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私たちについて

Rose of York はロンドンの中心地にあるとてもアットホーム
な学校です。1989年に開校してから30年間、世界各国より
生徒を受け入れてきました。

私たちは生徒の皆さんがより英語学習に対する目標を達
成できるよう、そしてロンドンでの生活をよりよいものにでき
るようサポートしています。

本校で勤務する経験豊かな講師、スタッフ陣はとても親切
で、いつでも皆さんを暖かく迎えています。

また経験豊富な講師たちは全員、英語教師の資格をもって
いるのでより高い質の授業を提供しています。楽しく、充実
したクラスを作ることができる講師だからこそ、長い間たく
さんの生徒に愛されてきました。

ローズオブヨーク　
ランゲージスクール
へようこそ

1980年代初頭、15歳の娘ローズを連れた家族がヨークか
らロンドンへ移住し、英語学校を立ち上げました。

家族には世界中の人々に英語やイギリスの文化を広めた
いという、大きな夢がありました。

娘ローズの才能と根気、ヨークの美しい景色と文化とい
う二つのコンセプトを掛け合わせ家族は学校をRose of
Yorkと名づけました。家族の夢と、この二つのコンセプト
が、多文化ロンドンの中心にあるRose of Yorkの教育の要
となっています。

私たちの歴史
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学校概要
施設
ロンドンの中心にある当スクールはジョージアンスタイルの建物で明るく居心地
のよい学びの環境を、生徒様全員にお届けしています。ハイスタンダードな施設
は、勉強のよいサポートとなるでしょう。

無料Wi-Fi
校舎内すべてで利用可能な無料のWi-Fiが完
備されています。

学習スペース
学習スペースは宿題などができ、
また他クラスの生徒とも交流がで
きます。またたくさんの本やコンピ
ューターも利用可能。

交流・ラウンジ
ラウンジは広く中庭に面している
のでとても明るいです。休憩時間
などに利用が出来ます。週に一度
のBritish Tea Partyもここで行わ
れます。 

教室
モダンで快適な明るい教室。

イギリスは一般的にヨーロッパの中でも犯罪率が低い
安全な国ですが、新しい国を訪れるときはいつでも、周り
や自分自身に注意を払うことが大切です。

イギリスの警察は親切ですので、もし困ったことがあれ
ば彼らに頼りましょう。オックスフォードストリートにある
私たちの学校は建物全体にCCTV（監視カメラ）が設置
されているため安全です。

セキュリティ
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コース
コース概要

詳細
クラス規模: 平均: 12名 最大: 16名

レベル: A1 から C2

日程: 月曜日～金曜日

オプション 
午前 09:00 - 12:15
午後 13:45 - 17:00*

一般英語
一般英語は、幅広いトピックや日常的な場
面で人 と々コミュニケーションする能力を向
上させたいと望む学生に最適なコースで
す。一般英語コースは、イギリスでの生活や
仕事中に英語の使い方を上達させたい16
歳以上の学生に適しています。

詳細
クラス規模: 平均: 8名 最大: 16名

レベル: B1 から C2

日程: 月曜日～金曜日

オプション 
午前 09:00 - 12:15
午後 13:45 - 17:00*

ビジネス英語
ビジネスにおいての語学力とパフォーマン
ス力の向上を目指すコースです。状況に応
じた仕事にうまく対応できる力を養います。
これらを達成するため、経験と情熱を持っ
た講師陣が実際の職場で使われる言語を
ロールプレイを交えて授業を行います。
 

詳細
クラス規模: 平均: 8名 最大: 16名

レベル: B1 から C2

日程: 月曜日～金曜日

オプション
午前 09:00 - 12:15
午後 13:45 - 17:00*

IELTS 試験対策
International English Language Testing 
System（またはIELTS）は、英語力の標準化
されたテストです。 IELTSは世界中で最も
人気のある英語試験の1つです。 IELTS試
験は、AcademicとGeneralという2つのタ
イプの試験があります。

ブースタークラス（苦手克服）
特別に設計された集中的なクラスで、1つ
のスキルに重点を置いています。英語を学
ぶとき、学生達のスキルは異なる速度で向
上します。その為、学生達は自信がない個
々のスキルに集中し、苦手分野に時間を当
てることができます。

詳細
クラス規模: 平均: 12名 最大: 16名

レベル: A1 から C2

日程: 月曜日～金曜日

オプション
Booster 1: 12:55 - 13:40
Booster 2: 13:45 - 14:30

*ブースタークラスを含む

詳細
クラス規模: 平均: 8名 最大: 16名

レベル: B1 から C2

日程: 月曜日～金曜日

Cambridge 試験対策
レベルにごとに分かれていて： 
PET、FCE、CAE、もしくはケンブリッジビジネ
ス検定（BEC）の対策コースを受講すること
ができます。主には就職時に英語力を証明
するためにケンブリッジ検定の資格を提出
する場合に必要な資格です。 オプション

午前 09:00 - 12:15
午後 13:45 - 17:00*
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コース

詳細
クラス規模: 平均: 8

レベル: B2 から C2

日程: 月曜日～金曜日

オプション 
ご自由にお選びいただけます 

大学準備コース
大学入試においての必要なスキルを身に
つけます。 また大学・学部ごとに特定のス
キルが必要な場合にも対応しています。

詳細
クラス規模: 平均: 8名 最大: 16名

レベル: B1 から C2

日程: 月曜日～金曜日

オプション
午前 09:00 - 12:15
午後 13:45 - 17:00*

ユースモビリティプログラム
主に日本、韓国、中国などEU以外の国籍
の生徒を対象とし、限られた期間、英国で
働き、勉強する機会が与えられます。7ヶ月
の英語プログラム（週15時間）に登録するこ
とができ、インターンシップや職業紹介はさ
まざまな業界で行われています。

詳細
クラス規模: 平均: 8

レベル: B1 から C2

日程: 月曜日～金曜日

ワーキングプログラム
あらゆる専門的な現場で成功するスキルを
提供します。様々な対話式の課題を通して、
学生達に専門分野で必要な英語を教えま
す。様々な仕事の状況や環境で活用される
ために必要な言語スキル向上に焦点を当
てています。経験豊富で献身的な教師から
実践的なロールプレイを通して、仕事の現
場で使用される言語を学べます。

個別レッスン
試験前や、仕事後でも空いた時間に＋ @ 
で受講できます。また科目はすべてのコー
スからご希望のコースを選べます。

夜間クラス
夜間コースでは、フルタイムで働く生徒が
仕事が終わった後でも英語を学ぶことが
できます。

詳細
クラス規模: 平均: 5

レベル: B1 から C2

日程: 火曜日・木曜日

オプション 
18:30 - 20:00

専門英語コース
専門分野の語彙やスキル（ライティング、ス
ピーチ、リスニングなど）に焦点を当ててい
ます。よって特定の専門的分野で活躍でき
る能力を身に付けることができます。

詳細
クラス規模: 平均: 8

レベル: B1 から C2

日程: 月曜日～金曜日

オプション 
ご自由にお選びいただけます 

*ブースタークラスを含む

コース概要

オプション 
午前 09:00 - 12:15
午後 13:45 - 17:00*

詳細
レベル: A1 から C2

日程: 月曜日～金曜日

オプション 
ご自由にお選びいただけます 
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コース
一般英語 
幅広いトピックや日常的な場面で人 と々コミュ
ニケーションする能力を向上させたいと望む
学生に最適なコースです。一般英語コースは、
イギリスでの生活や仕事中に英語の使い方
を上達させたい16歳以上の学生に適してい
ます。

コースの目的:
• コミュニケーション能力向上
• 世界中から来る生徒と共に、会話カリキュラムによる

日常会話力向上
• Focus 講師は生徒一人ひとりの目的やレベルに合わ

せたクラス構成によりサポート

ビジネス英語 
どんな職場環境においても活躍できるスキル
を提供します。語学力とパフォーマンス力の向
上を目指すコースで、様々な方法で対話式タ
スクを通して必要とされる言語を習得します。
また状況に応じた仕事にうまく対応できる力
を養います。これらを達成するため、経験と情
熱を持った講師陣が実際の職場で使われる
言語でロールプレイを交えて授業を行います。

コースの目的:
• どんな職種においてもより効率的に活躍できるため

の語学力向上。
• 電話対応、プレゼンテーション、フォーマルなメールや

手紙の書き方など、特定のビジネスに間するボキャブ
ラリー。

クラス規模
平均: 12名 最大: 16名

レベル
B1 から C2

日程
月曜日～金曜日

オプション
午前: 
09:00 - 12:15
午後: 
13:45 - 17:00*

詳細

クラス規模
平均: 12名 最大: 16名

レベル
A1 から C2

日程
月曜日～金曜日

オプション
午前: 
09:00 - 12:15
午後: 
13:45 - 17:00*

詳細
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コース
ブースタークラス
ブースタークラスは、特別に設計された集中
的なクラスで、1つのスキルに重点を置いてい
ます。英語を学ぶとき、学生達のスキルは異な
る速度で向上します。その為、学生達は自信
がない個々のスキルに集中してもっと時間を
当てることができます。
ブースタークラスは、特定の伸ばしたいスキルの主要分野に
焦点を当てることにより、学生達の学習の発展を高めるよう
に設計されています。ブースタークラスは個人の弱点を補う
コースになっている為、非常に便利です。

このクラスには会話、発音、ライティングスキル、ビジネススキ
ル、試験対策用スキルがあります。学生達は教師と共に自分
に必要なスキルを見極め、優先順位を付け、ブースタークラ
スを選ぶことができます。たとえば、発音が自分の弱点であ
ると感じる場合は、スタンダードコースに発音ブースターを追
加して、このスキルの改善に役立てることができます。

詳細
クラス規模
平均: 12名 最大: 16名

レベル
A1 から C2

日程
月曜日～金曜日

オプション 

Booster 1: 
12:55 - 13:40
Booster 2: 
13:45 - 14:30

学校の授業の質が特に気に入りました。先生たちは授
業中プロ意識が高く、また校外アクティビティではたくさ

んの友だち、先生たちと楽しく過ごしました。
- Raquel from CHINA
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コース
ヤングラーナーズ
私たちのヤングラーナープログラムは、18歳以下向けの英語コースで、英語のコ
ミュニケーションと語学スキルを練習し、発展させます。私たちは楽しく興味深い
活動を通してこれを行います。ローズオブヨークは、これらのクラスを個人や団
体のニーズに合わせて調整することができます。
朝の授業と午後のアクティビティを組み合わせており、午前中には課題や演習
を通じて新しい語学とスキルを勉強します。そして、午後には旅行や観光など、ロ
ンドン中心部の観光名所や美術館に行くことができます。

コースの目的:
•   私たちの教師は、英国の文化に関心を持ち理解しています。彼らは小旅行やアクティビティに関連す
るテーマに基づいたさまざまなトピックを通してこれを行います。さらに、こうして、学生はチームワーク、独
立した学習、コミュニケーション、そして国際的な友達を作ることができます。

•   語彙、文法、機能的言語の知識が身につく。さまざまな関連した魅力的な状況で効果的にコミュニケ
ーションを行うことによって行われます。

•   生徒は言語を習得するだけでなく、英国の文化に精通するようになります。

私たちは、ロンドンとその周辺地域で興味のある場所を探索することでこれを実現。

教室での授業に加えて、プログラムにはゲーム、競技会、日帰り旅行など、さまざまな活動が含まれてい
ます。

学生寮
‘夏季休暇’
詳細:

•  英語学習（週20クラス）
•  テスト対策
•  フルボード: 3食付き
•  アクティビティ（月～金：午後）
•  日帰り郊外アクティビティ（土曜）
•  空港往復送迎
•  オイスタートラベルカード (ゾーン1-2, 無制限)

ホームステイ 
‘文化体験’
詳細:

•  英語学習（週20クラス）
•  テスト対策
•  フルボード: 3食付き
•  アクティビティ（月～金：午後）
•  日帰り郊外アクティビティ（土曜）
•  空港往復送迎
•  オイスタートラベルカード (ゾーン1-2, 無制限) 
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コース
専門英語コース
専門分野の語彙やスキル（ライティング、スピーチ、リスニングなど）に焦点を当て
ています。よって特定の専門的分野で活躍できる能力を身に付けることができま
す。

Rose of York は下記の分野で短期講習も実施中：

•  建築・エンジニア英語
•  航空英語
•  オーペア英語
•  金融・経理英語
•  ビジネスマネージメント英語
•  CLIL: 英語を使う教師のた

めの資格 

•  英語クラス＋料理教室
•  英語クラス＋ワークショップ
•  ファッション英語
•  法律英語
•  医療英語
•  石油・ガス英語 

 

•  秘書英語 
•  営業・マーケティング英語
•  観光・旅行・ツーリズム英語
•  大学準備コース
•  ユースモビリティコース
•  ワーキングプログラム

コースの目的:
• 様々な特定の業界で働き、勉強する学生の英語力向上
• 特定の語彙と機能的言語に焦点
• 生徒に知識と主要分野におけるコミュニケーション能力向上 
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コース
専門英語コース

航空英語
主にICAOの語学能力試験の対
策に焦点を当て、個々のクラスの
要件を満たすように調整できる
ので、航空業界で働く人に適して
います。本校の航空ESPは、パイ
ロット、ATCまたはキャビンクルー
のメンバー専用に開発すること

ができます。このコースは、学生たちが航空業界で成功す
るために必要な自信を身につけること目的としています。 

コースの目的:
• ICAO基準を満たす
• 専門的なボキャブラリーの向上
• 実践的なカリキュラムによる専門技術向上 

建築・
エンジニア英語 
このコースは建築・エンジニア
分野の学生、または職業の方向
け。授業は主に専門的なボキャ
ブラリーを使っての実践力を身

につけます。英語レベルはCEFR B1+ (intermediate) より
受講可能。

コースの目的:
• 学生が自信を持って英語を使って構造の設計と構

築に関連するアイデアを分析、評価、提示できるよう
にします。

• 現代を取り巻く現在の問題について、生徒の知識を
伸ばし広げる。

先生たちはとても親切で、たくさんサポートしてくれまし
た。また授業ではどのように私の英語を改善したらいい

かをよく考え伝えてくれました。
- Jutanat from THAILAND
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金融・経理英語
財務および会計の専門家、学生
が財務および会計を学習。また
金融業界で働いていて、英語が
母国語ではない人。このコース
では、様々な経済的状況で効果
的にコミュニケーションをとるた
めに必要な語学力を生徒に教え

ることを目的としており、生徒の語学力を向上させます

金融業界に必要な専門的な語彙に関する知識が増えま
す。

コースの目的:
• 専門的なボキャブラリーの向上
• 実践的なプレンテーション力向上
• レポート、書類に関しての実技力取得

オーペア 英語 
現在ロンドンにあるオーペアと、
ロンドンにいる家族とのプレース
メントを探しているオーペアのみ
を対象としています。 オーペア
は現在需要が高く、ロンドン内で
は、スケジュールが決まっている
ため、予定表と予算に合った英

語コースを見つけるのが難しい場合があります。ヨークオブ
ローズでは、これらの懸念を解消するコースを開発しまし
た。ロンドンのオーペアに合わせて作られたこのコースで
は、学生の語学力をメインに向上させることができます。

コースの目的:
• 日常会話から保育語彙
• 会話に重要なスキルのひとつ、リスニング力向上
• アクティビティを含む実技の取得

コース
専門英語コース
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コース
専門英語コース

CLIL: 教師のため
の資格
CLILコースは、CLIL（コンテンツ
と言語の統合学習）の概念を明
確にすることを目的とした教師
開発コースです。　教師が学生
が主題の内容（例えば歴史、地

理学と科学）と英語の両方を同時に学ぶのを手助けするこ
とを可能にし、すべてのシチュエーションでの言語学習経
験の機会を提供します

コースの目的:
•  主題の内容に必要な機能的および中核的な言語

取得
•  スピーキング、リスニング、リーディングの発達
•  発音の向上
•  タスクベースの学習アプローチを使って能力向上
•  さまざまな学習スタイルの理解と取得 

ビジネス
マネージメント英語
このコースは、中堅から上級管
理職の個人に適しています。

ビジネス英語のなかでもより詳しい語彙を使う方向けで
す。

ビジネス英語を以前に勉強したことがあるが特定のトピッ
クに特化する必要がある方のためこのコースは、学生が改
善する必要がある特定のスキル向上が見込めます。  

コースの目的:
•  どんな職種においてもより効率的に活躍できるため

の語学力向上。
•  電話対応、プレゼンテーション、フォーマルなメール

や手紙の書き方など、特定のビジネスに関するボキ
ャブラリー。

私は料理が大好きで同じ環境の友達をたくさん作るこ
とができたので、学生寮は本当に家にいるような気分で

楽しかったです。
- Abi from NIGERIA
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英語クラス＋ワー
クショップ
食べ物や料理に対する情熱を
持った学生にとって、英語クラス
とクッキングクラスの組み合わせ
は完璧なコースです。興味を持っ
ていることを英語で学ぶというこ

とは、早期の英語習得につながります。料理に使用される
語彙に焦点を当て、同様に、学生はコミュニケーションスキ
ルを向上させることができ、実践的な料理のスキルを学ぶ
ことができます。さらに、コースは学生の特定の要求に合わ
せて調整することができます。

コースの目的:
• 調理場で必要とされる語彙を学ぶ
• 実践的な料理体験で自信を高める
• 独自のレシピコレクションに追加する

英語クラス＋ワー
クショップ
従来の英語レッスンと加えてさら
に学びたい学生は、クリエイティ
ブイングリッシュコースをおすす
めします。クリエイティブイングリ
ッシュコースを選択することで、

学生は英語力を高め、興味のある科目や活動に関連する
語彙を効率よく学ぶことができます。

コースの目的:
• 日常での英語の活用
• 促す特定のワークショップ関連の語彙を学ぶ
• 学生達の技能関連スキルを上達させる

コース
専門英語コース
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コース
専門英語コース

法律英語
弁護士、法律専門家、法律を学
んでいる学生たちを対象として
います。このコースでは、国際法
などの専門的な法律に関連する
トピックを扱います。また、このコ
ースは国際レベルで効果的なコ
ミュニケーションを身につけるた

めに、実践に必要なスキルを育成する方法で設計されて
います。 

コースの目的:
• 学生が英語で契約書を作成できるようにし、クライア

ントの重要な情報を抽出できるようにする
• 法廷で使用されることばを学び、英語でクライアント

の為に事例を主張できるようになる
• 刑法、民法の違いを理解しディスカッションするため

に、学生にボキャブラリーを身につけさせる。同様に、
法曹界における用語の使用を奨励する。 

ファッション英語
ファッションコースは現在ファッ
ション業界で働いている、また勉
強している方向けです。このコー
スでは、ファッション業界で優れ
た能力を発揮するために必要な
ツールが提供されます。

多国籍ファッション業界内で自信を持って活動するために
必要な英語を学べます。

コースの目的:
• ファッションに関する材料名や、工程、さらには社会

性を高める為に必要な語彙の範囲を広げる
• 学生がデザインプロセスやビジネスに関連したプレ

ゼンテーションを準備し、提供するように奨励する
• ファッション業界で変化する流行を評価し、説明する

ために必要な語彙を提供する

最初は緊張していましたが、教師とスタッフは親切で
私はすぐに慣れることができました。また学校はロン
ドンの中心地にあります。私はRose of Yorkで楽し
い時間を過ごし、英語を自分に合った方法で学べる

ことが出来ました。どうもありがとうございます。
- Yuna from SOUTH KOREA
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医療英語
医療 従事者、大学生、一般的に 
医療 分野で働く人を対象として
います。同様に、このコースは、 
医療 従事者としてコミュニケーシ
ョンを正確で尚且つ明確にする
必要がある方にも適しています。

このコースでは、学生達は自分たちが特に専門とする分野
の専門用語をより上達、発展させます。

コースの目的:
• 現在の 医療 開発、治療および患者記録に関連する

記事を調べる
• 症状と診断について話し合う際や、メモや処方箋を

書くときに自信を持てるようにする
• 医学英語に特有の主要な用語と言語機能を使用し

てプレゼンテーションを行うように準備する
• 患者とのコミュニケーションを図り、患者を安心させ

る方法を学ぶ

石油・ガス 英語
経営陣、またはこの業界のエン
ジニアリング面に焦点を当てて
おり、石油・ガス業界で働く人に
適しています。

このコースでは、この業界で使
用されている語彙を学生に触れ
させることを目的としています。こ

の業界は多国籍性であるので、異なるアクセントに慣れる
ためリスニングスキルの向上にも焦点を当てます。

  

コースの目的:
• 学生たちの国際的なビジネス環境でのコミュニケー

ション能力を高める
• プレゼンテーションと要約スキルを学ぶ
• 石油・ガス業界に関連するさまざまなトピックを探り、

将来の動向を予測する

コース
専門英語コース
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コース
専門英語コース

営業・マーケティン
グ英語
マーケティングの専門家や母国
語が英語でない学生を対象とし
ています。このコースは、様々な
マーケティング環境で学生の英
語力を向上させることを目的とし

ています。

コースでは国際マーケティングコンサルタントまたは多国
籍企業で働く人に適しています。

また、マーケティングキャンペーンで人 と々共同で働く人や
国際的なクライアントを扱う人に最適です。

コースの目的:
• 計画、論議、マーケティング計画の設計と分析
• 広告に使用される言語を評価しながら顧客と消費者

の動向を理解する
• 宣伝資料を書いて、マーケティングキャンペーンを提

示するよう学生達に奨励する
• 会議を管理し、議論と交渉のスキルの習得

秘書英語
常に変化する環境に対応する
個人秘書として働く人のために
特別に設計されており、学生た
ちがそれぞれ学びたいポジショ
ンに関連性があるスキルを集中
して学ぶことが出来ます。Rose
of Yorkでは、学生たちの主要

分野の改善や目標の達成を手助けいたします。さらに、
試験対策の際に学生を指導し助言することができます（
例、Cambridge Business  -  BEC）。

コースの目的:
• 急速に変化するビジネス環境で学生が活躍できるよ

うにする
• 電子メール、ノート、レポート、電話で使用される機能

的な言語を学ぶ
• 多国籍な環境で必要な、リスニング力の向上

教師陣はみな親切で情熱を持っており、生徒たちもフレ
ンドリーですぐに仲良くなることができました。この授業

は私にとってとても意味のあるものでした。
- Toshinori from JAPAN
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観光・旅行・ツーリ
ズム英語
観光とホスピタリティ分野で働く
人を対象としています。同様に、
ホスピタリティー業界で使用され
るプロフェッショナルな言語スキ
ルを学びたいと思っている人へ

のおすすめのコースになります。このコースは、様々な状況
でより効果的に世界中の顧客やクライアントとコミュニケー
ションをとること（話すことや、書くことの両方）でより必要な
専門用語を学生に備えさせるために設計されています。

コースの目的:
•  事例研修やロールプレイングに参加する。
•  ゲストとスタッフを管理し、プロモーション資料を作

成し、レポートを作成し、顧客満足度調査を実施する
ための言語スキルを学ぶ。

•  ホテルやキッチンで使用する語彙や、顧客の苦情や
お客様へ何かをお勧めする際などの状況に応じた
実用的な言語を学ぶ。

大学準備コース
各コースは、学力、英語力、

そして科目別のモジュールを

組み合わせています。

また大学で進学しようとしている
特定の学位について学術的に学んだ学生向けのコースで
す。

Rose of Yorkは、学生が申請プロセスに備えるために主要
大学と提携しカリキュラムを組んでいます。

コースの目的:
• 大学入試に必要なIELTS試験の対策
• 日常会話から受業に必要な基本的な英語知識
• 一般英語の応用力の習得
• エッセイや論文執筆および長文読解
• 課題別の専門用語の習得 

コース
専門英語コース
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コース
専門英語コース

ワーキング
プログラム
あらゆる専門的な現場で成功す
るスキルを提供します。私たちは
さまざまな対話式の課題を通し
て、学生達に専門分野で必要な

英語を教えます。これらのコースは、さまざまな仕事の状況
や環境で成功するために必要な言語スキルと機能の発展
に焦点を当てています。経験豊富で献身的な教師は実践
的なロールプレイを通して、仕事の現場で使用される言語
を教えます。

コースの目的:
• 一般英語からビジネス、専門英語まで幅広いコース

を選択できます。
• 個別レッスンでの面接練習やCV添削
• 新しい仕事と新しい生活

ユースモビリティ 
プログラム（YMS）
このプログラムは、非EUの学生
を対象としています。

働く機会が欲しい非EU圏の国
籍を持つ学生が、英国で限られ

た期間留学することができます。

※国ごとに異なります。インターンシップや職業紹介はさま
ざまな業界で行われているため、ロンドンの中心部で新し
い生活を始めることができます。

コースの目的:
• 18～30歳まで申し込み可能
• 主にアジア圏の日本、韓国、中国、台湾、ベトナム、タ

イの国籍を持った生徒を対象としています。

生徒と教師の距離が近い関係でいられるこの学校を私
はとても気に入りました。

- Salvador from PERU
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コース
試験対策コース

IELTS コース
International English Language Testing System（またはIELTS）は、英語力の標準化されたテスト
です。 IELTSは世界中で最も人気のある英語試験の1つです。 IELTS試験は、AcademicとGeneralと
いう2つのタイプの試験があります。

IELTS（International English Language Testing System）対策コースでは、IELTS試験の適切な知
識を身に付けることで、あなたが必要なスコアを達成します。イギリスの大学進学にはIELTSがしばし
ば必要とされます。あなたの希望する大学のコースによっては、入学を許可されるために最低限のス
コアを求められる場合があります。 IELTSは最も人気のある英語試験準備コースの1つです。但し、有
効期限は2年間ですのでご注意ください。

コースの目的:
• 試験を全うするために必要なテクニックと戦略を開発し、生徒が討論的な学問エッセイを書い

て、他のスキルの中から選択したトピックについて2-3分間話せるようにするための語彙と機能
を学びます。

• 定期的な練習テストを通してIELTS試験の構造と要求を準備し、進捗を評価し、可能な限り最
高のスコアを達成するために必要な語彙、テクニック、スキルの特定の分野を特定する。

Cambridge 検定コース
この検定は、レベル別に分かれています。：PET、FCE、CAE、もしくはケンブリッジビジネス検定（BEC）
の対策コースを受講することができます。

学生たちは英語力を証明するために職場にてケンブリッジ検定の資格を提出する必要な場合があり
ます。さらに、Cambridge Exam Certificatesは期限がなく一生有効な資格です。ただし、もしその証
明書が2年以上前の場合、受け入れない機関もあります。

コースの目的:
• 必要なスキルと技術を上達と、言語の知識と機能を学習
• FCEまたはCAE試験の構造と要求を理解する
• 定期的なテスト練習での試験対策の実施



21

コース
個人レッスン
各自のニーズに合わせて構成されたコースを通して各学生の個々のニーズ
を満たし、英語の迅速で個性的な進歩を確実にします。
個別レッスンは、学生の目的にあわせ講師がカリキュラムを作成します。

よって集中的な勉強環境で、できる限り早く英語を上達させたい学生に最適です。

コースの目的:
• 生徒一人ひとりに合わせた目的の上達、向上
• 専門分野の知識、能力向上
• 個人的な問題点の改善、訂正。また生徒の継続に適応するためのスケジュール設定
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英語を上達させるという共通の目標を持っ
て、様々なグループのニーズを満たすコース
をカスタマイズ
グループコースは、学習者の正確なニーズを満たすように
パーソナライズされ、専門的な講師による授業展開です。

学生は、様々なコミュニケーション活動やインタラクティブな
プロジェクトやタスクを通じて、自分たちの言語学習を実践
することができます。

コースの目的:
• 様々な年齢、グループ形態を受け入れます
• グループごとにカリキュラムや学習したい項目を選

択可能
• グループ学習だから可能なコミュニケーション能力

の向上
• 様々な国籍の生徒と触れ合うことによる文化体験

コース
団体入学
様々なタイプのグループでの入学ができるコース。

生徒が必要とする英語の文法と語彙を学ぶ。
ロンドンとイギリスの文化での生活に慣れる。

私は1年近くRose of Yorkで楽しく勉強しました。私
は教育の質、教師のプロ意識、スタッフのメンバー、
そしてもちろんおもしろくて楽しい社交イベントで、私
はたくさんのことを学び、本当に英語が話せるように

なりました。
今は私の英語に自信を持つようになりました。

- Aizhamal from KYRGYZSTAN



23

サービス
ホームステイ
ホームステイだから実現できるイギリスの文化や生活習慣、そして生きた英語をもっと学びたい
方へ。ロンドンの中心部にある快適なホームステイ先をご紹介します。私たちが紹介しているすべ
てのホームステイは施設担当者たちが日々調査を行い管理しています。

Rose of Yorkはより充実した留学生活を送れるように、学生のご希望に沿ってホームステイ先を
選びます。また、いくつかのホームステイ先はRose of Yorkの学生を長年に渡り受け入れてきま
した。

学生寮
ロンドンで学校の友達以外の人とも交流の輪を広げたい方へ。

様々な国から集まった学生が滞在する学生寮。本校では部屋タイプや場所のご希望に沿ってご案内
いたします。
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サービス
課外アクティビティ
Rose of Yorkでは文化体験、伝統的なティパーティーから

ロンドン及び郊外の観光やナイトパーティを提供しています。

世界中に友だちができる
ソーシャルイベントの主催者（通常は教師）は、

常に学生を同伴し、全員が参加して楽しい時間を過ごすようにする
ことを誇りにしています。

これは楽しみながら英語を練習するための最良の方法の一つで
す。Rose of Yorkでは、学生たちは世界中に友だちをつくり、また学
校を卒業してからもずっと続くでしょう。
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サービス
ロンドンのイベント

London Fashion 
Week
毎年2回、2月と9月にロンドンで
開催される衣料品見本市です。ニ
ューヨーク、ミラノ、パリとともに、「
ビッグフォー」ファッションウィーク
の1つです。

London Film 
Festival
ロンドン映画祭は、英国で開催さ
れる毎年恒例の映画祭で、英国
映画協会の協力を得て10月下旬
に開催されます。

Christmas in 
London
ロンドンではクリスマス期間にた
くさんのイベントがあります。家族
と過ごすのが一般的ですが、そ
のほかに花火やマーケットなども
盛んです。 

Hyde Park 
Winter 
Wonderland
入場は無料で、遊園地のアトラ
クションや、サンタランド（サンタ
の洞窟を含む）、またはクリスマ
スマーケットを楽しむことができ
ます。

Valentine’s Day 
in London
ロンドンでは男性が女性に花束
を渡す、ヴァレンタインデー。街中
にお花が溢れる素敵な日。

Guy Fawkes
11月の最初の2週間は壮大な花
火大会で空が明るくなります。街
のいたるところに見られる、焚き
火の夜のあいだに輝く魅惑的な
ショーを見逃しなく！

Open House 
London
年間1週間、市内の最高の建物
の大部分は開放されており、一
般には無料です。 Open House
Londonは見逃せないイベントで
す。800棟以上の建物内で行わ
れています。

Royal wedding
ハリー王子とメーガン妃はウィン
ザーにて結婚式を挙げました。イ
ギリスの国全体でお祝いをする
ロイヤルウエディングはまさにイ
ギリスを象徴するイベントです。
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サービス
学生福祉
Rose of Yorkでは学生の福祉が最優先事項です。 
管理担当および指定福祉職員は専門の資格を持ち、学生を支援するために常にサポートを行っています。

私たちはロンドンでの勉強と生活に関して彼らが必要とするすべての援助、サポートとアドバイスをしてい
ます。

自信のサポートで皆さんを受け入れています！

何でもお気軽にお問い合わせください！
私たちは常に皆様に素敵なサポートを提供しています。

英語学習に集中できるよう、最適な環境のRose of Yorkでお待ちしています！ 
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問い合わせ

Find Us

Rose of York 
Language School 
ローズオブヨーク語学学校

住所： 45 Oxford Street, 
London, W1D 2DZ

電話： +44 (0) 207 434 0643

メール： hello@roseofyork.com

Website: www.roseofyork.com



www.roseofyork.com

hello@roseofyork.com

+44 (0) 207 434 0643

45 Oxford Street, London, W1D 2DZ


