
日本の小学校の先生のための 
英語力をつける集中セミナー 
開講期間：2011年8月15日（月）～8月19日（金）／5日間 

コースの特徴 

質の高い教師陣・授業内容 
 
授業を担当するのは、ネイティブの英語教師。経験豊かなQualified English Teacher

です。日本人の英語学習スタイル（英語を学ぶ際の癖や苦手な部分等）を熟知して

おりますので、日本人が学びやすいように、また、学習効果が高まるように授業が

構成されております。一人ひとりのニーズにこたえる授業内容で、短期的に英語力

をアップできるセミナーです。 

  

ロンドン名所巡り 
 
国際都市ロンドンが持つ様々な表情を見つめます。ロンド

ン市内を熟知した英国人教師の案内のもと、ブリ

ティッシュ・ミュージアム（大英博物館）やナショ

ナル・ギャラリー（国立美術館）を訪問したり、

ビッグベン（国会議事堂）やウェストミンス

ター寺院、タワー・ブリッジなどのロンドンの

名所を巡ります。体験に支えられた知識は子ど

もたちの興味をかきたたせ、小学校での英語活

動の授業をより豊かなものにします。 

  

ブリティッシュ・カウンシル認定 
 
本セミナー修了生には英国政府国際文化交流

機関ブリティッシュ・カウンシル認定セミ

ナーとしてのCertificate（履修証明書）が英

国国際教育研究所より発行、授与されます。 

日本の小学校の現役の先生やこれから小学校の先生になろうと考えている大学生等

を対象とした、英語力養成のための集中セミナーです。小学校生活で考えられる英

語会話表現を中心的に、本場英国・ロンドンでネイティブの英国人教師から学びま

す。また、ロンドンの主な名所を訪ね、子どもたちにその体験を話すことができる

ようにします。 

KEY INFORMATION 
 

1．開講日 

2011年8月15日~8月19日 

月~金／5日間 
 
2．授業時間 
10:00~13:15 
 
3．学費 

60,000円 
 
4．出願資格 

20歳以上の方 
 
5．定員 

12名 
 
4．キャンパス 

英国国際教育研究所 英国

本部（英国ロンドン） 

第1日（月） 10:00-11:00 開講式 

  11:15-12:15 ガイダンス 

  12:30-（15:00） グリニッジ散策（世界遺産グリニッジ天文台とテムズ河畔のパブ） 
 
第2日（火） 10:00-11:30 先生のための学校生活英語表現30+ 

 11:45-13:15 児童英語教授法の基礎① 
 
第3日（水） 10:00-（13:00） 教科書に出てくるロンドン名所巡り 
 
第4日（木） 10:00-11:30 先生のための学校生活英語表現30+ 

 11:45-13:15 児童英語教授法の基礎② 
 
第5日（金） 10:00-11:00 先生のための学校生活英語表現30+ 

 11:15-12:15 児童英語教授法の基礎③ 

 12:30-13:15 閉講式 

IIEL英国国際教育研究所 

日本事務局 
 
〒112-0005  

東京都文京区水道2-13-2 

前田ビル2階 ICJ国際教育

インフォメーションセン

ター・ジャパン内 
 
Tel 03 5940 0506  
Fax  03 5940 0507 
E-mail info@edu-icj.com 
 
 

ロンドン観光を手配いたします!!   
セミナー終了後、英国内およびロ

ンドン市内観光等をご希望の場合

は、ICJ国際教育インフォメーショ

ンセンター・ジャパンが手配いた

しますので、お気軽にご相談くだ

さい。 

お問い合わせ先 

コース開講日程 

※コース内容の充実を図るため、一部変更になる場合がございます 



英国国際教育研究所 Institute of International Education in London 

英国国際教育研究所（Institute of 

International Education in Lon-
don=IIEL）は、英国ロンドンに本部

を置く国際教育研究機関です。国際教育という視点
から、教育本来の位置づけとその可能性について、
研究および教育実践活動を展開しています。 
研究所は、英国の教育制度に組み込まれた国家統一
試験である義務教育修了試験（GCSE）および大学
入学資格試験（GCE-A／AS）を実施する国の公的試
験センター（National Examination Centre）です。 
また、日本語学、言語学、日本語教育、言語教育等
を研究対象とする｢日本語教育協議会（The Council 

of Japanese Language Teaching=CJLT）｣ および日
英の教育制度や教育問題、さらには文化研究をその
主たる研究対象とする｢日英の教育と文化に関する研

究協議会（The Council of Anglo-Japanese Education 

and Culture=CAJEC）｣ といった両学会の本部とし
て、総会ならびに研究発表大会の開催、研究紀要や
会報の刊行等の活動を行なっています。 
さらに、英国国際教育研究所／London College of 

Education, Graduate School（LCE-GS）は、修士号
（MA）およびPostgraduate Diploma／Certificateを
それぞれ授与するGraduate Schoolとして機能してい
ます。 
加えて、研究所附属の外国語教育機関であるLondon 

Language Centre（LLC）では、英国政府国際文化交
流機関ブリティッシュ・カウンシル認定の英語教育
とともに、外国語としての日本語教育に取り組んで
います。 
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1.  IIEL Greenwich Campus, Charlton House 
 

2.  講義室 Long gallery  

 

3.  Oak staircase 
 

4.  Big Ben and Houses of Parliament  

 

5.  The Tower of Bridge 

 

6.  The Changing of the Guards 
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Living in Greenwich 

■ アコモデーション 

英国国際教育研究所学生部では、受講

生のためにアコモデーション（ホーム

ステイ）を手配しています。また、何

かトラブル等が生じた場合には速やか

に解決できるように、学生部がアドバ

イスやお手伝いをします。 

 

【ホームステイ】 

手配するホームステイは、1人部屋

で、一日2食（朝・夕）付きになりま

す。また、通学に便利 

なロンドン南西部に手配いたしますの

で、交通費を軽減することができま

す。加えて、定期的に各家庭を訪問し

基準を満たしているかどう

か確認しておりますの

で、留学生が勉強

するのに適した

環境が保障

されていま

す。な お、

学生寮の手

配をご希望

の場合はご相

談ください。 

 

【申込について】 

このアコモデーション制度の利用をご

希望の方は、受講申込手続き時に所定

の申込書にご記入の上、お申し込みく

ださい。なお、アコモデーションの手

配は、滞在開始日の確定後、開始しま

す。滞在開始日が未定の場合は、「宿

泊開始日」以外をご記入の上ご提出く

ださい。英国への到着日が未定の方

は、アコモデーション制度利用とのみ

ご記入の上、到着日は後日ご連絡くだ

さい。なお、ご到着後の滞在延長、変

更等の手続きをご希望の場合は学生部

にご相談ください。 

1．Homestay - Bed room 
 

2．Breakfast 

1.

2.

KEY INFORMATION 
 

１．タイプ  

ホームステイ 
 
2．地域  

ロンドン市内 
 
3．食事  

朝・夕食付き 
 
4．設備  

1人部屋 
 
5．初期手配料  
£60 
 
6．宿泊費  

£140／1週間 

アコモデーション（ホームステイ） 

■ ロンドン・グリニッジ 

Greenwich CampusのあるGreenwich地区は

ロンドン南東部に位置し、旧天文台をはじめ

とする歴史的建造物や英国フットボールクラ

ブのCharlton Athleticsのホームグラウンド等

があり、観光地としては有名ですが、地域社

会の中での学生生活では、観光や短期滞在だ

けでは決して得ることのできない貴重な体験

ができるでしょう。そして、そこに暮らす

人々の人種、国籍、文化、宗教、生活様式等

の多様さに触れることができます。 

Institute of International Education in London（IIEL） 



How to apply and more 
申込方法、学費、他 

■ 学費 

60,000円 

 

※学費は一括払いとなります。 

※一旦納入された学費は、クラスが開

講できない場合を除き、理由の如何

を問わず一切返却いたしません（入

学をキャンセル、中途退学された場

合等も含む）。 

※学費には渡航費、滞在費等の現地で

の生活費は含まれておりません。 

 

 

■ 申込方法 

提出書類は以下の通りです。 

 

①申込書（定型） 

②写真 2葉（最近 3ヶ月以内、パス

ポートサイズ） 

③誓約書（定型） 

④受講料の銀行振込み控えのコピー 

⑤アコモデーション制度利用申込書

（希望者のみ） 

 

※学費のお支払いはIIEL英国国際教育

研究所・日本事務局への銀行振込み

のみとなります。 

 

 

■ 支払い先 

IIEL英国国際教育研究所・日本事務局

にお支払いください。 

 

銀 行 名：三井住友銀行 

支 店 名：麻布支店 

支店番号：270 

口座番号：普通 768847 

受 取 人：英国国際教育研究所・日本

事務局 

 

※振込手数料は全てお振込者負担とさ

せて頂きます。 

※振込控えを持って受講料の受領証と

させて頂きます。 
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1. 2. 3.  4.  

英語コースの授業の様子 
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■ 書類提出先 

IIEL英国国際教育研究所・日本事務局

にご提出ください。 

 

IIEL英国国際教育研究所・日本事務局 

〒112-0005 

東京都文京区水道2-13-2 前田ビル2階 

ICJ国際教育インフォメーションセン

ター・ジャパン内 

 

※申込書類一式は必ず書留でお送りく

ださい。 

 

 

■ 書類送付 

申込手続きが完了された方には、以下

の書類が送られます。 

 

①入学許可証 

②学生生活ハンドブック 

③入学式のご案内（開講約1ヶ月前） 

④その他 

 

 

■ 留学準備 

IIEL英国国際教育研究所の日本事務局

を委託されている ICJ国際教育イン

フォメーションセンター・ジャパンで

は、航空券の手配や海外旅行保険の加

入等、様々な留学サポート・アドバイ

スを行っています。留学準備に際し、

ご質問またはご不明な点等がございま

したら、お気軽にお問い合わせくださ

い。 

Institute of International Education in London（IIEL） 
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