アイルランド・各都市にて英語研修 25 週間＆休暇 10 週間＝約８ヶ月滞在できるプログラム。
時期は限定されますが、休暇中はフルタイムで就労でき就学中は週２０時間までのアルバイ
トが可能です。学生として滞在するため、ワーキングホリデー・ビザが取得できない方でも
長期滞在のチャンス！アイルランドはお隣・イギリスと比べても留学先としてまだなじみが
薄く、そのため日本人割合が低めの学校が多いです。最初の半年でしっかり英語力を伸ばし、
後半は学んだ英語を用いて英語環境での就労体験を！

参加条件

参加都市

プログラム概要
✔オプションで現地サポート（日本
人スタッフ）の追加が可能！

18 歳以上
心身ともに健康な方
英語力は初級程度で参加可能 （但し、アルバイトをする際は要中級レベル以上）
次の都市から選択することができます。
アイルランド共和国の首都。大都市で、年中活気があります。都会でありな
ダブリン
がら郊外に足を伸ばすと大自然を感じることができます。ダブリンから全国
各地へ列車やバスが出ています。アルバイトの求人も小都市よりは多く出
るため、「やっぱりアルバイトはしたい！」という方におすすめです。
【長期コース・アルバイト可コースのあるおすすめ校】
➤ ISI, Ireland ➤ Horner School of English ➤ Alpha College of English
アイルランド第 2 の都市。温暖で住みやすく、程よく都会です。見どころもあ
コーク
り、アルバイト探しもしやすいでしょう。治安の良い落ち着いた都市です。し
っかりと学びたい、あまり騒がしくないところが良いという方におすすめ。
【長期コース・アルバイト可コースのあるおすすめ校】
➤ Coke English College
シャノン川の河口に位置する歴史の古い都市ですが、現在は近代的な産
リムリック
業都市として知られています。コークやゴールウェイに比べて観光で訪れる
人は少ない。その分、本来のアイルランドを垣間見ることができるでしょう。
ダブリンの次の交通の拠点となっている都市で、国内外への旅行がしやす
いと言えます。
【長期コース・アルバイト可コースのあるおすすめ校】
➤ Limerick Language Centre
リムリックと同規模の都市です。アイルランドの伝統、文化が今も色濃く残さ
ゴールウェイ
れています。周辺地域を含めて見どころが多く、特に夏は観光客が大勢訪
れますが、数多いフェスティバル目当ての観光客も多くその期間は人で溢
れかえり大変活気があります。ダブリンの次に留学生が多い都市です。
【長期コース・アルバイト可コースのあるおすすめ校】
➤ Galway Cultural Institute ➤ Atlantic Language Galway
英語研修 25 週間＋休暇 10 週間で約８ヶ月間アイルランドに滞在できるアカデミックイヤーコース
です。しっかり英語を学びながら、アルバイト先で習った英語を実際に使ってみることで更なる向
上が期待できます。休暇中はアルバイト以外に国内観光をするなど、自由に過ごすことができま
す。 ※休暇を取らずに受講できる期間も初回は 35 週間迄、以降は現地で延長手続きが必要。
＜コース規定＞ ※学校により多少異なります。以下は ISI, Ireland の例です。
コース期間
： 約８ヶ月（英語研修 25 週間＋休暇 10 週間＝実質 35 週間）
英語研修
： 週１５時間／月―金・午前クラス（午後または夜間クラスから選択）
※研修時間は上記以外に週２０時間に設定することも可能
アルバイト
： 就学中はパートタイム（週２０時間まで）、休暇中はフルタイム（週４０時間まで）で働
けますが 5 月～8 月・12 月～1 月と時期が限定されています。フルタイム就労
を希望する方は、10 月～11 月出発・英語研修開始というスケジュールをおす
すめします。
※アルバイトは斡旋ではありませんが、情報提供・アドバイス等が受けられます。

英語力判定試験： コース修了時に必ず IELTS、TIE（ACELS／アイルランド政府教育科学省の
諮問機関が実施しているテスト）などの公式試験を受けます
出席について ： 就学期間は必ず ISI にてクラスを受講すること。

アルバイト探し

学校案内
このほかにも多数の提携校あ
り！詳細はお問合せください。

学校が情報提供等サポートしたり、学校により有料で仕事紹介するケースがあります。また、現
地の求人サイトを利用する、小まめに掲示板をチェックすることで見つかる確率が高くなります。
アルバイトと言えども、面接時はきちんとした服装を心がけることも大切です。世界的な不況を受
けて以前よりも見つけにくい傾向にありますが、小売、接客業では頻繁に求人が出ています。自
ら行動することが大きなカギになるでしょう。アルバイト開始前には PPS（社会保障番号）を取得
する必要があります。
ISI （ダブリン）
ダブリン中心部のオコンネル・ストリートから徒歩圏に位置する英語学校です。一般英語やビジ
ネス英語、ケンブリッジ受験準備コース、高校留学準備コースなど、大人から高校生まで多彩な
コースを提供しています。アイルランド教育省から正式認可を受けた学校で、担当教師陣はいず
れも高い資格を持ち指導に関して大変熱心です。日本人割合は低く平均２～５％、ブラジル、韓
国、スペインなど各国からの留学生が学んでいます。
インターネット利用：可（無料）／生徒ラウンジ：あり（コーヒー等無料）／携帯電話の無料貸出あり

Horner School of English （ダブリン）
ダブリン中心部にキャンパス持つ家族経営の学校です。アイルランド教育省に認可されている
大規模校で 1 年中活気があります。一定期間同じ先生がクラスを担任するのが特徴で、授業の
質には定評があります。整った環境で学ぶことができるでしょう。家族経営ならではの暖かなサ
ポートが魅力です。日本人割合は平均 10－15％。
インターネット利用：可（無料）／生徒ラウンジ：あり（コーヒー等無料。ガーデンもあり）
Alpha College of English （ダブリン）
ダブリン中心部にある比較的規模の大きな学校。総合的に英語力を向上させたいという方に向
いており、カリキュラム等もしっかりしている学校として定評があります。文法・語彙に力を入れて
いるため、会話力を強化したい場合は時間数の長い午後クラスもあるコースをおすすめします。
学校設備も整っており、ISO9001-2000 の認定を受けています。日本人割合は平均０～3％。
インターネット利用：可（無料）／生徒ラウンジ：あり／自習室：あり
Coke English College （コーク）
コーク中心部にある家族経営の中規模校です。とてもアットホームでスタッフも親身になって対
応してくれます。学校全体が明るい雰囲気で、楽しく学ぶことができるでしょう。設備も整ってお
り、ISO9001-2000 の認定を受けています。TOEIC 試験会場でもあります。日本人割合は低く、ス
ペイン・イタリア・ドイツの生徒が多い特徴があります。
インターネット利用：可（無料・時間制限あり）／自習室：あり／図書室：あり
Limerick Language Centre （リムリック）
アイルランドの中でもリーズナブルな学校のひとつです。中規模校。中心部から徒歩 3 分ほどで
ジョージア調の小規模な建物がキャンパスです。生徒一人一人に対応する、きめ細やかな体制
が魅力の学校です。36 カ国からの留学生が在籍し、国際色豊かな環境で落ち着いて学ぶことが
できるでしょう。ヨーロッパからの生徒が多く、日本人は少なめです。
インターネット利用：可（無料）／自習室：あり／図書室：あり
Galway Cultural Institute
町の中心部から少し離れたところにあり、海の見えるキャンパスで学ぶことができます。周辺は
リゾート地なので、市中心部とは異なるのんびりした環境です。ビジネスカレッジが併設されてお
り、地元の生徒も在席しています。ISO9001-2000 の認定校。日本人割合は 5－8％前後。
インターネット利用：可（無料・時間制限あり）／自習室・図書室：あり／カフェテリア：あり
Atlantic Language Galway
ゴールウェイ中心部のモダンなビルの中にある大規模校。大規模校でありながらフレンドリーで
なじみやすい雰囲気です。授業の質にも定評があります。アクティビティも豊富に用意されてお
り、勉強だけでなくアイルランド生活も満喫できるでしょう。ヨーロッパからの留学生が多く、日本
人割合は 4％～7％です。
インターネット利用：可（無料・時間制限あり）／自習室・図書室あり

◆プログラム費用 申込金（授業料からの内金）￥３０，０００ 授業は週 15～20 レッスンです。時間数の追加は可能。料金は要問合せ。
レジデンス／アパート
空港送迎（片道）
滞在手配費用
入学金
授業料（25 週）
ホームステイ費
€
２７５０／15L
€ ５０
―
€ １７５／週～
€ ２００／週～
€ ８０
€ ３９５１／20L
Horner SE
€ ７５
€ ５５（HS 以外） € １７７／週～
€ ２３５／週～
€ ７５
€ ４０８０／20L
Alpha CE
€ ６５
―
€ １７５／週～
―
€ ７０
€
４０００／20L
HS
の場合無料
Coke EC
€ ６５
―
€ １８０／週～
€ １４０／週～
€ ３０３５／25L
Limerick LC
―
―
€ １９０／週～
€ １２５／週～
€ ２０
€ ４１２５／20L
GCI
€ ５５
€ ５５
€ １９５／週～
€ １７５／週～
€ １５０
€ ４１２５／20L
ALG
€ ５０
€ ５０
€ １９０／週～
€ １８０／週～
€ １５０
*空港送迎は最寄り空港からの金額です。 ※滞在費のみの料金設定なし。授業料と合わせたプランでご案内いたします。

学校名

ISI Dublin

見積り一例：
iStudy International のケース

ビザについて

申込方法

注意事項

キャンセル規定

入学金・授業料 25 週間 ： € ２７５０ （約￥392,000）
ホームステイ（個室・1 日 2 食）25 週間 ： € ４３７５ （約￥612,000）
現地生活費（26 週目以降・フラットシェアの場合） ： € ６５０～€ ９００／月（約 9 万～）
飛行機代・往復の目安 ： ￥１６０，０００ （出発時期や利用航空会社により異なる）
海外旅行傷害保険・1 年間の目安 ： ￥１７０，０００ （各プラン、タイプあり）
※現地での生活費は個人差があります。
アイルランドは出発前にビザを取得する必要はありません。入国時に就学校からの入学許可書
や残高証明書などの必要書類を提示しビザを発給してもらいます。長期留学生は入国後、ダブ
リンは入国管理局で、他都市は最寄りの警察署内にあるイミグレーションオフィスで外国人登
録、滞在許可の手続きを行います。実費手数料が必要です。
注）日本からの直行便がありませんので、イギリス経由で入国する際はイギリスおよびアイルラ
ンド両方で入国審査を受けます。必要書類の準備や審査の流れについては出発前オリエ
ンテーションで詳しくご説明しています。
まずは、お見積り作成をご依頼ください。就学校、出発時期などを絞り込み、その後プログラム
申込書、パスポート情報を提出していただきます。
①学費等は 2015 年 1 月現在の料金です。夏期間に追加料金が発生するケースもございますの
で、まずは見積り作成をご依頼ください。
②アルバイト先の確保を保証するものではありませんので、現地収入で生活できるかどうかは
状況により左右されます。その為、生活費分の資金をお持ちいただくことを、おすすめします。
③現在のアイルランド・学生ビザ規定により、週 15 時間以上の受講で且つ 25 週間以上のコース
（アカデミックイヤー）を取る場合に就労許可付きの学生ビザ申請が可能です。ルール等は変
更される場合がございますので、事前に最新情報をご確認ください。ビザ発給は担当官の判
断によりますので、予めご理解、ご了承ください。
⑤英語研修の時間帯は学校によって変わります。午前クラスを保証するものではありませんの
で、お申込前に詳細をご確認ください。
申込金（コース費用からの内金：￥３０，０００）はいかなる場合も返金できません。
その後の返金規定は各学校のポリシーに従います。詳細はお問い合わせください。

現地生活サポート！！（ダブリンのみ）
日本人スタッフによる生活サポートを追加することができます。オリエンテーション実施、外国人登録や銀行口座開設の際の同行
（オプション）も追加可能。日本人スタッフのいない学校へ行かれる方で「ちょっと不安」という場合におすすめです。
サポート費用： ￥５０，０００ （滞在期間中）
オプション： 空港送迎（日本人スタッフのアテンド付き） 送り先により料金が異なります。お問合せください。
同行の際のアテンド、サポート費 1 件につき５０ユーロを現地にてお支払い

【アイルランド留学・感想】 H・K さん／28 歳女性／ISI, Ireland で就学
日本人の少ないところで英語を学びたいと思い最初はイギリス・ロンドンを検討していましたが、もともと音楽が好きでアイルランド
音楽にも興味があったので最終的にダブリンに留学することを決めました。学校のクラスはイタリア、フランス、中国などからの留
学生と一緒になり、とても国際色豊かでした。学校主催のアクティビティに一緒に参加することでより親しくなり、時々パブに行くこ
ともありました。知り合った人達とは今でもメールでのやりとりが続いています。滞在はまずホームステイをし、その後良い物件が
あったのでフラットシェアに移り、日本人・イタリア人のフラットメイトと過ごしました。出発前の英語力は「会話はさっぱり！」の状態
で、正直不安もありましたが「留学したい。英語をマスターしたい。」という夢を実現させたい気持ち方が強く、今はあの時決断して
本当に良かったと思っています。短期間でしたがアルバイトはレストランの雑用を経験し、ここでのコミュニケーションも英語力アッ
プにつながったと思います。また、ダブリン郊外をはじめコークやゴールウェイにも旅行し、アイルランドを堪能しました。この留学
経験は一生の財産です。今は学んだ英語力を活かしてもっと幅広い仕事を経験しようとオーストラリアでのワーキングホリデーへ
参加する予定で準備しています。
■お問い合わせ・お申し込み
〶060-0042 札幌市中央区大通西 5 丁目大五ビル２F
Tel：011-232-0292 Fax：011-232-0291
Email： info@ibunka-koryu.net

http://www.ibunka-koryu.net

