
      アイルランド３ヵ月研修
      3-month Study Program in Ireland

ご 挨 拶
　益々多様化する国際社会において、 真の国際人ならびに国際視野を持った人間育成が望まれている昨今、

私ども ISES JAPAN 国際留学生センターでは 1968 年の創立以来、 個人の正規留学はもとより、 学校

単位におきまして数々の国際交流を推進して参りました。 最近では、 大学 ・ 短大のみならず、 中学 ・

高校レベルにおいても、 国際交流の一環として交換留学ならびに姉妹校提携などの国際化プロジェクト

を展開しております。 具体的には、 各校の長期休暇 （春 ・ 夏 ・ 冬休み） を利用して英語研修、 海外

校との文化交流、 または、 ホームステイを通じ、 実際に海外生活を体感して頂くなど多種多様な教育

計画を実施して参りました。

　この度、 長年の経験をもとに上記の英語教育を盛り込んだ研修として新たに 「アイルランド３ヵ月研修」

を企画致しました。

　実践的な英語教育を目指されている皆様にご提案申し上げたいと存じます。
         　 
　　　            
         　　　 　ISES JAPAN
                       　国際留学生センター

　　　　          　 　　所長　櫻谷 廣志　

      - アイルランド３ヵ月研修の特色 -
①　アイルランドはヨーロッパで最も大学卒業率の高い国
②　公立校に対する政府からの強力なサポート
③　研修地は都市部郊外で、学習するには最適な環境
④　留学生向け授業ではなく、現地高校の授業に参加
⑤　ほとんどの高校は 90％以上がアイルランド人生徒
　　（留学生はヨーロッパ出身者が多数）
⑥　約１週間の研修前オリエンテーション
⑦　出発前の充実した英語研修（オプション）
⑧　フレンドリーで高いホスピタリティを持つ
　　アイルランド人ホストファミリーによる受け入れ
⑨　ガーディアンが 24 時間緊急対応
⑩　日本人スタッフによる緊急電話サポート
　
　



      アイルランド３ヵ月研修
      3-month Study Program in Irelandアン　バリントン駐日アイルランド大使より

皆様へ応援メッセージ

要旨
日本のアイルランド大使館を代表して、 まずはアイルランドを留学先として検討いただ
いたことを光栄に思います。 アイルランドの長い歴史の中で教育は変化を遂げ、 現
在ではヨーロッパのみならず世界中においても最高の教育制度を誇っています。
アイルランドは自然が豊かで、 人々はあたたかく思いやりに溢れた国民です。
必ずやアイルランドでの留学生活がみなさまにとってすばらしい経験となることでしょう。
アイルランド留学の先駆者である ISES JAPAN 国際留学生センターは、 長年教育
を通してアイルランドと日本の架け橋となっており、その ISES JAPAN との協力のもと、
皆様のアイルランド留学生活が有意義なものとなるよう応援致します。
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   キャッスルカマー　コミュニティ　カレッジ

キルケニー市から 18km 離れたキャッスルカマーに位置

しています。 キャッスルカマー ・ カレッジは敬意と献身を

持って地域の子供たち全員に教育の場を提供しています。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

　　　　　　　　公立セカンダリースクール 　　     　　　 概 要

所在地 : キルケニー 

創　立 ： 1987 年

生徒数 : 610 

タイプ : 共学 

所在地 : キルケニー

創　立 ： 1538 年

生徒数 : 850 

タイプ  : 共学

所在地 : キルケニー 

創　立 ： 1782 年

生徒数 : 600 

タイプ : 男子校 

所在地 : キルケニー 

創　立 ： 1800 年

生徒数 : 560

タイプ : 女子校

 

所在地 : カーロー

創　立 ： 1793 年

生徒数 : 480  

タイプ : 男子校 

所在地 : カーロー

創　立 ： 1839 年

生徒数 : 980  

タイプ : 女子校 

所在地 : アタイ

創　立 ： 1956 年

生徒数 : 450

タイプ : 共学 

所在地 : カラン

創　立 ： 1831 年

生徒数 : 269 

タイプ : 女子校

所在地 : ウォーターフォード

創　立 ： 1798 年

生徒数 : 300

タイプ : 共学

　　キルケニー　カレッジ

学業だけでなく、 文化 ・ スポーツにおいてもハイレベル

で幅広い教育を生徒に提供しています。 カレッジに所属

する生徒や教師は、 お互いを思いやり、 他の人々のため

に積極的に貢献するよう奨励されています。

　セント　キーラン　カレッジ

アイルランドで最も古いカトリック系セカンダリー ・ スクー

ルです。 200 年以上に渡り、 地域の教育の中心を担っ

ています。 キルケニー市内に広大なキャンパスを構え、

600 名以上の生徒が学んでいます。

　プレゼンテーション　カレッジ – キルケニー 

学力 ・ 人間力を教育の柱とし、 学校生活全般で 「目

標 ・ 挑戦 ・ 達成」 に取り組んでいます。 特に、 音楽

に力を入れており、 コーラス部は全国大会で優勝経験

があります。 進学率も非常に高いことで有名です。

　ノックベグ　カレッジ

ノックベグ ・ カレッジはアイルランド教育科学省に認可

されたキルディア ・ レイリン教区によって運営されている

カトリック系男子校です。 開放的で緑の多い地域に

位置し、 非常に教育熱心な学校です。 

　セント　レオス　カレッジ
セント ・ レオスはカーロー市の中心に位置するカトリック
系女子校です。 留学生を積極的に受け入れており、
学業だけでなく、 アート、 音楽、 スポーツにおいても
評価の高い学校です。 1839 年設立以来、 カーローの
教育を担っています。

　アタイ　カレッジ
アタイ ・ カレッジはダブリンから車で約 1 時間の田園
風景が広がる静かで緑豊かなキルデア郡に位置して
います。 2009 年に建て替えられた校舎には最新の
学習設備が整い、 非常に近代的なキャンパスです。

　セント　ブリジット　スクール　カラン 

セント ・ ブリジット ・ スクールはキルケニー市から

15km 離れたカラン市に位置しています。 以前は全寮制

でしたが、 現在は通学制の女子校です。 2016 年に

新しい校舎が建てられました。

他、 多数公立校あります。 お問い合わせください。

- 研修校 -

ニュータウン ・ スクールは 200 年以上の歴史を誇る共学
校です。 ダブリン市内から約 2 時間離れた緑豊かな街
ウォーターフォード市に位置しています。 試験の成績だけ
ではなく、 数字では測ることのできないさまざまな経験を
尊重する教育方針の学校です。 

　　ニュータウン　スクール



必修科目：英語、数学、体育
選択科目：歴史、地理、アイリッシュ、応用数学、物理、化学、生物、家庭科、経済、
　　　　　ビジネス、第二外国語（フランス語／ドイツ語／スペイン語）、簿記、宗教、
　　　　　音楽、美術、工学、デザイン、科学技術など

      アイルランド３ヵ月研修
      3-month Study Program in Ireland

Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 

9:00-9:10 REGISTRATION REGISTRATION REGISTRATION REGISTRATION REGISTRATION 

9:10-9:45 History Business Science I.T. Religion 

9:45-10:25 Science German Science C.S.P.E Irish 

10:25-11:00 S.P.H.E Maths English Geography History 

11:00-11:15 BREAK BREAK BREAK BREAK BREAK 

11:15-11:50 Maths Art R.E.S P.E. Maths 

11:50-12:30 English Art Geography P.E. Business 

12:30-13:05 Irish Religion Maths Irish Business 

13:05-13:45 LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH 

13:45-14:20 German Irish Art History English 

14:20-15:00 German Science Business English German 

15:00-15:35 Geography English Irish Maths Art 

時間割サンプル

時間割

* オプション
** オプション（最少催行人数２名以上）

 月 火 水 木 金 

9：00～9：10 ＨＲ 

9：10～11：00 授業（1 クラス３５分×３クラス） 

11：00～11：15 休憩時間 

11：15～13：05 授業（1 クラス３５分×３クラス） 

13：05～13：45 ランチ 

13：45～15：35 
授業（1 クラス３５分×３クラス） 

※金曜日は 14：00 まで（学校によって異なります） 

15：35～ クラブ（週１～２回）／ 家庭教師 ESL（*） 

土 
補講 ESL クラス（*＊） 

ホストファミリーと過ごす 

日 ホストファミリーと過ごす 
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日本国内のお問い合わせ

現地研修前オリエンテーション
- 現地スタッフが学校の授業に入る前に行う１週間のオリエンテーション -

アイルランドへ到着してから研修校で授業が始まるまでの５日間、安心して３ヵ月間の

学校生活を送れるように、アイルランドでの生活・習慣や、買い物の仕方、バスの乗り方、

ホストファミリーとの過ごし方、困ったときの緊急連絡方法など、現地スタッフが出来る

限り質問に答え、不安を解消します。

授業初日は、ホストファミリーまたは学校関係者が一緒に登下校します。基本的に小さい

町ですので１日で覚えられますが、不安な方は２日目も一緒に登下校してもらえるよう

手配することもできますのでご安心ください。

      アイルランド３ヵ月研修
      3-month Study Program in Ireland

  内　容 

9：00～12：00 English 

・現地高校のカリキュラムに沿って 

各科目の英語強化 

・Useful Expression 

12：00～13：00 ランチ 

13：00～17：00 
アイルランドでの生活 

オリエンテーション 

・学校生活（授業の進み方、教室の移動、

お昼休みの過ごし方など） 

・町案内（買物の仕方、交通機関の利用 

方法など） 

・ホームステイ（ホストファミリーと問題

がないか、不安がないかなど） 

・その他、困ったときの対応の仕方、 

緊急連絡の仕方など 
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      アイルランド３ヵ月研修
      3-month Study Program in Ireland
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アイルランドへ出発する前に、現地の授業を想定し、英語力の強化を図ります。

最初の３日間は、アイルランドで実際受講する授業科目の英単語や、教科書を読んだり、

各科目の問題を英語で解いたりできるように、日本人の先生がきっちりと英語を教えます。

残り２日間は、あまり間違いを気にすることなく、学校の先生やホストファミリーと

スムーズに会話ができるようにネイティブの先生がコミュニケーションの取り方を指導し、

英語を聞いて話すことに対しての抵抗を取り除きます。

出発前１週間英語研修の内容
- 日本人の先生とネイティブの先生による英語インテンシブクラス -

オプション

◇日本人の先生（３日間）

　「書く」「読む」を中心に科目語彙、教科書を読むための文法の強化。

◆ネイティブの先生（２日間）

　「聞く」「話す」を中心とした授業。

　間違いを恐れず、積極的にコミュニケーションがとれるようになる。

 教 科 内 容 

9：00～12：00 科目語彙 数学、理科、歴史など各科目の語彙の強化 

12：00～13：00 ランチ 

13：00～16：00 文法 数学、理科、歴史など各科目の問題を英語で解く 

 

 教 科 内 容 

9：00～12：00 リスニング 
学校の授業、日常生活の英語（買い物・テレビ・ 

教会など）が聞き取れるようになる 

12：00～13：00 ランチ 

13：00～16：00 スピーキング 
先生やホストファミリーとの会話、困ったときに

どう伝えるかなどすぐに使える会話の練習 

 



      アイルランド３ヵ月研修
      3-month Study Program in Ireland

ガーディアンシップとは
アイルランドでは、18 歳未満が留学生として
滞在する場合、ガーディアンシップを必ずつけ
なければいけません。
ガーディアンシップは現地の保護者として
24 時間留学生をサポート・ケアします。
・学校に関する手続き（制服、教科書の購入など）
・保護者面談、三者面談、緊急呼び出しなど学校訪問
・旅行の際のサポート
・病院へ行く必要がある場合のサポート
・ホストファミリーとのトラブル対応
・２週間に１回のアカデミックプログラム・レポート
　レポート内容は学校生活、ホームステイ先での様子など
　（最初の１週間目、以降２週間に１回）
・24 時間緊急対応
    ※アイルランド国内に限ります。
　 ※緊急対応に要する費用は別途必要となる場合があります。　　　　

・空港送迎　など

ガーディアンからのメッセージ
Dear Student

How are you ? I would like to take this opportunity to thank you 
for considering Ireland as your study abroad destination. 
I have been involved in international education for over 20 years 
and I can promise you that Ireland is one of the top study abroad 
destinations in the world.

With warm and welcoming host families I know you will enjoy 
your 3 month program with us. 

Our schools have nearly 90% local students with our international 
students coming mostly from Europe. We have very few Asian 
students and we are very excited to welcome you to Ireland. 
As such when you come to Ireland you will have a very Irish 
experience. 

I have had the pleasure over the last 10 years of looking after 
Japanese students coming to Ireland and I am really looking 
forward to welcoming you to my country.  I will do my best to 
make sure your experience in Ireland will give you wonderful 
memories that will last forever.

I am always available to answer questions and give assistance.

Yours in education
Noel Doyle
Guardian 

生徒のみなさん

留学先としてアイルランドを選んでいただきありが
とうございます。私は、20 年以上国際教育業務に
携わってきましたが、アイルランドは世界でも特に
素晴らしい留学先のひとつです。

ホストファミリーは温かくあなたたちを迎え入れて
くれるので、きっと素晴らしい３ヵ月を過ごすこと
ができるでしょう。

アイルランドの学校は生徒の 90％がその土地の子供
たちです。留学生はほとんどがヨーロッパから来て
おり、アジアからの生徒が少ないため、非常にアイル
ランドらしい生活を送ることができます。

10 年以上日本から生徒を受け入れており、今回みな
さんをアイルランドへ迎え入れることをすごく楽しみ
にしています。アイルランドでの経験が人生の貴重な
素晴らしい思い出となるよう、全力でサポートします。

質問があればいつでもご連絡ください。

ノエル ドイル
ガーディアン

Noel Doyle
　国立コーク大学（アイルランド）
　　ビジネス・マーケティング修士
　国立エセックス大学（イギリス）
　　物理学・数学・光電子工学修士

  20 年以上国際教育関連業務に携わる

日本の中学・高等学校で英語教師の経験があり、
日本人生徒や日本の文化を心得ています。
回転ずしが大好きな親日家アイルランド人です。
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      3-month Study Program in Ireland

アカデミックプログラム ・ レポート　見本
6

　　アカデミックプログラム・レポート
　 (Student Report of Academic Program)
　　　　　　　　　　　　　
                                                         日付 (Date)：

レポート番号 
(Report Number) 

１ 
レポート期間 

(Report Coverage) 

最初の２週間 

(First 2 weeks of stay) 

生徒名前 
(Student Name) 

 

学校名 
(School) 

セント・ブリジット カラン・キルケニー校 

(St. Bridget’s School in Callan Co. Kilkenny) 

プログラム名 
(Program Type) 

一般課程（３年生） 

Academic Term (3rd Year ) 

学校生活について (School)： 
 
英語 (English) 
 □とてもよくわかる (Excellent) □わかる (Good) □ふつう (Fair) □わからない (Poor) 
 
友達/先生 (Friend/Teacher) 
 □とても良好 (Excellent) □良好 (Good) □ふつう (Fair) □うまくいかない (Poor) 

 
宿題 (Assignment) 
 □とてもよくわかる (Excellent) □わかる (Good) □わからない (Fair) □やっていない (Poor) 
 
クラブ/アクティビティ (Club/Activity) 
 □非常に楽しい (Excellent) □楽しい (Good) □ふつう (Fair) □全然楽しくない (Poor) 
 
ホストファミリーからの報告 (Report from Host Family)： 
 
家族に馴染めている (Is a pleasure to host) 
 □非常によい (Excellent) □よい (Good) □ふつう (Fair) □悪い (Poor) 

 

家での英語理解力 (Understanding and using English at home) 
 □非常によい (Excellent) □よい (Good) □ふつう (Fair) □悪い (Poor) 

 

家族と積極的に交流している (Interacting with family and participating in activities) 
 □非常によい (Excellent) □よい (Good) □ふつう (Fair) □悪い (Poor) 

 

家のお手伝いをしている (Assisting family in daily routine) 
 □非常によい (Excellent) □よい (Good) □ふつう (Fair) □悪い (Poor) 

 

自分の部屋、バスルームの掃除 (Cleanliness of own bedroom and bathroom) 
 □非常によい (Excellent) □よい (Good) □ふつう (Fair) □悪い (Poor) 

 

食事について (Diet/Appropriate eating habits) 
 □非常によい (Excellent) □よい (Good) □ふつう (Fair) □悪い (Poor) 

 

留学　花子

まとめ (Note)： 
 
留学花子はアイルランドの生活にうまく溶け込み、学校もホストファミリーもブランカの成長と生活

に対する態度に大変満足しています。留学花子は仲の良い友達もでき、積極的にクラスに参加してい

ます。家は学校から歩いて10分ほどで、地域にも慣れてきたようです。  

(Hanako has settled into life in Ireland very well and both her school and host family are very 

happy with her progress and attitude. She has made good friends at school and takes part 

in class fully. The school is less than 10 mins walk and she has settled into the area.) 
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出発から帰国まで ※１月入学の場合

　　　 2016 年９月末   お申込み締切 （申込書提出／参加費用お振込）  　

　　　           　↓　

                　  １０月末   パスポートコピー提出

　　　　　　    ↓

　　　      １２月最終週   出発前１週間英語研修（＊オプション）

　　　　　    　↓

    　　     2017 年１月第１週  日本出発（ISES スタッフ同行）　　　      

    ↓    アイルランド到着　　　　　　　　　

　　    通常授業までの５日間  現地研修前オリエンテーション

　　　    　　　↓

     １月第２週目月曜日～３月末　　 現地高校授業参加
　    　　　　　↓

　　    　　  ３月末    アイルランド出発（現地スタッフが関空まで同行）

      　　 日本帰国
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