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オックスフォード大学で開催のサマープログラム 

Summer programmes in the University 

 

対象：  16才以上の学生向けのコース 

開催場所： オックスフォード大学 

開催時期： 7月から９月  

 

レジャー・アクティビティ・プログラム ＋英語 

さらに 20以上の選択科目 

 

オックスフォード大学 リンク  http://www.ox.ac.uk/ 

 

 

  

 

 

 ご質問等につきましては、トップ・ページのお問い合わせよりご連絡ください。 

      担当者が、直接お答えします。 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ox.ac.uk/


 

ジュニア・サマー・コース 

Junior Programmes at Christ Church Cathedral Preparatory School 

 

対象：   17歳以下のジュニア学生対象 

開催場所：クライストチャーチ・カセドラル・プレパラトリー・スクール  

       ハリーポッターで有名な、400年以上の歴史を誇るクライストチャーチ・カレッジ 

につながるパブリックスクールで開催。 

近代的なスポーツジム、コンピュータールーム、図書館を利用。 

 

コース：  レジャー・アクティビティ・プログラム ＋英語 

さらに 20以上の選択科目 

 

クライストチャーチ・カセドラル・プレパラトリー・スクール リンク 

 http://www.cccs.org.uk/ 

 

 

 

 

 

 ご質問等につきましては、トップ・ページのお問い合わせよりご連絡ください。 

      担当者が、直接お答えします。 

 

http://www.cccs.org.uk/


 

サマープログラム 

The Summer Programmes 

 

 4 タイプのコースの中から選択することができます。 

 毎週、別のコースを選択することができます。希望に応じてカスタマイズできます 

（同じコースを選択しても、しなくても構いません。） 

 

コースの構成 

 

 20から 30レッスン/週  コースによってレッスン数は変わります 

 午後のプロジェクト、アクテイビティー、研修訪問   （オプション） 

 週末の終日研修エクスカーション （オプション） 

 オックスフォード大学のカレッジでのランチ 

--------------------------------------------------------------- 

 Current Affais Discussion  (オプション) 

 英語レベル中級以上の学生にとっては、楽しみながら実践的なプラクティスとなります 

 イギリス教育セミナー （オプション） 

  イギリスでさらに、進学する方にとっては、大いに参考となります 

 Study Skills （オプション） 

  大学での学習・研究に必要となる学習スキルについて学びます 

 

      

 アダルト・コース授業風景      ジュニア・コース    コース修了式後の記念撮影 

 

 ご質問等につきましては、トップ・ページのお問い合わせよりご連絡ください。 

      担当者が、直接お答えします。 

 



 

コース １  英語とアクテイビティー in Oxford 

Language, Culture and Communication 

 

 英語のレッスン ＋ アクテイビティー で構成 

 年齢・英語のレベル別のクラス分け 

 アクテイビティー 

ジュニアー・コース 

   

オックフォードのスクラップ・ブック作り（大切な思い出作り） 

  ハリーポッターの撮影場所探検 

  不思議の国のアリスが書かれた場所見学 

  オックフォードの歴史探検 

   

１７歳以上のアダルトコース 

   

プロフェッショナルなアクターとの演劇 

  プレゼンテーション スキル 

  会社訪問 

 

  ＊英語試験を受験したい場合はアレンジ可能（事前のご連絡必要） 

 

     

ハリーポッター探検      ポリース・ウーマン        おおおおお～～ 

 

 ご質問等につきましては、トップ・ページのお問い合わせよりご連絡ください。 

      担当者が、直接お答えします。 

 



 

コース ２   大学、カレッジへのアカデミック準備コース 

Academic preparation for school and university students 

 

 英語コース（外国語としての英語） ＋ 試験対策コース 

あるいは、20以上の選択科目からも選ぶことができます 

 カルチャーコース 

 Current Affairs Discussionにも参加可能 （面接対策） 

 

 対策試験の種類 

   IELTS, Cambridge Exam, TOEFL, SAT, AP, IB, 

   Pre-Univerisity プログラム 

   Pre-Boarding School プログラム 

A-Level （I）GCSE 

 

   

 

 

 ご質問等につきましては、トップ・ページのお問い合わせよりご連絡ください。 

      担当者が、直接お答えします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

コース ３   上級者向けコース 

Cultural and Business Programmes 

 

Advanced Levelの学生・ビジネス・パーソン向けのコース。 

専攻科目、あるいは業界に関連した科目とフィールドスタディのフージョン・コース 

 

アーツ＆人文分野： 文学、歴史、芸術歴史、言語 

自然科学： IR, Politics,Law,Media 

ビジネス： Finace, General Business Studies, Marketing, Economics 

 

    

 

 

 

 ご質問等につきましては、トップ・ページのお問い合わせよりご連絡ください。 

      担当者が、直接お答えします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

コース ４   Examinations for Teachers and Advanced Students 

 

We offer the examinations of the IEERA (International English Education Research Association) for 

teachers attending the summer programmes (these examinations are also available at other times 

of year on request). These are valuable qualifications for career progression in TESOL and are 

recognised in over one hundred countries worldwide. We also offer IEERA Proficiency and Diploma 

examinations for more advanced students attending our programmes  

For further information please see our IEERA page 

http://www.oxintstudycentre.com/programmes/teacher-training.html 

http://www.oxintstudycentre.com/programmes/tesol-and-ieera.html 

 

 

 

 

 

 ご質問等につきましては、トップ・ページのお問い合わせよりご連絡ください。 

      OISCの担当者がお答えします 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oxintstudycentre.com/programmes/teacher-training.html
http://www.oxintstudycentre.com/programmes/tesol-and-ieera.html


 

コース ５ テーラーメイド・コース 

Tailor-made Programmes for groups or individuals 

 

 

 大学生・高校生などの語学研修プログラム 

 企業研修 テーマに基づいたプログラム 

 英語教師向け（個人、グループ）の研修プログラム 

 

 

グループ、個人 向けに、オックスフォード大学を含む密接な関係のある団体と協力 

して、ニーズに応じたテーラメイドのコースを提供しています。 

 

ご要望に関して、できるだけ詳細をお知らせ頂ければ、ご期待に応えられるよう最大

限の努力をさせていただきます 

 

      

   プレカノフ大学研修          アブドラ・カーン研修        中国天津高校生グループ 

        

   日本の高校生グループ １       日本の高校生グループ ２ 

 

 ご質問等につきましては、トップ・ページのお問い合わせよりご連絡ください。 

 



 

宿泊施設 

Accommodation 

 

大多数は、オックフォードのホームステイ  

サマープログラム期間中は、大学寮 （16歳以上） 

自炊可能な短期。中期ホステル 

      

   Bedroom                     Dinner                Bathroom 

             

    Living room                               Bedroom 

         

    Host family                  Host Family 

 

 

 

 ご質問等につきましては、トップ・ページのお問い合わせよりご連絡ください。 

 



 

カルチャー・プログラム アクティビティ・研修旅行 

Cultural Programme and Excursions 

 

OISCでは、英国文化体験アクティビティーを、午後と夕方およびそれ以降に行っています 

また、週末には終日研修旅行を企画しております。 

 

そのひとつには、プロフェッショナルな演劇俳優との演劇パフォーマンスも含まれます。 

英語を話す基礎とも言える自分に対する自信を持つことができるとともに、自分の意見を

明確に伝えるプレゼンテーションにもつながります。何より、エンジョイできることが大

事です。 

 

オックスフォード市内では、博物館、美術館、大学訪問、市内を流れるテムズ河でのパン

ティングなども含まれます。 

 

オックスフォード大のカレッジの一つでの食事も魅力のでしょう。ハリーポッターのあの

食事のシーンそのものを体験することができます。さらに、Oxford Union でのディスカ

ッションなど、オックスフォードでしか、体験できない事を是非とも体験していただきた

いと思います。 

 

週末の研修旅行では、ウォーウィック（Warwick）、シェークスピアで有名な Stratford, 

ローマ時代の遺跡を残す Bath、さらいオックスフォードのライバル都市ケンブリッジ、 

さらには、イギリスの宝石 コッツウォルズなどのカントーリサイドへの訪問も企画され

ます。 

 

     

 パンティング            夏場のアイス・スケート 



      

 イースター・仮装パーティー    ナイト・ツアーin オックスフォード 

       

  今日から友達！！          新 仲良し三人組 だよ～ 

   

     

 ハリーポッター探検         Trinity カレッジ にて 

      

 こんにちは！マイクラスメート！   最後まで頑張りました！！ 

 

 

 ご質問等につきましては、トップ・ページのお問い合わせよりご連絡ください。 

 


