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●オックスフォードの不思議な魅力
ロンドンから列車でわずか１時間弱。なだらかな丘陵地帯に、英語
圏最古の大学町オックスフォードがあります。この町は、ちょうど
日本の京都がそのまま大学町になったような長い歴史と学問の中心
地としてのエネルギーを秘めた、魅力的な町です。
人口は約 16 万人。オックスフォード州の州都で、大学が興る前は交
易都市として栄えていました。大学の創立時期は明らかでなく、11
世紀頃から学生と教授が集まり始め、徐々に形成されてきたとされ
ています。13 世紀、僧院を基盤とした大学の勃興に脅威を感じた市
民と大学側（Town & Gown）の対立が流血の抗争にまで発展。この
対立を逃れた学者たちがこの地を出て、ケンブリッジ大学を作った
といわれています。自然科学に強いケンブリッジ大学に対して、オ
ックスフォード大学は人文・社会科学の分野で優れた実績を持ち、
歴代の英国首相、ノーベル賞受賞者を多く輩出しています。町の中
心部は大学の建物で占められていますが、周辺には豊かな緑の公園
や住宅街が広がり、郊外には田園地帯が広がっています。

●大学は 44 のカレッジの集合体
オックスフォード大学は 2017 年より世界大学ランキングで４年連続
１位にランクされた世界トップの大学の一つです。
オックスフォード大学という名称は、800 年の間に設立された 44 の
カレッジ（正確には 38 のカレッジと 6 つのキリスト教系のホール）
の総称として使われています。そのため市内のどこを探してもオッ
クスフォード大学という名のキャンパスはありません。44 のカレッ
ジは市内にそれぞれのキャンパスを持ち、独自の校舎や図書館、寮、
ダイニングホール、教会などを揃えています。教授や学者、勉学に
勤しむ学生たち、そして 800 年という時を刻んだ風格のあるカレッ
ジが醸し出す雰囲気は、美しさの中にも威厳を感じさせます。

●研修実施校 CIE-Oxford
研修を運営するのは、オックスフォード中心部にある CIE-Oxford。
ブリティッシュカウンシル並びに BAC(British Accreditation Council）
の認可を受け、語学（英語）の他に大学入学資格のＡレベル試験の
指導も行っている学校です。
CIE では毎年信州大学人文学部生向けの夏期留学プログラムを実施し
ていますが、今年度はオンラインで実施します。オックスフォード
ならではの体験や学習ができる魅力的なオンライン留学です。
CIE-Oxford には日本人スタッフが駐在しています。

●プログラム期間・費用

●タイムテーブル

≪募集人員≫ 22 名　（最少催行人数：6 名）
≪費用に含まれるもの≫　●授業料・教材費　
≪費用に含まれないもの≫　
●参加時に使用するコンピュータ、またはタブレット　※カメラ、オーディオ、マイクを使用でき
る状態でご用意ください。●オンライン利用時の通信費（Wi-Fi 環境推奨）
※事前研修費用は参加費用と共にお支払いいただきます。

期　間 プログラム費用
21 年 8 月 30 日 ( 月 ) ～ 9 月 10 日 ( 金 )  2 週間
　※土曜・日曜を除く

138,600 円
（税込）

月～金曜日（土・日曜休み） イギリス時間 日本時間

オンラインライブレッスン 9:00-11:15 17:00-19:15

【その他】
　◆担当教員との個人トークセッション（週 1回 15 分程度）
　◆課題に沿った自己学習（1日 1時間程度）

       【オンライン留学についてのお問合せ】

◆ UTS国際教育センター　永原・澤本

　℡ 03-6418-0713　　uts-group@uts-japan.co.jp
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芸術、 文学、 歴史、 哲学などを英語で学ぶ芸術、 文学、 歴史、 哲学などを英語で学ぶ

信州大学人文学部生のためのオンライン特別プログラム信州大学人文学部生のためのオンライン特別プログラム ↑プログラムの紹介動画は QR コード
またはこちらをクリック

https://www.youtube.com/watch?v=O_qbb0JFTHw


まずナチュラルな英語のしゃべり方を聞けて良かった
です。先生方は私たちが理解できるようにゆっくり話していると思います
が、オックスフォード大学生は容赦なく英語を話していたのでとても速か
ったです。もちろんすべては聞き取れなかったですが、これがいつも話し
ているスピードなのだと刺激を受け、もっと英語を勉強しなければならな
いなと思いました。また私たちが聞くだけではなく「日本はどうなのです
か」という質問が返ってきて二つの国を比較しながら話すのも楽しかった
です。日本のことを説明できるようもっと準備をする必要があったかなと
思います。

Student Testimonials
（他大生の交流セッション参加者からのコメント）

信州大学人文学部生専用プログラム
として、英語を通じて英国やオック
スフォードと関連する芸術、文学、
歴史、哲学等を学びます。
一見、英語で学ぶには難解な事柄も、
日本の学生への授業に熟練した教師
が、分かりやすい英語を使いながら、各自の思考を促し、意見を英
語で引き出していきます。

人文学部の学びと関連する専門分野を
英語で学ぶテーマ授業
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■テーマ授業内容例

Oxford 大学生との交流セッション、
同世代との交流で“学び”のヒントを！

先生をひとり占め！
1対 1でチュートリアル個人レッスン

オックスフォード大学生と Online 交流
セッションを実施します。世界でも選び
抜かれた人材が集まるオックスフォード。
学生たちは、ここで何を学び、何を目指し、
どんな日常を送っているのでしょうか。

「毎日の勉強時間は？」「部活はあるの？」「アルバイトはしないっ
て本当？」「将来の夢は？」勉強から趣味のことまで、ざっくばら
んに語り合う楽しいオンライン交流会です！

プログラム期間中、担当教師と 1 対１のチ
ュートリアル個人レッスンを週 1 回（15 分）
行います。授業への質問など、英語のコミ
ュニケーションに自信をつけましょう。

PO INT3
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Oxford City and 
the University

オックスフォード大学の起源、ガウンとタウン
の対立、産業革命時、近現代に至るまで、オッ
クスフォードの歴史を学びます。

The history of Religion
英国における宗教の変遷を中世、ルネッサンス、
宗教改革、エリザベス 1 世の統治時代等、それ
ぞれの時世の背景と照らし合わせて考えます。

Art
ロセッティ、ミレーなどラファエル前派につい
て学ぶとともに、オックスフォードとの繋がり
について考えます。

Architecture of Oxford
オックスフォードの建築物は、世界的にも珍し
くゴシック様式とクラシカル様式が混在します。
その特徴を実在の建築物から学びます。

English Literature
CS Lewis や JRR Tolkien に代表されるオックスフ
ォード大学の文学サークル Inklings は英国や世
界の文学にどう影響を与えたのでしょうか。

Philosophy 
Theory of Knowledge

Voltaire の ”Doubt is uncomfortable, but 
certainty is absurd” の言葉にあるもの
や、知性と感情が生み出す問題等、様々な事象
を多面的に考察します。

テーマ授業 
Art and Architecture, Oxford University

僅か一平方マイルの小さな空間に、様々
な年代の、いろいろな建築様式の建造物
を見ることができるオックスフォード。
中心となる 13 世紀ゴシック建築と 18 世
紀ネオクラシカル建築について、その特
徴や時代背景を解説します。また、建物
の様式がその時代の社会の変化や宗教に深く関わっていることも事
例をあげながら学んでゆきます。一方的なレクチャーではなく、建
物の特徴について発見できることや、感想も求められます。事前学
習では、オックスフォードのバーチャルツアーをビデオで鑑賞し、
予めポイントを学んだうえでライブ授業に臨んでいただきます。

受講者からは、「何も知らずに建物を見るより、知識をつけた上で見
る方が何倍も楽しめて理解も深められると思うので、いつかオック
スフォードを訪問し、現地で実物を見たいなと強く思いました。」と
いった感想をいただいています。

◆信州大生によるオンラインプレゼンテーション
テーマレッスンで学んだことをプログラムの総括として、各人にて
プレゼンテーションを行います。自らの意見や考えをまとめ、英語
で発表を行います。プレゼンテーションには交流セッションにも参
加したオックスフォード大生もオーディエンスとして参加します。

先生とつながるプラットフォーム
Edomodo で予習・復習も！
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オンライン学習プラットフォームを利用して
事前事後学習を行います。ここではテーマ授

業に関する教材や動画資
料、また、オックスフォー
ドのバーチャルツアーが用意されており、英語
で学ぶテーマ授業の理解を一層深めることを目
的としています。

受講までの流れ
Step1.  右の QR コードまたは URL を通じて、

「オンライン留学申込フォーム」に必要事項をご
入力のうえ、2021 年 7 月 15 日（木）までにご
送信ください。
https://business.form-mailer.jp/fms/5d7ebb9b145379
　
Step2. UTS 国際教育センターより英語能力チェックのご案内
や参加費用のご請求書等をお送りします。指定期日までにテ
ストを受験してください。また、7 月 30 日（金）までに費用
の振込を行ってください。
　●取消料：
　　研修開始日の 31 日前まで・・・・・・・・・無料
　　研修開始日の 30 日前から 7 日前まで・・・・参加費用の 20％
　　研修開始日の  6   日前から開始日前日まで・・参加費用の 50％
　　研修開始日以降・・・・・・・・・・・・・・参加費用全額
　　　　　　
Step3.  事前オリエンテーションを実施します。レッスンの進
め方や事前準備等、オンラインにてご案内します。

●今後研修校や UTS 国際教育センターよりオンライン留学参加に必要なメー
ルをお送りいたします。定期的にご確認いただきますようお願い致します。
　
●その他：参加者様のパソコン端末やインターネット環境に起因する問題で、
本プログラムを受講できない場合には弊社では対応ができません。予めご了
承の程、お願い致します。

説明会のご案内説明会のご案内
プログラムの詳細を Zoom を使ってご

案内します。 QR コードまたはこちらを

クリックし、 ご参加ください！

日付 ： 6 月 15 日 （火） ・ 6 月 25 日 （金）

時間 ： いずれも 18:00 ～ 19:00

https://business.form-mailer.jp/fms/5d7ebb9b145379
https://zoom.us/j/93767895074?pwd=L2lzVzk5WEZUbHBTLzBLeTUrWEJoQT09

