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世界各国のICOT生徒の声

一歩一歩踏み出そう、
良い未来に向けて。

日本からブラジルまたは、南アフリカからヨーロッパまで、
このエメラルド色の
国であなたが夢を実現できるようICOTは手助けをします。

ICOTで６ヶ月間、勉強しました。
とてもフレンドリーな先生やスタッフの
方が多く、
良い印象があります。FCEやTIE等の英語テストも受けました。
テスト受験のために、先生と準備を進めていくことができ、
アドバイスを
もらうこともできたのでとてもよかったです。学校がシティーセンターと
いう立地条件が良いこともあり、定期的に授業以外でもアクティビティー
がありました。
クラスメイトとフレッシュな気分で勉強することができ、会
話力を改善する大変良い機会に恵まれました。

英語力の改善に向けて海外に住
むという機会を最大限に利用し
よう！
本校にとって意味のある豊かな経験とは、
本校における学生の全ての方が暖かな歓
迎と、安全を常に感じることのできる環境
を提供することなのです。
過去8年間、本校では入学過程から学校
で経験できるアクティビティーまでを融合
し、学校内や学校外など幅広いところで、
学生が様々なことを経験できるよう運営
してきました。
私たちは、
学生の方々のためいかなる手助
けを惜しみません。様々なリサーチや投資
により、本校のサービスはより良い物へと
日々変化しています。各学生さんのニーズ
に合わせたサービスおよび、
コースを提供
いたします。本校は単なる語学学校として
ではなく、夢や目標を達成するための架け
橋となればと願っています。
新しい文化に直面する事は、大きな挑戦
です。
しかし、
どのようにして、
そして、誰と
この挑戦に立ち向かっていくかは、
あなた
の人生の軌道を大きく変えることとなる
のです。
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Tomohiko Moritani, 日本

生徒と教師間でのコミュニケーションがきちんと
取れていて、
ディスカッションクラスでは、生徒が
会話に参加しやすくなりよかったです。
さらに、
どの
タイプの授業もバランスよく学ぶことができまし
た。ICOTは、学生に対して行き届いたケアを提供し
ており、
どんな質問や悩みに対しても答えてくれまし
た。
Sora Park, 韓国

私は、
もう一度他の語学学校で英語を学びなおすた
めICOTを選びましたが、正しい選択でした。学校は
町の中心地にあります。学校には学生ラウンジと学
生食堂があり、特に雨の日にはよくそこに居たもの
です。学校の構図、施設、
そして素晴らしい先生方が
いて、
とても気に入りました。
Julia Moraes, ブラジル
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CONTENT
JULIE MCEVOY こんにちは、皆さん！ここアイル
DIRECTOR OF STUDIES ランド、ICOT語学学校であな
たの新たな冒険が始まろうと
しています。
あなた方にお会い
できること、
そしてこれから始
まるあなたの生活に関わりを
持てることをとても楽しみにし
ています。新たな友人に会い、
技能の高い教師陣と共に学ぶ
ことで、
あなたの英語力は確実
に上達し、
また、
アイルランドの
文化や伝統についても学ぶこ
とになるでしょう。
きっと、
アイ
ルランドで忘れることのできな
い経験をすることになるでしょ
う。
そして、ICOT語学学校があ
なたの人生の旅の一部となれ
ることを私たちは心待ちにして
います。

BRENDAN COYLE
DIRECTOR

アイルランドにいらっしゃる
方、特にICOT語学学校にいら
っしゃる全ての学生さんに、暖
かな歓迎をいたします。
アイル
ランドに来た方は、
アイルラン
ドでとても良い思い出ができ、
生活の中で豊かな経験をする
ことができたと言う方が多い
のです。ICOT語学学校にいら
っしゃる皆さんにも、
アイルラ
ンドで、
アイルランド人と共に
同様の体験をして頂けたらと
望んでいます。
そして、
英語力が
飛躍的に上達できますことを

なぜダブ リンに留学するの？
ICOT語学学校を選ぶ理由
教授法について
コース内容について
本校が得た認定機関について

スタッフ共々、願っております。

課外アクティビティー
その他の施設
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なぜダブリンに留学するの？
天気

レジャー

バス

ダブリンはアイルランドの中でも
晴れの日が多い地域です。5月から
７月にかけては特に天気の良い日
が続きます。
そんな日には多くのア
イルランド人が公園で家族や友人
と過ごすのです。芝生の上に座り
ながら、
日を浴びて仲の良い人々
と一緒に過ごす時間は格別です。

ダブリンの町には多くのレジャー
があるので、何をしたいかによって
選択肢は多くあります。数多くある
公園巡りをするのもよし、博物館に
行くのもよし、
もしくは、幅広いセレ
クションのあるビールを提供する、
街角のあちこちにあるパブを巡る
のもよいでしょう。言うまでもなく、
多くの出会いがありますから、英語
を練習し活用する多くの機会に恵
まれることでしょう。

ダブリンのバスは路線が多くあ
り、様々な場所へ簡単に早く行
ける一番の手段です。バス用の
レーンもしっかりとあるので、
一番忙しい時間帯でも渋滞に
巻き込まれる事は少なくなり、
車を利用するよりずっと効率が
良いのです。多くのバスは、
日
中をのぞいてそれほど混んで
いるわけでもなく、清潔で大き
な窓があり、
ダブリンの町の景
色を見渡すことができるので、
バスの通学なども苦にならな
いのです。

ビール

服装

学生

アイルランドについて話をすると
き、ビールの話題を避けるのはほ
ぼ不可能です。
アイルランドでの
ビールの消費量はとても多く、だ
からこそ、パブがあちこちにある
ダブリンの町には魅力があるの
です。１８歳以上であれば、誰で
もお酒を購入することができます
が、道端での飲酒はアイルランド
では禁止されています。

歩きやすい靴を履くことをお勧
めします。なぜなら、
アイルラン
ド人とどこかへ出かける時、彼ら
は大体の場合一緒に町中を歩
いたりしたいからです。
（町は石
畳もあり歩きづらい場所もあり
ます。）セーターなど快適な服装
で過ごす人が多いです。

アイルランドはヨーロッパの中で
も唯一の英語圏。そんな地理的な
特徴からか、多くの若者で賑わって
います。仕事の機会も多いからか、
ヨーロッパ中から人が集まるので
す。そして、いつも賑やかで活気の
あるダブリンは多くの学生を魅了
し、世界中から留学生もやってくる
のです。
ここでは、大規模な学校で
学ぶ学生が多く、
この賑やかな町ダ
ブリンで有意義な学生生活を送る
ことができるのです。

HA’PENNY BRIDGE, Dublin

STUDENTS AT THE GARDEN OF REMEBERANCE
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TRINITY COLLEGE, The 88th in top 100 world universities

THE TEMPLE BAR, One of the famous pubs in Ireland located at the heart of Dublin

THE CLIFFS OF MOHER, Ireland’s most visited natural attraction

7

ICOT 語学学校を選ぶ理由
質の高い教師陣とチームが一丸となり、学生最優先の教育を提供します。

それだけではありません。本校がある便利な場
所から、
アイルランド政府施設（ビザ申請の際に
訪れる必要のあるGNIBオフィスも含め）、博物
館、大学、図書館などへアクセスできます。
もし、英語力に不安があれば日本人スタッフもい
ますので、学校や授業関係で困ったことがあれば
お気軽にご相談下さい。
本校にはWi-fiはもちろんのこと、受付にはソファ
ーがあり、授業外でもリラックスできるように校
内の雰囲気作りに力を入れています。
また、本校
の学生さんであれば、英語以外の外国語レッスン
などに無料で参加が可能です。
学生食堂では、食べ物や飲み物を購入すること
ができます。
レンジや自動ケトルがあるのでお湯
をわかしてお茶を飲んだり、持参したランチをそ
の場で温めて食べることができます。本やコンピ
ューターもあるので、必要であればそこで自習も
可能です。

本校では、一人一人の学生さんのアイルランド
での生活がより充実したものとなるよう、仕事探
しのための履歴書の書き方などの講座を提供し
ています。
また、
アイルランドでの生活が豊かで
楽しいものになるよう、
アドバイスをしています。
ICOT語学学校はアイルランドの語学学校の中で
唯一、モバイルアプリを使用しての出席率の確
認、学校のイベントや手続きに必要な書類のリ
クエストなどが気軽にできるのです。
ICOT語学学校はダブリンの町の中心地に位置
し、新しいLUAS（路面電車）の停車駅のすぐ近
く、そしてO’connell Bridgeのすぐ近くにありま
す。便利なバスを利用されるなら、多くのバス停
が本校の近くにあります。観光地として有名なエ
リア、
テンプルバーへも徒歩5分で行くことがで
きます。
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ICOT 語学学校周辺地図
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THE BRAZEN HEAD,
meeting place for
historic rebels, this
brass-filled, lantern-lit
pub hosts live music
each night.

SAINT PATRICK’S CATHEDRAL, founded
in 1191, is the National Cathedral of the
Church of Ireland. With its 43-metre spire,
St. Patrick’s is the tallest church in Ireland
and the largest. Christ Church Cathedral,
also a Church of Ireland cathedral in Dublin,
is designated as the local Cathedral of the
diocese of Dublin and Glendalough.

TEMPLE BAR AREA is an
area on the south bank of
the River Liffey in central
Dublin, Ireland. The area is
bounded by pubs, tourists
and well known for the
night life.

DUBLIN CASTLE of
Dame Street, Dublin,
Ireland, was until 1922
the seat of the United
Kingdom government’s
administration in Ireland,
and is now a major Irish
government complex.

THE NATIONAL LIBRARY OF
IRELAND is Ireland’s national library
located in Dublin, in a building
designed by Thomas Newenham
Deane. The Minister for Arts,
Heritage and the Gaeltacht is the
member of the Irish Government
responsible for the library.

TRINITY
COLLEGE, is the sole
constituent college
of the University of
Dublin, a research
university in Ireland.

THE NATIONAL GALLERY OF
IRELAND houses the national
collection of Irish and European
art. It is located in the centre
of Dublin with one entrance on
Merrion Square, beside Leinster
House, and another on Clare
Street.
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教授法について

ICOT語学学校では、英語教授法
をきちんと学び、質の高いトレー
ニングを受けた教師陣が、各学
生のレベルに合った方法でレッ
スンを提供します。最先端のコミ
ュニケーション教授法を用いて、
学習者が中心となった授業を提
供します。
学校外でも、
自信を持って確実に
英語を使うことができるよう、実
践的な英語を教えます。与えられ
た機会を精一杯活用し、ぜひ積
極的に授業に参加してください！
教科書を使用することによって、
以下の４つの技能を改善するこ
とができます。
読み書き、
リスニングとスピーキ
ングです。同時に文法の知識を
深め、語彙力を増やすことに努め
ます。
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一般英語コース

IELTS準備コース

アイルランドに到着したらまず、
レベル分けテス
トを行います。そして、あなたの英語レベルにあ
ったクラスに振り分けをします。授業開始日は
毎週月曜日です。同じレベルのクラスにどれくら
いいるべきか、
というルールはありませんが一
般的に、授業開始から12週間後位に、新たなレ
ベルへ挑戦できるという見込みができます。教
師が週単位で学生それぞれのレベルをチェッ
クし、
どのように改善されているかをモニタリン
グするので、確実に英語力を伸ばすことができ
るのです。

IELTSは世界中9000もの団体で認
定され、主にアイルランドの大学進
学など高等教育機関へ入学するた
めに必要とされる、英語力を測る
試験です。
この準備コースでは、仕事場や社
会で必要な内容の英語力を身につ
けることを焦点としています。
また、
この準備コースでは、テスト
で高得点が取れるよう授業構成を
しています。

一般英語の目標は以下の通りです。
> リーディング、
ライティング、
リスニング、
スピ
ーキングの４つの技能をバランスよく磨き、確
実に実践できるようにすること。
> 学校内でも学校外でも、英語を使って他者と
の意思疎通がうまくできるように、
コミュニケー
ション力を高めること。
> 文法に対する知識や理解を深め、実際に英
語を使用する際に、
自信を持って正確に使用す
ることができるようになること
> 語彙力を増やすこと。
> 今後さらに高いレベルの英語力を習得でき
るよう、基礎的な英語の土台をしっかりと身に
つけること。

受講期間
1週間 〜 25週間
(15時間/週)
授業人数
各クラスにつき
最大15人まで
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時間割
午前クラス：
1コマ目 9:00 〜 10:30
休憩: 10:30 〜 10:45
2コマ目 10:45 〜 12:15
午後クラス：
1コマ目 13:00 〜 14:30
休憩: 14:30 〜 14:45
2コマ目 14:45 〜 16:15

IELTS試験ではリーディング、
ライテ
ィング、
リスニングとスピーキング
の技能が測られます。

受講期間
15週間

授業開始日
祝日を除いて毎週
月曜日
年齢
18歳以上の方な
らどなたでも入学
可能

レベル
初心者
初級
中級下
中級
中級上
上級

内容
一般的なIELTS準備コース
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認定機関
EDI (Education Development International)は、英語教育
機関のクオリティーを調査し、認定する機関です。
EDIは、ITを駆使し教育機関との連携を図り、学習者をサポ
ートするという特徴があり、評判の良い機関です。ESOL国
際資格が語学学校に与えられた場合、英語のネイティブ話
者ではない者が、世界的に認められているこれらの機関に
よって英語教育の質が保証されているという一つの目安に
なります。

TIEは英語検定試験の一つで、語学教育機関及び他の
教育機関で、長期もしくは短期コースなどを学ぶ18歳
以上の学生の能力やモチベーションの基準に沿って、
試験が構成されています。TIEは学習者の教育履歴、文
化や年齢、英語レベルなどのニーズに合わせた柔軟な
試験です。テスト内容は、学習者それぞれのレベルや背
景に合わせ質問内容が選択され、学習者のレベルを判
定します。

ELT Irelandは、英語教育のプロ達が知識や経験を共有
し、英語教育の発展や実践的な技術、学習法などの様
々な英語教授法を奨励するため、英語教育のプロ達の
もとで作られたネットワークです。ELT Irelandの目的
は、英語教師、
スーパバイザー、マネージャー、そして学
者がネットワークを設立し、英語を第二言語としてアイ
ルランドで教える際の連携、そして改善を常に図ること
を目的としています。
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ILEPに登録されている語学学校であるということは、
アイル
ランドの学生ビザに関する移民局ポリシーの条件を学校
が満たしていて、その学校に入学するということは、
ヨーロ
ッパ圏外の学生がその学校のフルタイムコースを受講す
る場合、
アイルランドで勉強する目的に適った学校である
ということを証明するものです。ILEPは授業の質などを証
明するものではありませんが、学生保険が適応されている
学校なのか、そして、移民局が要求している判断基準を満
たしているかを証明するものなのです。

The Progressive College Networkは、
アイルランドの私立
教育の質の高さを促進するために新しく作られた組織で
す。様々なニーズが必要とされる現代のアイルランドの私
立教育において、私立学校でネットワークを作るためのコ
ミュニティーの代表部門ということです。ICOT語学学校は、
この組織の一員です。

ICOT語学学校では、学生保険としてO’Driscoll O’Neil Insuranceを提供しています。ILEPが要求している学生保険に
加入することにより、学校緊急時のコースの継続、費用の保
障をお約束することができます。
（学生ビザ取得の際には、
この保険に加入することが必要になります。ILEPは、語学学
校がその移民局ポリシーに従っているということを証明し
ますので、ICOT語学学校のコースを受講する際は、
この保
険加入が必須となります。）保険に加入しますと証明書が学
生へ発行されます。
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ICOT語学学校での課外活
動は、学んだ英語を活用
し、
より早く上達できるよ
う手助けをするきっかけ
になるでしょう。
毎週月曜日から金曜日の
午後の授業時間の後に、
多言語クラス（イタリア語
やスペイン語など）、履歴
書の書き方サポートなど
の無料授業を提供してい
ます。
英語のみではなく、他の第
3言語を学ぶことができる
チャンスがICOT語学学校
にはあるのです。
英語だけ上達したいとい
う場合であれば、ネイティ
ブによって開講されてい
る会話クラスもありますの
で、ぜひご参加ください。
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その他の施設
学生サポート
健康保険
学生ビザ取得の際、
ヨーロッパ圏外の人は健康保
険に加入することが義務付けられています。ICOT
語学学校は、保険会社O’Driscoll O’Neilと提携して
います。
こちらの保険は以下のケースに対応しま
す。各ビザの規制に応じた、緊急医療費用、緊急搬
送費用、帰国費用などをカバーします。

宿泊
留学中、
どこに宿泊するかというのはとても大
切な選択です。ICOT語学学校では、それぞれの
学生さんのライフスタイル、予算やニーズに応
じた宿泊施設をご案内しています。
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留学中の生活がより豊かなものとなるよう、学
生サポートチームは学生の皆様を全力でサポ
ートします。入学前から卒業資格を取得するま
での間サポートをいたします。
学生サポートの代表者について紹介:
キャリアアドバイザーのCharles Cordeiro
は、10年間アイルランドでビジネスマネージ
メントの経験があり、
スタッフトレーニングとリ
クルートメントのタスクを責任をもって務めて
います。彼は、ビジネスマネージメントの学士
と、Griffith Collegeでの薬学ビジネス運営につ
いての学士を取得しています。

空港から宿泊施設まで
の送迎について
アイルランドへ来るのは初めてですか？ご心
配なく！空港まで迎えに行くサービスがありま
す。ICOT語学学校では、空港から宿泊施設まで
安全に、快適に送迎するサービスを提供してお
ります。
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たったワンクリックで必要な全ての情報を
手に入れられる！

ICOT APPについて
ICOT語学学校専用のアプリで、出席率などの確
認、
その他、必要な手続きをどこからでもアプリで
行えます。
> 出席率確認
出席率の確認には、
まず「Register」をクリックし、学生番号
を入力して下さい。学生番号は、入学許可証に記載してあ
ります。
重要情報：出席に関して必要な全ての情報は、それぞれの
日の終わりにアップデートされます
> 書類手続き等
アプリで簡単に学生課に連絡を取り、
クラスレベル変更願
いや、各資格の発行願い、学校生活で必要な書類、相談な
どのリクエストの申請ができます。
> 重要なイベント
ICOT語学学校での重要な行事が常に確認できます。課外
活動などのイベントも確認できます。
> 学生専用項目
学生生活で必要な情報、ICOT語学学校のポリシー、試験情
報、入学条件などをこちらで確認することができます。
> コース
自分に合ったコースの選択のために、各コース内容の確
認をすることができます。
> サービス
何か特定の必要な情報をお探しでしたら、サービスの項目
では宿泊施設の詳細や、健康保険、学生保険そして支払い
方法の詳細について調べることができます。
> 学校への連絡
必要な情報が見つからない場合は、私たちスタッフまでメ
ールでご連絡下さい。
> ビデオ
学校情報をビデオにしたものがありますので、ぜひご覧下
さい。
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WESTMORELAND UNIT
28 Westmoreland Street
Dublin 2
Ireland
+353 16718450

CAPEL UNIT
88 Capel Street
Dublin 1
Ireland
+353 1 679 8797

CORK UNIT

The Arch, 11 Drinan Street
Cork
Ireland
+353 21 4570263

/icotcollegedublin
/icotcollege
/icotcollege
www.icot.ie

