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Study abroad Programme in Bangor 

We are looking forward to meeting you! 

親元を離れ、海外で生活するのは誰にとっても期待と不安がつきまとうものです。言語も文化も違う土地では、

見るもの聞くものすべてが真新しいように感じられ、いろいろな事を再発見することができるでしょう。我々はバン

ガーへ来られる学生の皆さんの様々な期待や不安に適切なアドバイスを与えられると信じています。皆さんの

人生で忘れることのできない１ページをつくるお手伝いができることを誇りに思います。 

英国国立バンガー大学 日本研究所 

所長 砂田恭美 

 

Bangor, Wales 

バンガー市はウェールズ北西部に位置する、山と海に囲まれた静かな街です。ウェールズは英国を

形成する４つの国のうちのひとつで、独自の文化を大切に守り続けており、道路標識、看板、ポ

スター等はすべて英語とウェールズ語の２カ国語で表示されています。ウェールズの旗にあるドラゴ

ンのように、ウェールズ人は誇り高く、そしてとても温かい心を持っています。ウェールズでは１９９

５年５月に約６００年ぶりに地方議会が復活し、ラグビーのワールドカップも開催されたほか、

映画界、音楽界でもウェールズ出身の多くのアーティストが活躍しているなど、今ウェールズは、大

きく注目されています。  

 

Host Families 

バンガーのホストファミリーは日本人の学生を過去に何人も受け入れた経験を持つ家庭が多く、英語を勉強している学生をよく理解して

います。皆さんが楽しく、充実した留学生活を送るために様々な面で協力してくれるでしょう。 

＊ここでご紹介する家族はあくまでも参考のため、必ずこの家庭に滞在できるとは限りません。皆さんの健康面や趣味を考慮しながら、ご希望に添ったホ

ストファミリーに出会えるよう努めてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

Programme 

コース中は、バンガー大学とダブリン大学トリニティカレッジ教養学部（トリニティ・ファウンデーション・プログラム）の教員が、英語の教科を

はじめとした多方面にわたる授業をおこないます。そのほか、周辺の世界遺産や観光名所をまわるフィールド・トリップや、バンガー大学か

らオフィシャルトークを頂く機会などが設けられています。 

バンガー大学日本研究所の留学プログラムは、英国短期研修をはじめ、外務省主催日本祭のバンガー市での開催（2001、2003

年）など、バンガー市の文化・学術分野への貢献が高く評価され、2016 年にバンガー市公認プログラムに認定されました。それを受け、

修了者には、バンガー市の紋章が入った修了証が発行されます。（右下） 

 

休日は一緒にお出かけしました。 ユニホームを着て一緒に 

サッカー観戦をしました。 

動物たちも人懐っこく 

すぐ慣れました！ 

 ホストファザーと仲良しになりました。 

 

Trinity College Dublin, Bangor University 

及び、バンガー市の紋章が刻印された修了証 



 

バンガー大学は、英国で一番歴史が長い大学の一つで、1884年にウェールズで最初に設立 

が認められ、翌年の 1885年に英国王家に認定されました（Royal Charter）。ケインブリッ 

ジ大学卒業で数年前まで環境弁護士としても活躍していた Sir George Meyrick 准男爵を総 

長に、コンピューターサイエンスと数学の世界で活躍され英国王立工協会員に認定されて 

いる Edmund Burke博士を学長とする、135年以上の歴史と伝統をもつ大学です。 

 

海洋生物学は世界のトップレベル 

バンガー大学は、北ウェールズの海岸沿いにあるバンガー市にあります。 

専門課程はバラエティに富んでいて、中でも農学、森林学、環境学、動物学、心理学、犯罪 

学、スポーツ科学などが有名です。特に海洋生物学は世界一の研究レベルを誇ると言われて 

います。また、ほとんどの学士号が 3 年で取得できます。 

 

学生の満足度－全英 1位 

2006 年度 Sunday Times 紙における学生の満足度調査結果で全英 1位に輝き、その後も英国

トップ 9を継続しています。バンガーの学生たちは温かな地元の人々に囲まれ、のびのびと

生活する環境が整った、学園都市として一番すごしやすい、最高の環境で学んでいるといえ

るのではないでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WELCOME TO BANGOR UNIVERSITY 

●

Bangor  

University 

バンガー



 
 

LESSONS 
研修プログラムでは、ダブリン大学トリニティカレッジ教養学部（トリニティ・ファウンデー

ション・プログラム）の教員陣※が、英語教科のほか、メディア学や専門分野プログラムとい

った多彩な授業をおこないます。日本人学生の英語力の弱点を熟知した先生のもと、“英語で”

学ぶ面白さを味わいましょう！ 

 

English lessons 
フィールド・トリップ先についてあらかじめ学んだ後でトリップに出かけます。

そのほか、スピーキングや発表の技能を学ぶプレゼンテーションの授業などが含

まれます。 

 

Reading 
英文のエッセイや詩の読解。先生が投げかける作中のポイントをアクティブに読

み解いていきます。英語で行間を読む-Read between the lines-の感覚を掴むことがで

きます。 
 

Discussion 
様々なテーマで意見を交換します。相手の意見に英語でこたえることは、容易なこ

とではありませんが、同年代の学生と議論することでその壁も破れやすくなります

よ。テーマ次第では日本と英国で意見が分かれることもしばしば。国柄による着眼

点の違いも学んでいきましょう。 

※年によっては、現地学生やネイティブの方のご参加が難しい場合があります。 

 

Welsh lesson 

ウェールズの第一言語、ウェールズ語について学びます。歌うようなのびやかなアクセントが特徴のウェールズ

語。授業で学んだフレーズをバスの運転手やホストファミリーの方々に伝えてみてください。ウェールズ語がい

かに大切な文化として人々に愛されている言語であるか、彼らの表情から感じ取ることができます。 

Sociology 
ウェールズ人のアイデンティティとは何か、地域の人々へのインタビュー調査を通し、社会学の面から掘り下げ

ていきます。自分たち日本人の「らしさ」を考え直す機会になるかもしれません

ね。 

Media Studies 
英国には現在もなお階級思想が根強く残っています。なかでも特徴が分かりやす

く表れているイギリスの新聞を比較し、その要因を探っていきます。 

 
 

専門分野プログラム 
大学で日頃学んでいる分野に特化した授業や、近郊施設の見学などを行います。興味のある分野を事前に伺い、

それに応じた内容の授業を実施しています。 
 

  

 
≪2022 年実施プログラム≫ ※夏期に実施した内容 

●現地の小学校で生徒へ日本文化を紹介●地元の総合病院で医療設備を見学●名誉教授による経済学講義 
●ファウンデーションコースレベルのビジネス学を受講●教会でのバイオリン鑑賞●博物館を訪れるアートトリップ 

●地元の専門家によるギャラリートークを交えての美術館・博物館見学●身体と脳を動かしながら行うアクティブイングリッシュ 



FIELD TRIPS 
フィールドトリップでは、バンガー近郊の都市や、世界遺産、国立公園、ナシ

ョナルトラストなどに登録されている観光地を訪れます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIELD TRIPS 

2022 年度フィールドトリップ先 

 

⚫ Caernarfon Castle（カナーボン城） 

⚫ Bangor Cathedral（バンガー大聖堂） 
 

⚫ Penrhyn Castle（ペンリン城） 

⚫ Slate Museum（スレート博物館） 

⚫ Conwy – Plas Mawr 
（コンウィー - プラスマウワー） 

⚫ Conwy – Conwy Castle 
（コンウィー 城） 

⚫ Llandudno（ヒャンディドゥノ） 

✪上記は、2022 年夏期実施のトリップスケジュールです。

年度によって、行き先の変更があります。 

←ヒャンディドゥノ 

海浜保養地の女王と呼ばれるリゾート地。「不思議の国のアリス」は、作者が、アリスのモデルに

なった少女やその家族と、静養のため頻繁に訪れていたこのヒャンディドゥノで構想を得た物語

といわれています。 

←スレート博物館 

スレートは現在でも屋根に

使用されるなど、重要な資

源の一つです。採石場を見

学します。 

←カナーボン城 

天空の城ラピュタのモデルと

なったお城。世界遺産に登

録されています。 

←コンウィー / コンウィ城 

エドワード１世によって造られたコンウィー城があり、街全

体が世界遺産に登録されています。 

←ペンリン城 

スレート産業で財を成したペ

ンリン卿が建てたお屋敷。

庭、石膏、彫刻、家具、絵画

など、見応えがあります。 

◪ その他のバンガー近郊の都市や観光名所などを訪れることもあります。年度によって行き先を変更する可能性がありますことをご了承ください。 

←プラスマウワー 

権力者 Robert Wynn さんが、10 年かけて作り上げた 500 年前のお屋敷です。日本では戦国

時代。建物内部は使用されていた当時のまま保存してあり、その当時の人々の様子がうかが

えます。 



Q & A 

お問い合わせを多くいただいた質問をまとめています。ご参照ください。 

 

Ｑ. バンガーはどんなところですか。 

Ａ. バンガーは、豊かな自然に恵まれた平和で静かなウェールズの街です。犯罪率は英国の中でも極めて低

く、治安の良い町として知られています。ウェールズ語と英語が人々の生活に根付き、その文化を大切に

継承していることから、2 か国語を学ぶ学生にもオープンで友好的な環境が保たれています。地元の人々

は親切で心の温かい人ばかりなので、海外での生活が初めての人でも暮らしやすい所です。 

Ｑ. 日本からの同行者はいますか。 

Ａ. 基本的に同行者はつきませんが、飛行機の乗り継ぎや手荷物について、及び英国入国手続きに関する

情報はすべて事前にお伝えしますので、安心してご参加いただけます。 

Ｑ. 英会話力はどのくらい必要ですか。 

Ａ. 当プログラムの目的は英語力を強化することにあります。プログラム参加時に英語力に不安を感じる必要

はありませんが、渡英前にホームステイ先で役立ちそうな簡単な日常会話や単語を身に付けておくとよい

でしょう。また、携帯用の英和・和英辞書や電子辞書を持参されると大変便利です。 

Ｑ. バンガーには日本語を話せるスタッフがいますか。 

Ａ. 当バンガー大学日本研究所には日本人スタッフがおり、研修中、常時様々な面でサポートをしております。

研究所は英国時間の午前 9時から午後 5時まで【日本時間午後 5時～午前 1時（サマータイム）】開いて

おります。また、研修開始時に配布する緊急連絡先には、日本人スタッフの電話番号を記載しております。

ご質問やご不明な点などございましたら、お気軽にご相談ください。 

Ｑ. どんな先生がどんな授業をしますか。 

Ａ. 当コースでは、英語教授経験を豊富に積んだ実績のある先生のもとで勉強をします。先生方は日本人の

英語学習における弱点に精通しておりますので、短期間で語学力を向上させることができるでしょう。授業

はアットホームな雰囲気で、先生が常に質問や疑問を投げかけることで、教員と学生が参加しあう相互的

な授業環境が作られています。日本では体験できない、明るく、楽しく、活気ある授業となるでしょう。（別

ページ「Timetable Schedule」より、前年度の授業例を見ることができます。） 

Ｑ. 現地でケガや病気になった場合などの医療体制はどうなっていますか。 

Ａ. 診察が必要な場合、日本人スタッフが同行して現地の病院を受診します。万が一に備え、各自で必ず海

外旅行保険にご加入ください。発生した診察料や薬代が保険補償内ですと、帰国後所定の手続きののち、

保険会社より保険金が支払われます。ただし、適切な保険にご加入されていない場合、参加者の不注意

による保険対象外のケガや病気、事故等で補償がおりない場合などは当方で一切責任を負いかねますこ

とをご了承ください。 

※在籍大学で、皆様同様の海外旅行保険にご加入いただく場合がございますので、学内担当者にご確認くだ

さい。また、当方で紹介することも可能ですのでご相談ください。 



Ｑ. ホームステイ先はどんな家庭ですか。 

Ａ. 滞在先となるホストファミリーは、過去に日本人学生を受け入れた経験のある家庭が多く、日本の文化や

言語に関心をもつ親切で明るい家庭ばかりです。渡英前に記入していただくアンケート用紙をもとにホスト

ファミリーを決定しますが、希望と多少異なる場合がありますことをご了承ください。また、数に限りがありま

すので１家庭につき 2～3名、もしくは大学寮に滞在する場合もあります。 

Ｑ. 研修の修了証などはもらえますか。 

Ａ. 研修中の授業態度と最終テストの成績から、研修を問題なく修了した者には、修了証が授与されます。

2016年、バンガー大学日本研究所の留学プログラムは、バンガー市の文化・学術分野への貢献が認めら

れ、バンガー市認定プログラムに認可されたことから、修了証には当日本研究所が属するバンガー大学

やダブリン大学トリニティカレッジの紋章とともに、バンガー市の紋章が刻印されています。 

 

Ｑ. イギリスポンドはどのように準備したらよいですか。 

Ａ. 安全性と利便性を考慮すると、現金と、VisaやMasterCard等のデビットカード・クレジットカード等（ただし、

JCBカードは使えないところがあります）で用意するとよいでしょう。カードの利用手数料や、海外での利用

やオンライン決済の可否は各自、カード会社にお問い合わせください。また、海外の ATM から現金を引

き出す（＝キャッシング機能を利用する）ことができない設定となっている場合があります。併せてご確認く

ださい。 

ただ、小さな商店やバスでは、カード支払いをする機械がなく使用できない場合があります。現地の銀行

や郵便局で両替可能ですが、待ち時間などあり、時間を要する可能性がありますので、出来るだけ日本

で両替しお持ちいただくようお願いします。現金が必要な場合には、日本人スタッフが両替所まで同行し

ますので、ご安心ください。また、カードの準備について、I.F.Uへご相談いただくことも可能です。 

※カードの利用についての資料は、申込み後に改めてご案内させていただきます。 

Ｑ. 平日のランチ代・バス代と個人のお小遣いとして、どのくらいの金額を準備すると良いですか。 

Ａ. 個人差がございますが、平日のランチ代は 3週間で約 12,000～15,000 円程です。バス代はステイ先によ

り異なりますが、3週間で 45～60ポンド（*日本円で約 7,200～9,600円）程です。また、お小遣いは、平均

で約 50,000円程ですが、休暇を利用して、ロンドンなどへ友達と団体旅行に行く場合には、交通費、宿泊

費用などかかります。（詳しくは、「研修期間中の英国内個人旅行に関する規定」をご覧ください） 

Ｑ. 旅行代金は、どのような方法で支払うのですか。 

Ａ. 研修費用は、一次・二次手続きに分かれています。英国への海外送金になり（2023 年 3 月現在）、ご利用

の銀行や郵便局でお手続きいただきます。詳しい納入方法につきましては、申し込み後にご案内いたし

ます。尚、海外送金に際し、マイナンバーカードもしくは通知カード+顔写真付きの身分証明書の提示が

必要になります。前もって、手続き銀行にお問い合わせいただくことを強くお勧めします。航空券費用等

はご出発の 3 週間前までに旅行会社（日本国内）へお支払いいただきます。詳細は募集要項をご確認く

ださい。 

 



Ｑ. 一旦納入した旅行代金の返済は可能ですか。 

Ａ. 研修費用は、当方にお支払いいただきますが、一次手続金は返金されません。二次手続金に関しては、

キャンセル日に応じて、一部返金しております。旅行会社にお支払いいただく航空券費用等について、ま

た、返金規定詳細は「実施方針、キャンセル規定について」をご確認ください。 

Ｑ. 英国入国の際に注意しなければならないことはありますか。 

Ａ. バンガー大学日本研究所/ダブリン大学トリニティカレッジ教養学部が主催するこのプログラムでは、英国

入国時に必要なプログラム入国レターが大学から発行されますので、問題なく入国していただけます。尚、

日本国籍以外のパスポートをお持ちの方は、ビザ申請が必要な場合がありますので、可能な限り早めに

お申し出ください。 

 
※2023年 3月現在の情報です。最新の情報、そのほかご不明な点等ございましたら、I.F.U までお気軽にご相談ください。 



英国国立バンガー大学日本研究所 / トリニティ・ファウンデーション・プログラム 

兵庫県立大学 2023年度 短期留学プログラム 
 

期間：     2023年 8月 30日（水）～9月 22日（金）  

 

募集締切日： 5月 21日 (日) (学内締切を別日に設けている場合がございます。申込先の担当の方へご確認ください。) 
 

旅行代金：   489,000円 

 

旅行代金内訳：  

 合計 詳細 

研修費用 302,000円 授業料（教材費込）、バンガーでの滞在費、フィールド

トリップ費用など 

航空券費用等 187,000円  伊丹空港～英国空港往復航空券：175,000円 

英国空港からバンガー市往復交通費：12,000円 

●旅行代金に含まれるもの 

授業料（教材費込み）、日本の空港からマンチェスター空港までの往復航空運賃、マンチェスター空港～バンガー間の送迎

運賃、バンガーでの滞在費（平日 2食・週末 3食込）、フィールド・トリップの費用（交通費・入場料等） 

●旅行代金に含まれないもの 

パスポート取得費、平日昼食代、個人のお小遣い、燃油特別付加運賃・国際観光旅客税・空港税・空港施設使用料、飛行

機を除く日本国内での交通費、現地での通学費用、海外旅行保険料、日本帰国前の新型コロナウイルス感染症の検査費

用（2023年 3月時点 7,840円）と交通費（注 1）、個人旅行費、航空手荷物超過料金 

 

＊燃油特別付加運賃・国際観光旅客税・空港税・空港施設使用料は、当時のレートで、航空券費用等お支払いの際に請

求させていただきます。2023年 3月時点では、105,860円です。 

＊国際線の旅程変更等により、日本国内または英国にて、空港付近で前泊または後泊の必要が生じた場合の費用は、研

修費用に含まれておりません 。 

※英国空港付近で前泊または後泊の必要が生じた場合の宿泊先の手配は、当方にて行います。羽田空港付近での宿泊

については、各自で手配いただきますので、ご了承ください。 

＊ （注１）2023年 3月の時点では、新型コロナウィルスワクチン 2回以下接種者が対象となっています。  

 

振込み日程： 

【研修費用】 

6月 2日（金） 第一次手続き（デポジットとして 50％）  6月 16日（金） 第二次手続き（残りの金額） 

＊一旦納入された第一次手続き金については、一切返金いたしかねます。 

＊振り込み締切につきましては、募集状況により変更になる可能性がございます。 

＊研修費用のお支払いは英国への送金、航空券費用等は日本国内の口座です。 

＊第一次手続きの際に全費用を一括納入することも可能です 。 

【航空券費用等 他】 

航空券費用等及び燃油特別付加運賃・国際観光旅客税・空港税・空港施設使用料につきましては、ご出発の約 1 ヶ月前に

IFU から請求書をお送りしますので、ご出発の 3 週間前までに旅行会社（日本国内）へお支払いいただきます。ご出発の約

15日前に発券致します。 

注意事項  

・IFUから請求書を受け取り次第、速やかにご入金ください。 

・ご出発 3週間前の時点で、万が一入金の確認が取れない場合は、航空券の発券が補償できない可能性があります。 



返金規定： 

【研修費用返金規定】 

※6月 29日（木）以前の辞退の場合は、研修費用第二次手続き金の 80％を返金いたします。 

※6月 30日（金）以降の辞退の場合は一切の研修費用を返金致しかねますことをご了承くださいませ。 

【航空券費用等返金規定】 

※ご入金後～航空券発券前までのキャンセルの場合、航空券費用等＋燃油特別付加運賃・国際観光旅客税・空港税・空

港施設使用料の合計金額より 5,000円を差し引いた金額が返金されます。（旅行会社手数料） 

※発券後のキャンセルの場合、航空券費用等＋燃油特別付加運賃・国際観光旅客税・空港税・空港施設使用料の合計金

額より 35,000 円（航空会社払戻手数料 30,000 円 + 旅行会社手数料 5,000 円）を差し引いた金額が旅行会社より返金され

ます。                                      （上記は予定ですので、変更になる場合もございます。） 

 

※戦争・テロ・天災・感染症のパンデミックなどの不可抗力が理由で、やむを得ずフライトスケジュール、研修日程、また航

空会社の変更がある可能性があります。その際は、旅行代金を見直させていただく場合もございます。可能な限り、皆様に

影響が及ばないよう対応致しますので、ご理解いただけますと幸いです。 

※急激なレートの変動により、旅行代金を見直させていただく場合もございます。 

※記載の内容は、2023年 3月 27日時点の情報になります。日本・英国の入国制限および滞在中の制限措置は変更されて

おり、それに伴って英国研修の方針も見直される場合があります。研修実施に関わる政府の方針に変更があった場合は随

時お知らせいたします。 

 

募集人員：    25名 （最少催行人数 15名） 

  ※応募者が募集人員を上回る場合、貴学にて選考をお願いする場合があります。 

 

滞在先：     基本的にホームステイとなりますが、数に限りがある為場合によっては１家庭につき2～3名、も

しくは大学寮にて宿泊をする可能性もあります。ホームステイ先は出発前のアンケートを基に

斡旋されます。 

 

実施内容： 英語力強化と英国文化体験。予定として、週あたり約 15～20時間の授業を実施。フィールド・ト

リップとしてバンガー近郊の都市や観光地を訪れます（7～8 ヵ所予定）。 

※内容が変更になる場合もございます。 

 

スケジュール（予定）：  

 ※現時点では、羽田空港付近のホテルにて後泊が必要です。宿泊先の手配はご自身で行っていただき、また、

宿泊費用は個人負担となりますので、ご了承ください。 

 

8月 30日（水）        伊丹 ― 羽田 NH036便   18：00－19：15 

          羽田 ― イスタンブール          TK199便    21：55－5：15 +1 

  8月 31日（木）      イスタンブール ― マンチェスター    TK1993便   7：40－9：55 

       到着後貸し切りバスにてバンガーへ。ホストファミリーと対面。 

 

  9月 1日（金）        オリエンテーション・ガイダンス 

授業開始 

フィールド・トリップ 

プロジェクト 

9月 19日（火）        クロージング・セレモニー 

 

9月 20日（水）        貸し切りバスにてマンチェスター空港へ。 

         マンチェスター ― イスタンブール   TK1996便    16：55－22：55 

9月 21日（木）       イスタンブール ― 羽田          TK198便     2：20－19：25 

                羽田空港付近にて宿泊 

9月 22日（金）      羽田 ― 伊丹         NH017便     9：00－10：10 



＊フライトスケジュールは、2023年 3月現在の暫定スケジュールとなっており、航空会社の事情により変更の可能性がある

ことをご了承くださいませ。また、航空会社が変更になる可能性もございます。 

 

【お願い：新型コロナウイルス感染症の状況により、プログラムの期間や内容に変更がある可能性があります。その場合、

詳細がわかり次第ご相談させていただきます。】 

※記載の内容は、2023年 3月 27日時点の情報です。 

 

◆ 申込方法・手続き書類 

以下の書類の必要事項に記入し、書類をすべて揃えた上で学内の申込先にご提出ください。 
 

申込に必要な書類 注意事項 

① 参加申込書 －所定様式 大学名・氏名等をご記入いただき、証明写真を貼付の上、ご提出くださ

い。個人情報は、URLまたは QR コードから個人情報入力フォームのサイ

トに行っていただき、5月 21日（日）までにご入力をお願い致します。 

②滞在先アンケート －所定様式 漏れなくご記入ください。 

③証明写真（１枚） 証明写真の裏面に、大学名・氏名をご記入いただき、参加申込書に貼付

の上、提出すること。カラーで撮影されたパスポートサイズのものに限る。 

④パスポートカラーコピー 顔写真が載っている見開きページ。（日本国籍以外の方はビザ取得が必

要な場合があります。可能な限り早めにお申し出ください。） 

 

パスポート写しの提出が間に合わない方 
パスポートが取得出来次第、6 月 23 日（金）までにカラーコピーをご提出ください。ま

た、パスポート通りの氏名のローマ字スペルを参加申込書（Application Form）へご入

力ください。万一、提出した氏名のスペルにミスがあった場合、航空券の変更手数料

を請求する場合があります。 

 

⑤参加申込誓約書 －所定様式 誓約事項を熟読の上、日付・氏名を署名して提出すること。 

保護者の自署・捺印必須。必ず事前に、留学について同意を得ること。 

 

熟読の上、提出または 

保管する書類 

注意事項 

⑥-1 研修期間中の英国内個

人 旅行に関する規定 

 -2 承諾書 －所定様式 

個人旅行に行く可能性のある学生は、内容を熟読の上、保護者の承諾を

得た上で、渡英の 1 か月前（7 月 30 日）までに保護者が承諾書に自署・

捺印し、所定の方法にて、提出すること。 

※⑥－1 は参加者が研修にご持参いただき、⑥－2 は個人旅行を保護者

が承諾する場合、当方にご提出ください。 
 



12:30-14:00
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※2022年度の実施スケジュールをもとにした授業例です。年度により、スケジュールや授業内容に変更があります。
※Specialized Programme・・・学生の研究分野に合わせ、授業や見学トリップを10プログラム前後、実施します。

Study Abroad Programme Timetable

9:15-10:45

Specialized Programme (1)

11:00-12:30

Reading

14:00-16:00

Discussion

10:30-11:00

Official Talk from

Bangor Uni.

Self Studies

9:15-10:45

Sociology

11:00-12:30

Listening and Pronunciation

14:00-17:00

Specialized Programme (2)

10:00-16:00

Field Trip

Caernarfon Castle and Slate Museum

14:00-16:00

9:15-10:45

Life in Britain

11:00-12:30

Caernarfon Castle and Slate

14:00-16:00

Media Studies

9:15-12:30



 

 

 

 

緊張して思わず言いたい事が言えなくなってしまう・・・。 

イザという時に困らないように、こんなフレーズをしっかり覚えておきましょう！ 

Sorry, I don’t understand.   ごめんなさい、わかりません。 

I beg your pardon? / Pardon? / Sorry?         (相手に聞き返す時。) 

Could you speak more slowly please?  もう少しゆっくりと話していただけますか？ 

Where should I put my washing?  洗濯物はどこに置いたらよいでしょうか？ 

I’ve lost my passport.  What should I do? パスポートをなくしました。どうしたらよいですか？ 

I’m sorry, I’m very tired. I’d like to go to bed. すみません、とても疲れているのでもう眠ります。 

Could I have a shower please?   シャワーを浴びてもいいですか？ 

Could you help me (with this) please?  （これをするのを）手伝ってくれませんか？ 

I’m sorry, I don’t like potatoes.   すみません、ポテトは好きではありません。 

Please make a small portion.                   （食事の際、小食の場合） 量を少なめにお願いします。 

 

Could you show me how to use the ① shower ② television ③ cooker ④ kettle please? 

①シャワー ②テレビ ③コンロ ④電気ポット の使い方を教えてくれますか？ 

 

Where can I buy ① shampoo ② toothpaste ③ stamps? 

どこで ①シャンプー ②歯磨き粉 ③切手 を買えますか？ 

 

Could I make myself ① tea  ② Japanese food? 

自分で ①お茶 ②日本食 を作ってもいいですか？ 

 

I’m not feeling well, could you telephone ① the IJS ② the doctor ③ my host family ④ 

my teacher for me please? 

具合が悪いのですが、①日本研究所 ②医者 ③私のホストファミリー ④私の先生 に電話をしてくれま

すか？ 

 使えるフレーズ  

Do you need a hand? /Can I help you with something?     何かお手伝いしましょうか？            

（食事の支度や、洗濯、掃除の手伝いなどをして、ホストファミリーと親しくなりましょう！） 



STUDY ABROAD PROGRAMME　2022 を終えて
-英国短期研修プログラム　参加者の声-

✿沢山のプログラムやフィールドトリップを通じて様々な体験をすることができました。バンガー
の人達はとても優しく、心地のいい街だなと心底思える場所でした。街並みや自然がとても美
しく何度来ても感動するような、そして、大学と地域の方とのコミュニティーがとても強く存在し、
街全体が大学のような、日本にはない環境がとても新鮮でした。ホームステイ先では、国や文
化が異なる夫婦と2人の子供がいる家庭だったので、とても貴重な体験ができました。例えば
食生活だけにおいても、普段食べない国の料理を食べたり、苦手な食べ物も挑戦してみたり、
EnglishTeaの習慣の良さに気づいたりと、新たな発見がたくさんありました。異国の地では、自
分の可能性を自分で塞いでしまわずに、何でもいいのでチャレンジしてみることが大切だと思
います。この研修のおかげで海外に対する意識が変わりました。日々の勉強や英会話の練習
を続けて、次海外に行く機会があれば、もっと成長した姿であるようにがんばりたいです。

✿今回の研修中、日本とは何が違うのか、何が似ているのか、それはどう
してかと、常に考えるように心がけていたので、ウェールズと日本との違い
や、お互いの国の良さを発見することができました。また、現地に実際訪
れ、肌で感じることでしか分からない経験をたくさんすることができました。
自分たちだけで来ていたら、訪れることがないような場所を、事前の授業で
勉強してから行くことができ、面白かったです。参加する前までは、自信が
なく英語もほとんど話せない状態でした。この3週間の中で、積極的にホス
トファミリーと会話をし、自分の中で少しずつだけど挑戦したことで、以前よ
り自信がつき、出来なくてもやってみようとプラスに考えられるようになりま
した。まだまだ勉強する必要はありますが、少しは成長したと思います。

✿今回の研修旅行を通して、現地の人との言語の
違いだけでなく、衣・食・住や価値観、考え方の違い
も身に染みて感じることができました。バンガーは街
並みや、自然、人が本当に素敵な場所で、日々これ
らを感じながらの生活はとても幸せでした。気さくに
写真を撮ってくれたり、道に迷っている私達にとても
丁寧に教えてくれる、バンガーの人達の人柄に感動
しました。初めての海外旅行で正直たくさん不安も
ありましたが、周囲の方々のおかげで一生の思い出
に残る留学になりました。また、1つの大学ではなく、
複数の大学から参加者がいるというのも、私にとっ
ては刺激になりました。日本各地の大学生と日本か
ら離れた場所で、濃い3週間を一緒に過ごすことで、
次の旅行も約束するくらいの友達ができました。

✿今回の研修を通して、英語に対するモチベーションの向上及び、ウェールズの文化について
学ぶことができました。実際にどのくらい英語力が伸びたかは分かりませんが、今後の英語学
習における自分の課題を、具体的に見つけることができました。今回の研修をものにするため
にも、見つけた課題にしっかりと取り組み、英語力の改善につなげていきたいです。事前の準
備、事後の継続学習を経て、初めて英語力は伸びるのではないかと思います。ウェールズに
関しては名前を知っているぐらいで、イギリスがどのような国の成り立ちで、ウェールズがどの
ような歴史を持っているか等、全くの無知でした。ウェールズという国は1つの国として、自分た
ちの言語を誇りを持って守り、とても愛国心の強い国民性であること等、多くのことを学びまし
た。また、英国の王室や政治についても、実際に現地の方々の様々な反応を見ることができ、
とても貴重な経験ができました。今回学んだことを、必ず今後の人生に活かして、グローバル
に 活 躍 で き る 人 材 に な れ る よ う 、 今 後 も 努 力 を 続 け て い き た い と 思 っ て い ま す 。



 STUDY ABROAD PROGRAMMEを終えて
皆さんと過ごした時間　～ホストファミリー達の声～

Roz先生のお嬢さん Micaちゃん
交流会はとても楽しく、特に色とりどりの日本の
お菓子とお習字が楽しかったです。また、浴
衣を着せてもらえたのも良かったです。

Shubaさん
とっても楽しかったわ！いつも私たちを気遣ってくれて、非常
に礼儀正しい生徒たちでした。茶道や書道のデモンストレー
ションも素晴らしい！こちらの気候は日本の夏に比べるとだ
いぶ寒かったみたいで大変だったようですね。これからも英
語の勉強頑張ってね。

Robertsさん夫妻
とても気持ちの良い生徒
さんばかりです。私たちと
コミュニケーションを取ろう
と一生懸命努力してくれま
した。交流会を開いてくれ
てどうもありがとう。
他のホストファミリーに出
会ったり、生徒たちにも出
会えて、貴重な体験となり
ました。

Richard Vernaonさん
修了式、とても楽しかったです。素晴らし
かったです。ありがとう。学生の皆さんの
プレゼンテーションも面白く、日本の文化
を紹介するために頑張ってくれた様子が
よく分かりました。けん玉を担当していた男
の子には本当に驚いたよ！彼は将来け
ん玉芸人としてやっていける！

Michealさん・Hazelさん
皆さんのふるまいは本当に立派です。お家に毎日早く
帰ってきて、暇さえあれば必ず私たちホストと話したりふ
れあう時間をつくっていました。皆さん同士でも英語で
しゃべっていましたね。
ドラマ（劇）の授業は特にお気に入りのようで、授業を
受けることをとても楽しみにしていました。

Penny先生
交流会ではみんな私たちのために、一生懸命努力してく
れたことでしょう。浴衣もとても可愛らしくてエレガントでした
ね。発表は本当に素晴らしかった！

Griffithさん夫妻
どの子もほんとにしっかりしていて礼儀
正しくてすばらしいわ！
キッチンやダイニングでたくさんお話し
たわね。

問い合わせ先
一般社団法人　国際大学連合

〒650-0046 兵庫県神戸市中央区港島中町３丁目１-２

神戸ポートビレッジ４棟２０１
TEL：050-3541-1880　e-mail：info@ifu-japan.net

HP：http://ifu-japan.net

Jeanさん
いつも礼儀正しくマナーもしっかりとし
ていましたね。笑うこともたくさん！
毎日伝えてくれた時間に帰ってきてく
れたので、温かいごはんを準備できて
本当に良かったです。

Roz先生
皆さんを本当に楽しく教えることができました。
これは、主に皆さんの授業での反応のよさ、そ
してさらに重要なことは、皆さんの通常の態度
（研修に取り組む姿勢）が非常に良かったこと
にあると思います。学生がお互いを思いやる
態度は、ご家族、また、日本の諸先生方の
素晴らしいご指導のおかげだということが伺え
ます。

Robertsさん夫妻
みなさんとの時間を非常にエンジョイすることが出来ました。マナーが良く、より多
くのコミュニケーションを取ろうと努力してくれました。このプログラムは生徒たちに
とって素晴らしいものだったと思うわ。これからもホストファミリーを続けていきたいと
思います。

Trinity College 
Dublin



 

 

 

Organised by  

 

The Institute of Japanese Studies, 

Bangor University 

 

Trinity Foundation Programme 

 

Trinity Hall, 51-52 High Street, 

Bangor, Gwynedd, LL57 1NR 

United Kingdom 

Tel: +44 (0)1248 36 26 86 

Email: admin@trinity-foundation.org 

 

＊このプログラムは英国国立バンガー大学日本研究所とトリニティ・ファウンデーショ

ン・プログラム（ダブリン大学トリニティカレッジ教養学部）によって実施されます。 

 

＊国際大学連合は、日本事務局として、申込から参加までのすべてのサポートをおこなって

おります。ご不明な点、ご相談等ございましたら、お気軽にご連絡ください。 

 

＊研修の様子については、日本事務局ホームページ http://ifu-japan.net/short-programme-

univ/でご覧いただけます。 

 

 

【問い合わせ先：日本事務局】 

一般社団法人 国際大学連合 

International Federation of Universities 

 
〒650-0046 兵庫県神戸市中央区港島中町 3-1-2 

神戸ポートビレッジ 4 棟 201 

TEL: 050-3541-1880/078-303-6321 

Email: info@ifu-japan.net 

http://ifu-japan.net/short-programme-univ/
http://ifu-japan.net/short-programme-univ/
mailto:info@ifu-japan.net



