
研 修 コ ー ス  English Language Programme 3週間 

渡 航 期 間 2017年9月3日（日）～9月26日（火） 

募 集 人 数 15名（最少催行人数10名） 

滞 在 方 法 大学寮（1人部屋、食事なし） 

研 修 費 用 目 安 

・研修・滞在費用 2,580GBP（お一人様）※参加者15名の場合。人数によって費用が増減します。      

・渡航費用 約17万円   
※為替変動、参加人数などの理由により、変動する場合があります。 

■研修校 ■ University of Stirling 

 スターリング大学は、英国スコットランドのスターリングに位置す
る1967年設立の国立大学です。質の高い教授陣と優秀な学生が集まる
大学として、2009年にScottish University of the Yearに選ばれました。 

ヨーロッパで最も美しい言われるキャンパスは、広大な敷地内に18世

紀の歴史的建築物や大きな湖があります。その他、パフォーミング・
アート・センターやキャンパス内ゴルフコースなど、モダンで充実し
たリクリエーション施設も揃っています。 

■スターリングはこんな街■    

 スコットランド・スターリングは、歴史的かつ現代的な雰囲気を併せ持つ魅力的な街の一
つです。 イギリス各地への交通も大変便利で、エジンバラとグラスゴーからは、電車で約45

分で行くことが出来ます。キャンパスから市内へは、バスで約10分ほどです。 街には中世の
お城以外に、歴史上のヒーロー・William WallaceとRobert the Bruceに縁のある名所がありま
す。 街からほんの少し離れると、スコットランドの昔から変わらない山々・湖・港・海岸に

触れられ、大自然の中で、ハイキングやカヌー、マウンテンバイクやセーリングが楽しめま
す。ショッピング、カフェ、パフォーミングアートやナイトライフ、 都心の生活を楽しむの

に十分な場所でありながら、暖かくフレンドリーな雰囲気なので、心地よい学生生活が送れ
るでしょう。  

●気候 9月の平均最高気温：約15℃ / 平均最低気温：約5℃ 

There are no strangers here; Only friends you haven't yet met. 

大学から補助金が 
支給されます 

University of Stirling 

まずは説明会へ！ 5月16日（火） 12：10～12：50＠KUINEP講義室 



【お問い合わせ】 国際教育交換協議会（CIEE）日本代表部  国際交流事業部    

〒150-8355 東京都渋谷区神宮前5-53-67コスモス青山 Tel:03-5467-5502  Fax:03-5467-7031  Email: group-k@cieej.or.jp 

CIEEは1947年にアメリカで設立された非営利法人です。現在メイン州ポートランドに本部を置き、学生、社会人、教員を対象とした様々な国

際交流プログラムを開発・運営しています。 日本代表部は1965年東京に開設されて以来、日本の国際交流の草分けとして様々な国際交流

プログラムを運営し、これまでに6万人がCIEEのプログラムに参加しています。また、1981年以降米国Educational Testing Service （ETS）

の委託を受け、TOEFL®テスト日本事務局としてTOEFL®テスト広報活動、TOEFL ITP®テストの運営、Criterion® をはじめとするETS公式

プロダクトの普及促進活動などを行っています。  公式WEBサイト http://www.cieej.or.jp/ 

◆English Language Pogramme 
このプログラムは理系向けの一般英語・アカデミック

英語コースで、京都大学生の為の特別プログラムです。 

午前はディスカッション中心の英語クラス、午後はレ

クチャー聴講や、現地学生との交流、エクスカーショ

ンの機会が設けられています。 

■スターリング大学 研修の特徴■  

September 2017 

Sample Schedule of Activities 

Week 1  

Week 2  

Week 3 

※日程・スケジュールは今後変更になることがあります。 

◆午前：General English 

09:00-12:00 

ディスカッションをメインに英語の4技能強化を目指す 

◆午後1：English for Academic Purposes 

13:00-15:00 

大学の授業を英語で受けるスキルを学ぶ 
 

◆午後2：授業聴講や特別講義等 
15:00～    

①スターリング大学教員による特別講義 

②現地授業の聴講 

③現地学生との交流活動(conversation club等) 

④スターリング城などの歴史的名所訪問 

◆エクスカーション 

金曜日または週末に2回のCultural Tripを実施しま

す。スコットランドの歴史的建造物や名所を見学し、

現地文化体験ができます。 

★Edinburgh Trip includes Harry Potter Tour 

旧市街と新市街の美しい町並みが、ユネスコの世界遺

産に登録されてるスコットランドの首都 

★Glasgow Trip includes Kelvingrove Museum 

スコットランド南西部に位置するスコットランド最大

都市 

◆Accommodation 
大学のレジデンシャルサービスオ

フィスが管理する寮に滞在します。

ほとんどの部屋からは大学内の湖

が一望でき、校舎や売店、劇場、 

映画館などの施設も徒歩圏内にあ

ります。寝室は1人部屋で、Wi-

fiアクセスが可能です。 



研 修 コ ー ス  English for Academic Purposes Program 3週間 

渡 航 期 間 2017年9月3日（日）～ 9月25日（月） 

募 集 人 数 15名（最少催行人数10名） 

滞 在 方 法 
ホームステイ（1人部屋、1日3食付） 

    ※他の国からの留学生又は日本人の留学生が同じ家庭にいる可能性があります。 

研 修 費 用 目 安 
・研修・滞在費用 CA$3,900（お一人様）      

・渡航費用 約13万円  ※為替変動、参加人数などの理由により、変動する場合があります。 

■研修校 ■ McGill University, School of Continuing Studies 

 マギル大学は、ケベック州モントリオールにある公立大学で、1821年に
James McGillの遺産をもとに設立された、カナダで最も古い名門校です。

「北のハーバード」と呼ばれており、ノーベル賞受賞者を多数輩出している
ことでも有名です。大学には、21学部、300以上の専攻分野があり、20の図
書館、研究所など約70の建造物があります。 

本研修が行われるマギル大学付属語学学校（School of continuing Studies）
は、質の高い総合英語プログラムと職業訓練プログラムを提供しています。 

■モントリオールはこんな街■  

モントリオールはアメリカ合衆国との国境やカナダ・オンタリオ州との
境に位置する街です。トロントに次ぐ、カナダ第2の都市で、イギリスと

フランスの文化が溶け合った独特の雰囲気のとても美しい街です。優雅
でモダンな雰囲気が漂っていることから「北米のパリ」とも呼ばれてい
ます。世界各地からの移民が多い多民族都市で、パリに次ぐ、世界で2番

目に大きいフランス語圏の都市でもあります。住民の多くが英語・フラ
ンス語のバイリンガルで、街中の看板や標識は英語とフランス語が表記
されています。エンターテイメントも盛んで、「シルク・ドゥ・ソレイ
ユ」の拠点になっています。                             

●気候  

＊ 9月の平均最高気温19.4℃／平均最低気温11.9℃ 

There are no strangers here; Only friends you haven't yet met. 

まずは説明会へ！ 

5月16日（火） 
12:10~12：50 

KUINEP講義室 

McGill University 

マギル大学短期留学は、現在学内委員会で検討中です。実施内容、補助金については説明会までに確定する予定です。 



【お問い合わせ】 国際教育交換協議会（CIEE）日本代表部  国際交流事業部    

〒150-8355 東京都渋谷区神宮前5-53-67コスモス青山 Tel:03-5467-5502  Fax:03-5467-7031  Email: group-k@cieej.or.jp 

CIEEは1947年にアメリカで設立された非営利法人です。現在メイン州ポートランドに本部を置き、学生、社会人、教員を対象とした様々な国

際交流プログラムを開発・運営しています。 日本代表部は1965年東京に開設されて以来、日本の国際交流の草分けとして様々な国際交流

プログラムを運営し、これまでに6万人がCIEEのプログラムに参加しています。また、1981年以降米国Educational Testing Service （ETS）

の委託を受け、TOEFL®テスト日本事務局としてTOEFL®テスト広報活動、TOEFL ITP®テストの運営、Criterion® をはじめとするETS公式

プロダクトの普及促進活動などを行っています。  公式WEBサイト http://www.cieej.or.jp/ 

◆京都大学生の為の特別プログラム 

Lunguage and Intercultural 

Communication 

このプログラムは京都大学生の為の特別プロ
グラムです。 
午前の英語クラス、午後のワークショップや
アクティビティーを組み合わせ、カナダ文化
を体験することもできます。また、午後には
発音のクラスやゲストスピーカーによる講義
なども受講できます。 

◆Guest Lectures / workshops 
２時間のゲストレクチャー/ワークショップは 

３回実施されます。詳細は説明会にて!! 

◆English for Academic Purposes 

Program 

(EAP Class 9:00-12:00) 
午前中に3時間ほぼ毎日（合計39時間）実
施されるEAPコースは、英語の4技能を学
習し、academic writing と critical thinking 

skillsの向上をはかります。 

まずは説明会へ！ 
5月16日（火）12時10分～12時50分 KUINEP講義室 

■マギル大学 研修の特徴■  

◆課外活動 
カナダ文化を体験する為クラスモニター(マギ
ル大学生）と共に、様々な場所を訪問します。 

   例）Mount Royal 

     Old Montreal 

          Old Port Boat Tourなど 

Out of Town Excursions 

オタワへの日帰り旅行も実施されます。 

Sample Schedule 
※スケジュールは今後変更になることがあります。  

Week 1  

Week 2 

Week 3 

◆Pronunciation clinic 

（水曜日 1:30-16:00） 
週に1度 2.5時間の発音の授業があります
(合計3回）。担当先生は、英語が母国語でな

い外国人が話す英語の特徴を理解しているた
め、より正しく発音できるように的確な指導
を受けることが出来ます。 

クラスモニター制度としてマギル大学の学
生と共にカナダの文化を体験したり、学習
の相談をすることが出来ます!! 
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