空港などでも注意が必要です。判断
に迷ったら、必ず周囲の人に確認しましょう。人物を撮るときは、ひと言断ってからがマナー。

レストランで食事をしたり、劇場鑑賞の際にはドレスコードの確認や雰囲気に
合った服装を心がけましょう。一流レストランであれば男性は上着にネクタイ、女性もセミフォーマルな洋服が
望まれます。

レディーファーストのお国柄です。エレベーターを降りる時や、お店を出る時など、
イギリスでは常に、女性を先に通すようにしましょう。

また、自分の後ろから続けて誰かが入ってくるときはドアが閉まらぬよう支え、
後ろの人を待つマナーが定着しています。

イギリスのタクシーは自動開閉ドアではありません。 ロンドンのバス停では、礼儀正しく並びましょう！地下鉄は混雑しているので、貴重品の管理を！

イギリスの交通手段やマナー
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イギリス 入国・出国

※日本国籍の方が観光目的で短期入国する場合の条件です。
※ビザ・パスポートなどの情報は予告なく変更されることがあります。必ず大使館、領事館または旅行会社でご確認ください。

イギリス入国手続きに必要な「入国カード（Landing Card）」や「税関申請書」が機内で配られ
るので、必ず受取り、その場で記入しておきましょう。

日本帰国時まで有効なパスポートが必要（日本国籍の場合）
期限については必ず確認しておきましょう。

6ヵ月以内の観光はビザは不要です。（外国籍でビザが必要な場合、駐日英国大使館
ホームページの申請要項をよく確認して、所定の手続きを行ってください。）

は、スーツ
ケースに入れないで、パスポートにはさんでおきましょう。

まずは“Arrivals（到着）”の表示に従い、入国審査のカウンターへ。入国カー
ドとパスポート、入学許可証、入国許可証、帰りの航空券を提示しましょう。入国カードは
あらかじめ記入をしておくこと。

預けた荷物は"Baggage Reclaim"で受け取ります。便名が表示されたター
ンテーブルで待ちましょう。破損や紛失などのトラブルは、すぐに係員に報告しましょう。

課税対象になるものを持っている場合は、赤いランプのカウンターへ。申告するものが
なければ、緑のランプのカウンターで審査を受けます。ここを通過すれば入国手続きは完了。

出国の手続きは、税関・チェックイン・出国審査の3ステップ。余裕をもって済ませましょう。
あとは空港の免税店でのおみやげ探しなどで、時間を有効に使いましょう。

1. 税関手続き イギリスでの買物には付加価値税（VAT）が課せられていますが、ここで手
数料を差し引いた額を払い戻してもらえます。購入した商品を見せる必要がありますので
チェックインの前に税関手続きをしましょう。買い物時にもらった申請書類の記入も忘れずに。

2. 搭乗手続き（チェックイン） 利用する航空会社のカウンターでチェックインを。余裕をもっ
て手続きすると後が楽です。預ける荷物がある場合はこの時に。

3. 出国審査 出国審査のカウンターで、パスポートと帰りの搭乗券を提示。これで出国の手
続きは完了です。

航空会社、天候、乗継の有無などの条件により異なりますが、直行便で東京からロンドンまで
約12時間半かかります。

■機内への持込: 原則として縦、横、高さの3辺の和が115cm以内。

■テロ対策で厳しくなっているので、爪切り、カミソリなどは預け荷物へ。
■液体は100ml 以下の容器に移して透明な袋に入れましょう。

■Eーチケットは往路・復路両用です。帰国する時にも必要ですので大切に保管してください。
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1ペニー（銅貨）

1ペニー（ペンス）Ｘ100＝１ポンド

2ペニー（ペンス）（銅貨）

2ペニー（ペンス）Ｘ50＝１ポンド

5 ペンス（銅貨）

5 ペンスＸ20＝１ポンド

10 ペンス（銅貨）

10 ペンスＸ10＝１ポンド

20ペンス（銀貨）

（20ペンスＸ5＝１ポンド）

50ペンス（銀貨）

（50ペンスＸ2＝１ポンド）

1 ポンド（厚めで金色) 2 ポンド（周囲が金色、中心は
銀色で、大型きいコイン)

5 ポンド札

10 ポンド札 20 ポンド札 50 ポンド札 (ほとんど流通して
いない)

イギリスのお金は硬貨が8種類、紙幣が４種類ある。
(1ポンド＝100 ペンス)イギリスのお金
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VAT  Value Added Tax (付加価値税)

パスポート（カラーコピー）について
イギリスでは、買物をした時にその購入物を国外で使用する場合、免税になります。VAT（Value Added Tax 付加価値税）
というものです。そのVATを申請するときに、店によっては、パスポートの提示を求められます。パスポートは、常時、持ち歩くもので
はありませんので、そのコピー（カラー）を持ち歩くと便利です。コピーと言っても、個人情報なので取り扱いには注意してください。

非免税品について
下記４点は、免税対象品ではありません。下記４点以外の物は免税対象になりますから、領収書は捨てないで必ず保存して
おきましょう。
１ 乗り物（バスとか電車）
２ 食べ物（紅茶を含む）
３ 書籍 雑誌
４ 子どもに関するもの（服とか靴）

注意：出国前、３ヶ月以内に購入したものでなければ免税対象になりません。

免税率について
免税率は各お店により、またEU離脱により変更されています。超ブランド品店では、１００ポンド以上くらい購入しなければ免
税の対象にならない場合があります。超ブランド店でなければ、50ポンドぐらいで免税の対象になります。
一品が100ポンド以上ではなくても、同じ店で3ヶ月以内の買い物全額が100ポンド以上になれば、領収書はきちんと保存して
おいて、出国近くなって、その店に行って、免税手続きの申請用紙を発行してもらいます。

お金の受け取り方について
免税手続きをしてもらうときに、お金はどのようにして返金するか次の３つから選んでください、と尋ねられます。２の小切手を発
行しましょうか、にすると手続きが煩雑です。１. あなたのクレジット・カードに入金、または３. 現金での返金が簡単です。但し、
現金での返金の場合は、為替レートに注意してください。
１ あなたのクレジット・カードに入金しましょうか。
２ 小切手を発行しましょうか。
３ 出国直前に空港で、現金で、返金しましょうか。

空港で、チェック・インする前に免税手続きをします。領収書は、キチンと保管しておきましょう。
・ 最も簡単な方法について
・ 最も簡単な方法は、空港の免税店で買物をすることです。しかし、空港の免税店は、品数は豊富にあっても、品の種類
（免税用の品）は限られています。

わからないことがあれば、店の人に、しっかり、尋ねてください。英語の勉強のためにも、メモ用紙とペンを持って行って、書いても
らってもいいでしょう。

イギリスの空港で、免税手続きをする学生
帰国便の空港に到着する前に、Tax Free (VAT) の書類に次の事項を記入していることを確認してください。
・ Name  

・ Permanent address(本籍ではなくて現住所を書いておくといいでしょう。下宿生は、保護者の住所を書いておいてください。
下記は、例です。

・ My country of final destination JAPAN

・ Signature

パスポートと同じサイン（日本語または英語）をしてください。Print name は、英語（活字体）でしっかり書いてください。
・ Date 入国日 出国日
・ DETAILS TO BE COMPLETED BY THE CUSTOMER

・ Flight/Sailing Number 航空機の帰国便名

空港で免税手続きをする時（ロンドンの国際空港）に、該当する品物は、基本的には見せなければなりません。スーツケース
にいれておいても、見せやすい（出しやすい）ようにしておいてください。

34https://www.jv-campus.org/course/?provider=internationalcommunicationscouncil&course_id=296931

http://yopitore.info/archives/1214.html
http://kkinengift.net/


個人情報の取扱／受講規則などについて

・受講生に緊急事態が発生した場合には必ず保護者または保証人が対応できることを確認してください。

・受講生の身体的ならびに心理的（例：過食症、拒食症など）状況について必ず報告してください。

・これは、受講の可否を決める基準ではありません。

・受講生の食事療法（例：食物または動物アレルギー、菜食主義など）について必ず報告してください。

・到着時に身分証明書発行のために受講生の写真を撮る場合もあります。ご了承くださいますようお願い

いたします。

英国での留学は、より一層の充実と促進を求めて、ケンブリッジ大学や、その委託団体であるOIEG 

Oxford International Education Groupや ICC International Communications Council の広報媒

体用に受講生の写真や活動をビデオに撮ります。ご協力をお願いいたします。

しかし、写真が掲載されたり、ビデオを撮られることにご同意いただけない場合は、その由、学生本人ならび

に保護者様より文書でご指示くださいますよう、お願いいたします。

英国入国について

英国入国管理事務局からの指導により、英国に入国する場合、「英国入国承諾書」Letter of 

Consent to Travelを提示しなければなりません。該当者には、ICC（International 

Communications Council）ならびにICCが認める英国の運営団体は「英国入国承諾書」Letter of 

Consent to Travel を発行します。

なお、英国入国管理事務局からの指導により、ICC（International Communications Council）

ならびにICCが認める英国の運営団体は、研修受講生の年齢に関係なく、全員のパスポート（身分証明

書）のコピーの提示を求める場合があります。ご了承くださいますようお願いいたします。

危機管理について

http://www.anzen.mofa.go.jp/readme/readme.html

http://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/useful_info.html

http://www.uk.emb-japan.go.jp/jp/index.html

http://www2.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo.asp?id=154#ad-image-0

外務省海外安全ホームページ (mofa.go.jp) https://www.anzen.mofa.go.jp

留学中、受講生の保護者または友人が受講生を訪問する場合は、事前に文書(メール)で知らせてください。
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ロンドンの国際空港に到着しました。どこに行けばいいですか？

迎えの者が到着ロビーで待っています。迎えの者が声をかけてきますので、名前をお伝えください。専用バスでグリニッジ
大学に案内します。
空港からグリニッジ大学までの出迎え専用バスの中で、Activity Leader がWelcome Packを配布します。Activity 
Leader (AL) の指示を注意して、しっかり聞いてください。
During the journey to your centre, the Activity Leader will give you a welcome pack with your specific 

programme, a welcome letter from the management team, registration forms, lanyards, student ID 

cards and the optional booklet. （p.5)

特別な食べ物にアレルギーがあります。どうしたらいいですか？

サマースクールの受講生のアレルギーには過去27年間対応してきて、トラブルを起こしたことはありません。あなたのアレル
ギーについて、できるだけ早く、知らせてください。対応いたします。

ロンドンの街中で、皆とはぐれてしまいました。どうしたらいいでしょう？

慌てて、走り回ったり、動き回ったり、移動しないでおきましょう。落ち着いて、Activity Leaderの携帯電話に連絡しま
しょう。または、到着日にもらったwelcome pack の中の、 ‘Emergency Number’ に電話をして、Activity Leader 
に連絡してください。

課外活動は選ぶことはできますか？

課外活動については、前もって案内されます。
自分が参加したい課外活動は、必ず、サインアップして、登録しておきましょう。

門限は何時ですか？

10：30分までに、自分の部屋に戻っていなければなりません。消灯は11時です。

火災訓練では、何をしますか？

けたたましいサイレンが鳴ると、直ちに、階段を使って、部屋、建物の外に出てください。安全が確認されてか
ら、部屋に戻ることができます。

電車やバスの便について教えてください。

グリニッジ大学から、ロンドン・ブリッジやCanary Wharf and Bankやロンドンの中心部に行く電車やバスが出
ていますので、容易に行くことができます。交通の便は、わかりやすく、とてもいいです。

食事のとり方について教えてください。

食事は、大学のカフェテリアで、セルフサービスで、お肉、野菜、チーズ、デザートなど、自分の好きな物を選ぶ
ことができます。食事が終れば、自分でトレイを返却してください。

治安について教えてください。

キャンパスには映像監視システムがあり大学警備員にて24時間体制で監視しています。
各自の部屋は、カードロックになっています。貴重品は、大学本部のサマースクールセンター長の金庫に預け
ておくこともできます。

常備薬について

医療体制は整っていますが、平常、使い慣れている常備薬は必ずご持参ください。

Q ＆ A
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電圧など、日本とは違いますか？

日本の電圧は100Vですが、英国は240Vです。ほとんどの家電商品（携帯電話充電器、ヘアードライヤー、コンタクト
洗浄器等）は変圧器が内臓されていますが、変圧器を持参する必要があるかどうかを確認してください。コンセントの形
状はBFタイプです。BFタイプのコンセントに合うプラグの持参が必要です。

英語の授業について教えてください。

英語の授業はCEFR（セファール）、“Common European Framework of Reference for Language”と
いう語学のコミュニケーション能力のレベルを示す国際標準規格のもとに授業を進め評価します。

先生はどのような人ですか？

語学に関しては、ブリティッシュ・カウンシル、イングリッシュUK等の公認の先生で、外国語としての英語教授法の高い資
格をもっています。

インターネット接続はできますか？

Wi-Fiまたはケーブル接続が可能です。

パソコンや何らかのタブレット端末を持参した方がいいですか？

何らかのタブレット端末は持参した方が便利です。しかし、貴重品ですから、しっかり管理してください。

携帯電話やスマートフォンを持参してもいいですか？

持参してもよいです。貴重品ですから、しっかり管理してください。

洗濯は、できますか？

カレッジに、洗濯機があります。洗濯と乾燥で約￡4.30かかります。

自由時間はどのように過ごしますか？

色々なOnsite-Activities (課外活動) が計画されています。必ず、サインアップ（登録）して、参加しましょう。

パーティー用の服は要りますか？

研修中は、フォーマルではなく、色々な略式ディスコパーティーがあります。ちょっとおしゃれな服（男子はボタン付きシャ
ツ・ネクタイ、女子はワンピースなど）を準備しておくとよいでしょう。

お小遣いはどのくらいいりますか？

各自買物は自由ですが、１週間に50～70ポンドもあれば、小物やおやつは購入できます。
ほとんどキャッシュレスでお買い物ができます。

ミネラルウォーターは容易に手に入りますか？

キャンパス内に売店があります。ミネラルウォーターやスナックは、売店で購入できます。イギリスの水道水は、衛生上、飲
めます。

Q ＆ A
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研修が終了しました。どうしたらいいでしょう？

出発前日または数日前に、空港見送り専用バスに乗る場所（キャンパス内）、乗る時間について連絡があります。
チェックインの3時間前に空港に到着するよう計画をします。

わからない事があれば、どうしたらいいですか？

何でも、わからない事は、スタッフに尋ねてください。それが、英語の練習にもなります！

Q ＆ A

メ モ
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※このパンフレットに記載の内容は2022年4月現在のもので、今後一部変更になる場合があります。
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