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授業の目標（Course Objectives） 

事前指導の後，夏休みの約 3 週間，言語表現・異文化対応・現地調査などの基本能力を現地で涵養する。帰国後，その成果を

事後指導の際に英語で発表する。 

 

Following pre-departure instruction (at Rikkyo University), students will spend about 3 weeks during summer vacation on-site 

(at Hertford College, University of Oxford), cultivating basic capabilities such as language expression, cross cultural adaption, 

and field investigation. After returning to Japan, students will present their findings in English during follow-up instruction. 

 

授業の内容（Course Contents） 

参加者は事前指導（研究準備指導，英語学習指導，渡航手続の説明）を受けた後，各自の研究テーマをもって現地研修を受け，

最終レポートを作成。現地研修は，イギリスの英語教育機関 'Advanced English and British Culture Programme' により運営さ

れ、オックスフォード大学ハートフォード・カレッジで実施される。但し定員が 30 名（最少催行人数は 12 名）なので，希望に沿えな

い場合がある。 

 

After receiving prior instruction (research preparation instruction, English language learning instruction, and explanation of travel 

procedures), participants will receive on-site training on their own research themes and will create final reports. On-site training 

will take place at Hertford College, University of Oxford, which is operated by the British English-language education institute 

Advanced English and British Culture Programme. As capacity is limited to 30 people (with 12 people as the minimum for holding 

the program), it may not be possible to accommodate all students. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 説明会：1 回目「履修希望届」「出願理由書」等の配布。 

2. 説明会：２回目「履修希望届」「出願理由書」等の配布。 

3. 希望届・理由書の提出 

履修者発表 

4. 第 1 回事前指導 

5. 第２回事前指導 

6. 第３回事前指導 

7. 第４回事前指導 

8. 第５回事前指導 

9. 現地研修 

10. 現地研修 

11. 現地研修 

12. 現地研修 

13. 現地研修 

14. 現地研修 

15. 現地研修 

16. 現地研修 

17. 現地研修 

18. 現地研修 

19. 現地研修 

20. 現地研修 

21. 現地研修 

22. 現地研修 

23. 現地研修 

24. 現地研修 



25. 現地研修 

26. 現地研修終了（終了後、英文エッセイを提出） 

27. 第 1 回事後指導 

28. 第 2 回事後指導 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

必ず 4 月初めのガイダンスに出席すること。初回の事前指導日から現地研修の終了日まで，英文エッセイの提出が義務づけら

れる。詳細はガイダンスで説明する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

事前指導・事後指導(30%)/現地研修成績(40%)/英文エッセイ(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Mary Page and Carrie Winstanley. 2012. Writing Essays for Dummies. Wiley (ISBN:978-0470742907) 

 

参考文献（Readings） 

参考文献は必要に応じて事前指導時に紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

費用は，授業料，渡航・宿泊費など総計 83 万円程度（為替や燃油代を含め変動あり）。旅行手配等は業者が行う。履修にあたっ

ては、費用について保証人とよく話し合う必要がある。 

 

注意事項（Notice） 

 


