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１） クイーンズイングリッシュ

/ブリティッシュイングリッシュを学べる
由緒正しい正統英語。

一般的に、ブリティッシュイングリッシュは『読む』、『聞く』、『話す』、『書く』

言葉が同じだと言われています。

ブリティッシュイングリッシュは世界的に認められていて、世界的な国際会

議やヨーロッパの各会社では基本的にイギリス英語が使われています。

２） 深い歴史や貴族文化に触れられる
イギリス文化は古いものを大切にすることで知られています。町のあらゆ

る所で古く美しい建物やアンティークショップを目にすることができます。

又、本場のアフタヌーンティーや、イギリス発祥のスポーツであるテニス、

フットボール（サッカー）を身近に感じられます。

３） 日本人留学生が少ない
他国に比べて日本人留学生が少ないので、留学環境としては理想的。

ヨーロッパ、中東、アフリカ、南米、世界中から留学生が来ているため、

充実した留学生活を送ることができます。

４） ヨーロッパ各国に旅行がしやすい
日本からヨーロッパ旅行、というとなかなか遠くて実現させるのに金銭的にも時間的にも大変ですが、イギリスからだとアクセスが

しやすく、列車、バス、フェリー、飛行機などで簡単に各国を回ることが可能です。

又、ヨーロッパ諸国の異なる文化、価値観に触れ、学ぶ機会が多い。

イギリス留学のメリット
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留学の町 ボーンマス
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ボーンマス： 安全、アカデミック、人気リゾート地、ロンドンから南へ電車で1.5-2時間

• ロンドンに次いで2番目に人気の留学の町
ボーンマスは、実はイギリスではロンドンに次いで2番目に人気のある留学の町です。（English UK調査より）

• アカデミック
ボーンマスは大変安全な場所です。大学も複数あり、又カレッジや数多くの語学学校がありますことからアカデミックな雰囲気も堪能して頂ける場所

です。

• 聞き取りやすいアクセント
アクセントにくせがなく、イギリスの標準英語にかなり近い発音ですので、勉強するにはぴったりです。

• 交通の便が良い
普段の生活は徒歩、もしくはバスで充分です。バスがかなり広い地域で頻繁にある為、大変便利であると同時

にかなりお得なバスパスもあります。（学校の受付でバスパスを購入できます。）

• 生活費が他の地域に比べて低い
生活費、特にホームステイ滞在費が他の地域に比べて格安であるため、学生には朗報です。

• 日本人が少ない
日本ではあまり知られていない場所ですので、日本人が少ないという利点もございます。

• 自然に恵まれ、人に優しい町

自然に恵まれていて、緑が多く、海沿いの町ボーンマスは人を穏やかな気持ちにさせてくれます。

ヨーロッパでは大変人気のあるリゾート地でもあることから、国内外からの観光客、学生が多いため、人を迎え

入れる体制が整っており大変過ごしやすい町です。

• 便利なロケーション
大変便利なロケーションで、イギリス国内-ロンドン、オックスフォード、ケンブリッジなど日本で人気のある場所を含め、ヨーロッパ諸国など、色々な

場所へ気軽に行くことが可能です。ボーンマスを拠点にイギリス国内外沢山の場所を訪れてることができます。

• 気候
南海岸に位置するボーンマスは年間を通して比較的温暖な気候に恵まれており、夏の平均気温は12〜22℃、冬の平均気温は1〜8℃です。暑い時

には30℃近くになることもあります。年間降水量は約800mmで、イギリスの国内平均である1126mmより少ないです。

留学に最適な都市 -ボーンマスの魅力ｰ

5



• セント・ピーター教会（St Peter's Church）

ボーンマスで最初に建てられた教会で、第一級指定建築物（Grade 1 listed building)

に認定されています。

『フランケンシュタイン』の作者として知られるメアリーシェリーの一族の墓地があり、

教会のすぐ近くにはその名にちなんで『メアリーシェリー』（The Mary Shelley) という

パブがあります。

• フィッシュ＆チップス

『イギリスの代表的な食べ物』というとやはりフィッシュ＆チップス。

パブと同じくらい町のあちらこちらにショップがありますが、ボーンマスビーチ沿いに

あるHarry Ramsden’sにはいつも行列が。。 是非一度試してはいかがですか？

• AFCボーンマス

2015年にプレミアリーグに昇格！選手たちがボーンマスをパレードした時は町全体で

大変盛り上がりました。

スタジアムはバスを使うと学校からたった約３０分で到着！ピッチと観客席がかなり

近いので是非一度は観戦を！

• 蒸気機関車 スウォニッジ鉄道

イギリスの鉄道は世界で最も古い鉄道として知られていますが、ボーンマスの近くに

あるスウォニッジでは、なんと蒸気機関車に乗ることができます！

ボーンマスのユニークな見どころ

St. Peter's Church 
© Bournemouth Tourism Media
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リゾート地ボーンマス
：ボーンマスはイギリス南部ドーセットの南海岸に位置する都市です。ドーセットの最大都市で、人口は約16.8万人。イギリス有数のリゾート地としても
知られています。毎月のように色々なイベントがボーンマスタウンセンターやビーチで開催され、居住者をはじめ観光客や学生で賑わいます。
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ボーンマス ギャラリー①



© Bournemouth Tourism
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ボーンマス ギャラリー②
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ボーンマス ギャラリー③

© Bournemouth Tourism



ボーンマススクエア（タウンセンターの中心）
：学校から徒歩１０-１５分。
待合わせ場所としてよく利用されます。

Anglo-Continental campus

Lecture Room

教会
：町のあちこちに歴史を思
わせる教会の建物が。

スーパー

：イギリスでは建物を壊さず大切にします。こちらはスーパー
ですが、タウンにはもともと教会だった建物をナイトクラブとし
て使っているところも！

ボーンマスピア
：学校から徒歩15-20分。11ｋｍ続く美しい海岸が有名。

学校が終わった後の定番は、ボーンマスタウンセンタ-か
らボーンマスガーデンを通って海岸へ。

カフェ

：町には沢山のカフェがあり
ます。学校帰りにお友達と！
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ボーンマス ギャラリー④



ボーンマスガーデン
：学校から徒歩１０-１５分。小川が流れていて学校帰りや
週末に穏やかなひと時を。

Anglo-Continental campus

Lecture Room

バス
：ボーンマスでの移動は徒歩、バス、車がメイン。
バスは全体的に本数も多く、運行エリアも広いのでとっても便利。

パブ

：パブはイギリス人にとっての社交場です。名前の由来は『パ
ブリックハウス』。町のあちこちに似たようなパブが。ボーンマ
スでは家でファミリーとディナーを楽しんで、その後パブで友
達と『おしゃべり』を楽しむ人が多いです。

ボーンマスガーデン

：ボーンマスビーチへの途中。季節ごとにカラフルなフラワー
ガーデン。クリスマスシーズンにはクリスマスイルミネーション
でとっても綺麗。
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ボーンマス ギャラリー⑤



パリ

Anglo-Continental campus

Lecture Room

ブリュッセル ドイツ

アムステルダム

エクスカーション（国外編）
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ロンドン

Anglo-Continental campus

Lecture Room

ケンブリッジ バース

オックスフォード

エクスカーション（国内編）
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クライストチャーチ （隣町）

Anglo-Continental campus

Lecture Room

コーフ城 ド―チェスター

ジュラシックコースト （ユネスコの世界遺産（自然遺産））

エクスカーション（国内編）
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スウォニッジ

Anglo-Continental campus

Lecture Room

ストーンヘンジ （世界遺産） ニューフォーレスト

ソールスベリ―

エクスカーション（国内編）
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• １９５０年設立。６９年の経験を活かした質の高い授業を提供する老舗の語学学校

• 学生の国籍が豊か（毎年７０カ国以上）

• 日本人比率が低い

• イギリス国内でも最大級のキャンパスを誇る語学学校の一つ : 最大収容人数1200人

• バラエティー豊富なコースと確約されたコース日程

• 日本人スタッフ常駐

• ロケーション： タウンセンター徒歩10分、ボーンマス駅徒歩15分、ビーチ徒歩15-20分、ホームステイ徒歩、バス30分圏内

• 充実した福祉システム

– ファーストエイダー、保健室完備、有資格カウンセラー、厳重なセキュリティー等

• 高質なファシリティー

– ７０以上の教室

– 学生センター （室内185席、室外テラス、ガーデンなど１００人収容可能）

– ランゲージラボラトリー（語学実習室）

– マルチメディアラーニングセンター

– レクチャールーム

– スマートボード

– 無料Wi-Fi
– 学生サービスセンター

– 広大なガーデン

アングロコンチネンタルの魅力
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アングロコンチネンタルキャンパス



1. 短期＆長期一般英語プログラム

週20，25，30レッスン （1レッスン＝45分）

2. アカデミック スタディ プログラム （２４週間～）

3. 試験対策プログラム（IELTS, FCE, CAE, TOEFL）

4. OET試験コース

5. ビジネス＆専門英語プログラム

① ビジネスコミュニケーション⑤医療英語プロフェッショナル

② ファイナンス ⑥医療英語医学生向け

③ マネジメント ⑦法律英語

④ マーケティング＆セールス ⑧エンジニアリング英語

6. エグゼクティブプログラム（少人数グループ、マンツーマンレッスン専門英語）

7. プロフェッショナル＆テクニカルプログラム ヘルス＆セイフティ、ホスピタリティ＆ツアリズム、他６コース

8. Club 50+ プログラム（５０歳以上の大人向け）

9. 英語教員研修コース(テストセンター認定校- University of Cambridge Teaching Knowledge Test -TKT)

10. 英語教師資格コース（CELTA）
(テストセンター認定校- University of Cambridge Certificate in English Language Teaching to Adults)
＊アングロコンチネンタル合格率98％

11. オンライングループレッスン（一般英語、IELTS）、プライベートレッスン

12. アビエーションコース(航空英語)
13. ジュニアプログラム（10-13,14-16,16-17歳）6～8月開講

– ヤングラーナープログラム（10-13, 14-16歳）＊学校-ホームステイ間通学送迎サービスあり

– バケーションプログラム（16-17歳）

14. 親子留学 （同キャンパス別校舎）

アングロコンチネンタル コースリスト
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アングロコンチネンタル 専門英語
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航空 ファイナンス 法律 医療

ビジネス ヘルス＆セイフ

ティ

マネジメント 軍事

エンジニアリング 人事 海軍 オイル＆ガス

検定試験準備 ホスピタリティ＆

ツアリズム

マーケティング＆

セールス

英会話



1. 一般英語コース 週２０, ２５, ３０レッスン

2. ソーシャルアクティビティ

3. バケーションプログラム（１６-17歳）

4. ヤングラーナープログラム（１０-１６歳）

サンプルタイムテーブル
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一般英語コース週３０レッスン
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一般英語コース週２０、２５、３０レッスン

一般英語週２０レッスン（G-1.20）： レッスン1,2,3,4
一般英語週２５レッスン（G-1.25）： G-1.20 ＋レッスン5
一般英語週３０レッスン（G-1.30）： G-1.25 ＋レッスン6、7.5

レッスン1,2,3,4
レッスン1＆2はテキストベース、3＆4はなるべくテキストを使わないように、2人の先生
（レッスン1＆2の担当先生とレッスン3＆4担当の先生）がペアを組んでプログラムを考え
ております。

レッスン5
レッスン5は、テキストを使わず、ゲームなどをとおして実践英語を学びます。

レッスン6、7.5
スピーキングスキル強化レッスン（リスニングスキル含）、もしくはライティングスキル強化
レッスン（リーディングスキル含）のどちらかを選んで頂き、さらに個々のスキル強化をは
かれます。
9週間サイクルになっており、9週間たつとレベルチェックが行われ、レベルが上がってい

きます。もちろんスピーキングスキル強化レッスン終了後、ライティングスキル強化レッス
ンを選んで頂くことも可能です。



2.ソーシャルアクティビティサンプルプログラム
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3.バケーションプログラム アクティビティサンプルタイムテーブル
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4.ヤングラーナープログラム アクティビティサンプルタイムテーブル
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キャンパス

Anglo-Continental campus

レクチャールーム

受付

ガーデン２ガーデン１

エグゼクティブセンター

ガーデン３

ランゲージラボラトリー（語学実習室）

アングロコンチネンタル ギャラリー ①
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アングロコンチネンタルレストラン １

xxx campus

アングロコンチネンタルレストラン ３

アングロコンチネンタルレストラン ２

ソーシャルアクティビティ３ ハロウィーンソーシャルアクティビティ 2 English Tradition

ソーシャルアクティビティ１ 国際交流

ソーシャルアクティビティ 3 クリスマス

アングロコンチネンタルレストラン ４

アングロコンチネンタル ギャラリー②
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クラス１一般英語クラス

Anglo-Continental campus

クラス２一般英語クラス

クラス４一般英語クラス

クラス３一般英語クラス

クラス８ プライベートレッスンクラス７医療英語コース

クラス６ 一般英語クラス

クラス９ エグゼクティブコース

クラス５ 一般英語クラス

アングロコンチネンタル ギャラリー ③
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シニアコース Club50+プログラム

xxx campus

シニアコース Club50+プログラム

親子留学１

シニアコース Club50+プログラム

ホームステイ２ホームステイ１

親子留学 ３親子留学 ２

アングロコンチネンタル ギャラリー④

ホームステイ３ 29



ヤングラーナークラス １

xxx campus

ヤングラーナークラス ２

ヤングラーナーアクティビティ１

ヤングラーナークラス ホームステイ

ヤングラーナーパビリオンホールヤングラーナーランチ

ヤングラーナーアクティビティ３ヤングラーナーアクティビティ２

アングロコンチネンタル ギャラリー⑤
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平日の過ごし方 ～サンプル～

• 07:00 - 起床

• 07:30 - 朝食

• 08:00 - 学校へ出発

• 08.45 - 13.15 レッスン

• 14.00 - タウンセンターで友達とランチ

• 16.00 - タウンセンターで友達とボーリング

• 18.00 - ホストファミリー宅へ帰宅

• 19.00 - ホストファミリーと夕食

• 20.30 - リビングルームでTV鑑賞

• 21.30 - 宿題

• 23.00 - 就寝
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プライベートタクシー

アングロコンチネンタル専用コーチ
（サマータイム）

公共交通機関
：ナショナルエクスプレスコーチ
（長距離バス 直行便あり）
www.nationalexpress.com

ヒースロー空港送迎サービス
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http://www.nationalexpress.com/


アングロコンチネンタル日本語サイト

留学お役立ち情報はアングロコンチネンタル日本
語サイトをご覧下さい。

『ブログ』では留学体験談、『写真と動画』では日本
人学生ビデオインタビューやボーンマス写真集など
をご覧頂けます。

https://www.anglo-continental.com/ja/

アングロコンチネンタル日本語サイト
―留学お役立ち情報―
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https://www.anglo-continental.com/ja/1%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%83%ad%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%81%e3%83%8d%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%ab%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/%e5%86%99%e7%9c%9f%e3%81%a8%e5%8b%95%e7%94%bb/
https://www.anglo-continental.com/ja/2017/02/%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%83%ad%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%81%e3%83%8d%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%ab%e7%95%99%e5%ad%a6%e4%bd%93%e9%a8%93%e8%ab%87-%e4%b8%80%e8%88%ac%e8%8b%b1%e8%aa%9e%e9%80%b130/
https://www.youtube.com/watch?v=MBuCeeXZqUA


Anglo-Continental 
29-35 Wimborne Road

Bournemouth 
BH2 6NA
England

ネリエン 晴代
ビジネス ディベロップメント コーディネーター

電話:   (GB Code) + 1202 41 18 15
Eメール:       HNelien@anglo-continental.com

www.anglo-continental.com
34
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