
授業・クラスメイト  

レベル別少人数制 

 安心の少人数（16人以下) 

& 能力別クラス制。ELTUは

年間約2000人以上の留学

生のアカデミック英語のサポー

トをしているので、どんなレベ

ルの学生さんにでも対応でき

ます。スピーキングとリスニングに特化した徹底トレーニングを行なうサマー･

コースは引っ込み思案な方でも大丈夫。クラスは国際色豊かなので、日本

の学校の授業のような「間違ったらどうしよう」という気恥ずかしさは皆無。間

違いだらけでも話しかけてくる他国の留学生と接することで、気がつけば引き

摺られてドンドン話している自分を発見するはずです。 

 

プレゼン・スキル 

海外での就職・留学・派遣の際に重要なポイントとなる英語でのプレゼン・

スキルについてもカバー。コースの最後には個人でのプレゼンを行います。クラ

スメイトに加え、他のコースで学ぶ多くの留学生に質問攻めに。でもこの経

験が確かな自信に繋がります。英語に自信がない方にも担任が最後までサ

ポートします。ご安心下さい。 

レスターってどんな街？ 

気候 

 イギリス中部に位置するレスター市は8月の平均気温は22℃前後。大変生活

しやすい環境です。 

 

立地 

 レスターはイギリスの中心部に位置するため、イギリスの有名な観光名所へ容

易にアクセスできます。加えて、ヨーロッパへの玄関口となるバーミンガム国際空港

から車で40分、ヨーロッパ国最高速列車ユーロスター発着駅のロンドン・セントパ

ンクラス駅から電車で約1時間という立地条件のため、週末を使ってフランスやオ

ランダに出かけることも可能。ヨーロッパの夏を謳歌する絶好の場所です。 

 

多民族な地域色 

 レスター市には学園都市であることに加え、インド、東欧、アジアからの人々を

始め多種多様な民族が集っています。その為外国人が珍しくないという環境から

地元の人達も学生・外国人に大変慣れており、外国人にとってはとても住みやす

い土地柄です。インドの本格カレーを食べることが出来るのもレスターならでは！

中華食材を売るお店も大学周辺に何軒もあり、また普通のスーパーマーケットで

も醤油、海苔、味噌、インスタントラーメンをはじめとする日本食の食材が手に入

ります。イギリスでは今寿司ブームということもあり、寿司レストランやお寿司の弁

当ボックスも近所のコンビニで買えます。  

University of Leicester 
歴史的建造物がそこかしこに点在するレスター。歴史はローマ時

代にまで遡ります。レスター大学は世界で始めてDNAテストにより

犯罪を証明したことでも知られ、また2012年にはレスター大聖堂の

駐車場からシェイクスピアの作品でも知られるリチャード3世の遺骨

が発見され、その遺骨を科学的調査で本人と証明した偉業が世

界を沸かせました。スポーツも盛んなレスターはイギリスで最強とい

われるヨーロピアン･カップ優勝チームのレスター･タイガースの拠点で

あり、サッカーにおいても、2016年 日本の岡崎選手が所属するレ

スター・フットボール･クラブが奇跡のプレミア･リーグ優勝を成し遂げ

たことは記憶に新しいところでもあります。 

プレゼン発表会会場で 

期間 2020年8月3日(月）～8月21日（金） 

対象者 医学部、若しくは医療関係部署所属でイギリスの医療システム

を学び医療英語の向上を志す方 

 コース開催校 レスター大学 ELTU (English Language Teaching Unit)： 

ブリティッシュ・カウンシルより最高ランクの英語学校と認可されて

おり、最高の教師陣と設備を兼ね備える 

授業内容 医学部から教授、現役医学生、また病院から医師を招き講

義。課外授業として病院の緊急、ホスピス、地元医療施設見

学。また、プロジェクトと呼ばれるプレゼン能力を高める為のプレ

ゼン作成と実践。日帰り旅行。課外アクティビティ 

宿泊施設 レスター大学学生寮使用。1人部屋（個室シャワー・トイレ付

き）、キッチン共同。レスター駅から徒歩6分。ELTUオフィスまで

徒歩2分。ショッピング・モールへは徒歩10分。徒歩10分圏内

にスーパーが3つの好立地条件。無料WiFi完備。 

最寄空港 最寄空港のバーミンガム国際空港：レスター大学まで車で約40

分（タクシー事前予約で65ポンド程度）、電車で1時間20分程

度（片道 約20ポンド）。 *1ポンドは145円として換算 

ロンドン･ヒースロー空港：車で2時間半（タクシー事前予約で

150ポンド程度）、長距離バスで3時間程度（約30ポンド） 

生活費 普通のレストランで食事をし、1回当たり 15-30ポンド、パブで

10ポンドくらいかかります。基本的に自炊をし、旅行も電車を使

わずレスター近辺…という計算で1週間で50-100ポンド。それに

交際費・外食費・長距離旅行費用等が加算されます。 

応募条件 18歳以上。現役医学生は英語力不問。英検準2級、IELTS 

4.5かそれ以上、若しくは同等の英語力の方対象 

コース料金 2000ポンド 

レスター大学 夏季医療英語コース概要 



  9.30－11．00 11.00 -11-30 13.00 – 14.00 

月 Project ２ 

ポスターデザイン 

問診実習 4 
 

 講義 
Working as a Junior 
Doctor in the UK 

火 英国医療システム B 

NHSのシステム 
 

地元病院・GP訪問 大学病院ODP訪問 
 

水 ロイヤル・インファーマリー病

院緊急治療室見学 
 

ロイヤル・インファーマリー

病院緊急治療室見学 

自由行動 

木 Project ３ 

最終調整 

問診実習 5 講義 

鈴木亨教授 グレンフィールド

病院 循環器内科 

金 コッツウォルズ旅行   
  

 

  9.30－11．00 11.00 -11-30 13.00 – 14.00 

月 Project 5 

プレゼン最終リハーサル 

問診実習 ７  講義 

DNA犯罪捜査 

火 Project 6 

プレゼン時の質問にどう

対処するか 

問診実習  

疑似患者を使っ

てのテスト 

  

講義  

イギリス医学部の役割 

水 問診実習 ８ 問診実習  

疑似患者を使っ

てのテスト 

自由行動 

木 ポスター・プレゼンテーショ

ン 

ポスター・プレゼン

テーション 

閉会式 

金 卒業記念ピクニック 

（予定） 

  

第３週 スケジュール（予定） 

  9.30－11．00 11.00 -11-30 13.00 – 14.00 

月 英国医療システム  

痛み緩和のケア 

問診実習 5 

 

 講義 

助産婦の需要と役割 

火 英国医療システム  

NHSのシステム 

 

地元病院・GP訪問 講義 

 

水 ロイヤル・インファーマリー

病院救急治療室見学 

 

ロイヤル・インファーマ

リー病院救急治療室

見学 

自由行動 

木 Project 4 

グループ内の最終調整 

問診実習 6 講義 

家庭医の在り方 

金 ホスピス訪問とワーク

ショップ 

ホスピス訪問とワーク

ショップ 

自由行動 

土 オックスフォード日帰り旅

行 

  

  

 

第２週 スケジュール（予定） 

  9.30－11．00 11.00 -11-30 13.00 – 14.00 

月 10:00am  

学生登録 手続き 

コース概要説明 

施設案内、クラス

別テスト 

 メイン･キャンパスツアー  

火 Project 1 

プロジェクトの概要説明  

トピック決定 

問診実習 1 

 Patient history 

ワークショップ 

問診実習 

水 健康にかんする問題  

現在イギリスが抱えてい

る健康に関する問題点 

問診実習 2 自由行動 

木 Project ２ 

ポスターデザイン 

問診実習 3 講義 
レスター大学医学部生からの

イギリスでの医学生生活 

金 Project ３ 

最終調整 

問診実習 4 自由行動 

土 ロンドン日帰り旅行    

よくあるご質問 
Q) 学生寮の入寮可能日、退寮日はいつですか？ 

A) 入寮はコース開催１日前の８月２日（日）午前１０時から。退寮は８月２２日（土）の午前９時までにお願いします。 

Q) 近くに買い物できるところがありますか？ 

A)  歩いて15分の場所に大きなスーパーがあり、食料・衣料品、文具、電化製品等も含めて購入いただけます。ちょっとした食料品でしたら、

大学内の売店、近くのコンビニでも入手可能です。中国系食料品店も近くにございますので、日本の調味料、ラーメン、のり、お菓子も基本

的なものであれば手に入ります。駅前には夜11時まで営業しているコンビニもあります。 

Q) イギリスは寒いと聞いているのですが… 

A)  8月は日本の4－5月くらいの気候とお考え下さい。雨はそれほど多くありません。25℃を超える日もありますが、通常ですと18－23℃くらい

です。ですが、寒い日もありますので、重ね着用の服をご用意ください。折り畳み傘はこちらでも購入できますが、出来ればお持ちください。ま

た、閉会式と言っても略式なものですので、それ用に洋服をお持ちいただかなくても大丈夫です。 

Q)  自分で旅行する時間がありますか？ 

A)  日曜日にイベントは組まれておりません。ご自由にご旅行ください。午後フリーの水曜日は午後1時で授業が終了します。 

Q)  VISAは必要ですか？ 

A)  日本人はこのコースに関しましては必要ではありません。イギリスの空港で短期用学生VISAのスタンプを押してもらう形になります。 

Q)  コンピュータ等を持って行った方が良いでしょうか？ 

A)  かなりの方が何らかの電子機器をもっていらっしゃいますが、授業で使うことはありません。学校内や図書館には自由に使えるコンピュータ

がありますが、寮内にはございません。ご了承ください。 

Q)  クレジット・カードは必要でしょうか？ その他気を付けることはありますか？ 

A) こちらではクレジット・カードが主流です。JCBカードはレスターではまず使えませんので、VISAかマスターカードをお持ちください。トラベラー

ズ・チェックはロンドン等の大都市の大きなお店以外では使用できません。５０ポンド札も使用できない所が多いので、成るべく20ポンド

以下の小さい額面の紙幣をご用意ください。電車のチケットは日本と比べると高めです。事前に購入すると安く購入できます。長距離バ

スは時間はかかりますが、値段は電車と比べると半分以下となる場合もあります。レスター大学での学生証を使うと電車等の値段が割

引になります（ただし年間会員となる必要があり手数料が約30ポンドかかります）。日本で国際学生証を作られる必要はありません。 

 

これ以外のよくあるご質問もまとめてこちらのサイトから詳細がご覧になれます。 

 ファーストトライのイギリス短期留学向けヒントまとめサイト 

第1週 スケジュール（予定） 

https://www.firsttryltd.com/uktravelguide-preparation

