
社会文化研修

Oxford 学府の都

Cambridge 学府の都

グリニッジ天文台
グリニッジ標準時を決める天文台

London

Canterbury Cathedral
カンタベリー大聖堂
英国教会の総本山

Windsor Castle
900年以上の歴史を誇る
ゴシック建築の王城

Hampton Court Palace
テューダー様式建築の代表、
１６世紀ヘンリー八世の宮殿

Eton College
英国一の名門男子
パブリックスクール

Stonehenge
ソールズベリー平野にあるヨー
ロッパ随一の巨石遺跡文化

Bath
ローマ時代に浴場を建設

Cotswolds
時の流れが止まってしまったよ
うな緑の丘に点在する小さな
村々、イギリスの中世の名残

Stratford-upon-Avon
Shakespeare Museum
イギリス１６世紀ルネサンス
の華シェイクスピアの生家

Warwick Castle
英国15世紀の城

Liverpool
世界文化遺産海商都市
ビートルズ博物館

Blenheim Palace
バロック様式建築の傑作 世界
遺産、チャーチル英国元首相が
生まれ、幼少時を過ごした宮殿

社会文化研修では、英国の歴史と伝統について
学びます。

York Cathedral
ヨーク大聖堂
英国教会（北部）の総本山

Scotland
産業革命以前より科学・技術の中心地であったが、何故か時代

の波に取り残されたような手つかずの実直な美しさが楽しめる

Wales
アングロサクソン系とは異なる
ケルト系民族文化が色濃く残り
自然や歴史遺産が多い

中学生・高校生の英国留学事前学習

http://www.etoncollege.com/Home.aspx
https://hep.eiz.jp/movie-font/


下記はケンブリッジ市から日帰り、または１泊旅行で見学可能な場所の例です。
・ イギリスの電車の時間表 https://www.thetrainline.com/train-times
・ イギリスの電車の時間表および料金 https://www.thetrainline.com/

Cambridgeから公共交通機関を利用して－
 約1時間

 London 欧州連合最大の都市。フリーマーケットや高級店、象徴的な史跡、ファッションやアートの最先端が入り混じる

 約2時間
 Cotswolds 時の流れが止まってしまったような緑の丘に点在する小さな村々、イギリスの中世の名残
 Oxford 英国のもう一つの学府の都

 Hampton Court Palace テューダー様式建築の代表、１６世紀ヘンリー八世の宮殿

 Windsor Castle 900年以上の歴史を誇るゴシック建築の王城

 Eton College 英国一の名門男子パブリックスクール

 Greenwich Observatory グリニッジ標準時を決める天文台

 約3時間
 Warwick Castle 英国15世紀の城
 Blenheim Palace バロック様式建築の傑作、世界遺産、チャーチル英国元首相が生まれ、幼少時を過ごした宮殿
 Canterbury Cathedral カンタベリー大聖堂、英国教会の総本山

 Stratford-upon-Avon, Shakespeare Museum イギリス１６世紀ルネサンスの華シェイクスピアの生家

 York Minster ヨーク大聖堂、英国教会（北部）の総本山

 約4時間
 Liverpool 世界文化遺産海商都市、ビートルズ博物館

 Wales アングロサクソン系とは異なるケルト系民族文化が色濃く残り自然や歴史遺産が多い

 Bath ローマ時代に浴場を建設

 Stonehenge ソールズベリー平野にあるヨーロッパ随一の巨石遺跡文化

 5時間以上
 Scotland 産業革命以前より科学・技術の中心地であったが、何故か時代の波に取り残されたような手つかずの

素朴さが楽しめる

英国の見どころ

中学生・高校生の英国留学事前学習
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紀元前にブリテン島に侵入していたローマ人が、テームズ河畔に「沼地の砦」を造り、沼地をラテン語でロンディニウムと言った。それがロンドンの街の
名前の語源となった。人口800万人以上の屈指の世界都市であり、芸術、商業、教育、娯楽、ファッション、金融、メディア、観光、交通といった
広範囲にわたる分野において強い影響力をもち、ニューヨークと並び世界をリードしている大都市である。
ウェストミンスター寺院やバッキンガム宮殿、世界一の収蔵を誇る大英博物館にもぜひ足を運んでみたいもの。ピカデリー・サーカスやウエストエンド
には、エンターテインメントが集結。ロンドンっ子に混じって、にぎやかな街を散策しましょう。

社会文化研修 ロンドン

The British Museum
大英博物館

The National Gallery ナショナル・ギャラリー

The Buckingham Palace バッキンガム宮殿

大英博物館の起源は、古美術収集家の医師ハンス・スローンの収集
品にさかのぼり、収蔵品は多くは個人の収集家の寄贈によるものである。
世界最大の博物館の一つで、古今東西の美術品や書籍や略奪品な
ど約800万点が収蔵されているが、そのうち常設展示されているのは約
15万点である。収蔵品は美術品や書籍のほかに、考古学的な遺物・
標本・硬貨やオルゴールなどの工芸品、世界各地の民族誌資料
など多岐に渡る。イギリス自身のものも所蔵・展示されている。余りに多
岐にわたることから、常設展示だけでも一日で全てを見ることはほぼ不
可能である。

バッキンガム宮殿は、イギリスのロンドンにあるイギリス王室の宮殿。
外周護衛を担当する近衛兵の交代儀式を見物出来る、ロンドンで最大の観光名所。宮殿はエリザベス女
王のロンドンの公邸であり、女王の執務の場でもあり、ロイヤルファミリーが諸外国からの賓客を迎える際の迎
賓館でもある。
約1万坪の敷地を誇り、舞踏会場、音楽堂、美術館、接見室や図書館等が設置されている。
部屋数は、宴会場19、来客用寝室52、スタッフ用寝室188、事務室92、浴室78、部屋総数775である。
宮殿に勤務する人は約450名。

1824年に設立され、13世紀半ばから1900年までの作品2,300点以上を所蔵
文化・メディア・スポーツ省 の非省公共団体 (非政府部門公共機構) である。
そのコレクションは大衆に広く公開されており、特別な企画展示をのぞいて入館は無料となっている。
ただし、維持管理費用の一部を寄付でまかなうため、寄付を募る箱が入り口ほか数カ所に設けら
れている。 ナショナル・ギャラリーは、コレクションの基礎が王室や貴族のコレクションの由来ではない
という点で、ヨーロッパでもあまり例のない美術館である。

下記は代表的な場所をご紹介しています。全てを見学することはできません。社会文化研修ツアーは団体行動です。
ルールを守って、事故に遭わないよう、気を付けて行動しましょう。集合場所、集合時間は厳守しましょう。

中学生・高校生の英国留学事前学習
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社会文化研修 ロンドン
The Kensington Museum  

ケンジントン博物館

The Hyde Park  ハイドパーク

The Oxford Street  
オックスフォード通り

1851年ロンドンで開催された万国博覧会を契機とし万博の収益や展示品をもとに、
イギリスの産業美術，工芸，工芸教育を発揚するために、1852年に産業博物館と
して開館した。
1851年の万国博覧会で欧州諸国に比して英国の産業製品のデザインの質が著しく
低いことが指摘され、公衆の「趣味」を教育によって啓蒙し高めるべきであるという議論
が沸き起こり、装飾美術館（Museum of Ornament Art)と改名し、1857年、現
在のサウス・ケンジントンに移転しサウス・ケンジントン博物館と名を改める。
もともと、ヴィクトリア朝の産業・技術の発展を背景に、イギリスの工芸品やインダストリア
ルデザインの質を高め、工業の振興を図るための博物館として構想された。
ビクトリア朝時代の植民地拡大により，内外の美術工芸品，珍品が多く収集され，
57年博物館の複合体として現在地に建設された〈サウス･ケンジントン博物館〉に移る。
その後も収蔵品は増大し，99年，増築工事の定礎式の際，ビクトリア女王は夫君
アルバート公の名を連ねた現在の名称を与えた。

ロンドン中心部ウェストミンスター地区からケンジントン地区にかけて存在する王立公園の1つ
サーペンタイン・レイクにより敷地は二分されている。総面積は350エーカーの巨大な都市型公園。
1851年には世界初の万国博覧会であるロンドン万国博覧会の会場となった。

オックスフォード・ストリートは、古代ローマブリタンニア時代に軍事
道路の一部として、ロンドンの主要な道路となって以来、1500
年以上の歴史を誇る。ロンドン市中心部ウエストミンスター区を
東西に貫くロンドンの大動脈であり、7.5ｋｍの一直線の道路
である。年間2億人以上が訪れる、ヨーロッパで最も人通りが多
いストリートであり、
300以上の店舗が
連なる世界的な
ショッピング・ストリート
として有名である。
オックスフォード・
ストリートは、12月の
最初の土曜日に限り、
歩行者天国となる。

中学生・高校生の英国留学事前学習
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ウェストミンスター宮殿にある時計塔の名称。
言わずと知れたロンドンの象徴です。
鐘の音は学校のチャイムと同じ。

エンターテインメント施設や店が密集。
観光客や買い物客で常ににぎわってい
ます。エロスの像は記念撮影スポット。

様々なイベントで賑わう巨大な広場。
クリスマスのツリーが有名です。
高くそびえるネルソン記念碑がシンボル。

ウィリアム1世によって、
要塞兼宮殿として建造されました。
王族たちの悲劇の場所として
知られます。

100年以上もの歴史がある跳ね橋。
タワーの高さは約40m。
左右にあるゴシック様式のタワー内部に
は展望通路・歴史博物館が。

上空約135mからロンドン市内の絶景
が楽しめる、テムズ川のほとりにある世
界最大の観覧車。
2000年のミレニアム・プロジェクトで誕
生しました。

ヴィクトリア女王の夫である、アルバート
公に捧げられた歴史ある演劇場。
約8,000人を収容できます。

優雅なカーブの建物が特徴。
道沿いに並ぶ老舗の名店でショッピングを楽
しみましょう。

行政、商業、文化施設が集中している地区。
劇場や歌劇場が多く、観光客にも人気。

ロンドンの見どころ

英国王室の戴冠式などが行われるイギリス
国教会の教会です。ゴシック建築の壮麗な
建物で、ダイアナ元妃の葬儀も行われました。
政治家などが多数埋葬されている。国会議
事堂が隣接している。

マリー・タッソーが創立した蝋人形館。
歴史上の人物や政治家、芸能人などを精巧に再現。

中学生・高校生の英国留学事前学習



オックスフォードの見どころ


オ ッ ク ス フ ォ ー ド

詩人マシュー・アーノルドが「夢見る尖塔の都市」と表現した12世紀に
遡る、英語圏最古の学府の都です。

クライスト・チャーチ
Christ Church
“The House”との呼び名でも有名な、
オックスフォード最大のカレッジ。
カレッジ内にある大聖堂のステンドグラ
スや、映画「ハリー・ポッター」の撮影で
使われた大学の食堂などが有名です。

アッシュモリアン博物館
Ashmolean Museum
荘重な新古典様式の博物館内には、
園芸家のジョン・トレイドスキャント親子
が17世紀に収集を開始した美術品・
アンティークのコレクションがおさめられて
います。

オックスフォード周辺は、水のある浅瀬があり、
Ox 「雄牛」がford 「浅瀬を渡る」通過点でした。
その意味をとって、Oxford と地名がつきました。

オックスフォード大学図書館
Radcliffe Camera
この建物の地下6階までが図書
館になっている。
1737年に着工し、完成までに
10年以上かかった。

ハリー・ポッター・カレッジの礼拝堂

オックスフォード

中学生・高校生の英国留学事前学習



ケンブリッジでもっとも有名なカレッジ。
キングス・カレッジ・チャペルは他の建物より200年近く
古く、世界最大の扇形ヴォールトの美しさと繊細さに
は圧倒されます。

世界で屈指の博物館。
アンティーク、工芸品、コインやメダル、
写本や書籍、そして絵画や素描の5つ
の部門があり、モネやルノワール、ピカソ
といった巨匠の絵画も見れます。

これまで31人ものノーベル受賞者を輩出した
ケンブリッジ大学カレッジ群の1つ。
かの有名なニュートンも卒業生の1人で、カレッジ
の中には「ニュートンのリンゴの木」があります。

ケンブリッジの語源である「ケム川(River Cam)で
のパンティングはケンブリッジ名物の一つ。
船から見える景色は一味違うケンブリッジを味わ
うことができます。
カレッジの中庭や学寮の窓から、ケム川でのパン
ティングを眺めることができます。

街を流れるケム川に沿って、
緑あふれる美しい風景が広がる、

英国の伝統を感じる学府の都です。ケム川に橋（ブリッジ）を架けることにより町は発展し、ケンブリッジという町の名前
の由来になりました。人口13万人弱の市にケンブリッジ大学の学生数は約2万5000人を占める学生町です。

サイエンス発祥の地ケンブリッジ
中学生・高校生の英国留学事前学習

http://www.pbase.com/compuminus/cambridge


フィッツウィリアム博物館

中学生・高校生の英国留学事前学習
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ブライトン Brighton

ポーツマス Portsmouth

イギリスのイングランド南東部に位置する都市。
知名度・規模ともにイギリス有数の海浜リゾートである。観光都市であることから、
ホテルやレストラン、エンターテインメント施設が多数あり、これらの施設を活かした
ビジネスカンファレンスなども頻繁に開催されている。このほかの側面として、大学や
語学学校をはじめとする教育施設が多く、このため学生が多い。
ロイヤル・パビリオンやパレス・ピアなど見学できる場所が多い。
政党による年次大会を中心として、ブライトンでは数多くの会議も開催される。ま
た、スポーツやレジャー施設の種類も豊富で、中でもサイクリングやモータースポー
ツが盛んであるため、毎年ロンドン-ブライトン間のレースが開催されている。

イングランド南部の海岸に位置する港湾都市ポーツマス。
人口は約20万人。ポーツマスの港は歴史的な軍港であり、
いまだに現役の、世界一古い乾ドックもあります。
ポーツマスは日本人学生が少ないことも特長です。

「ハリー・ポッター」のロケ地 ヴァージニア ウォーター
Virginia Water

ハリー・ポッターの映画「アズカバンの囚人」、「炎のゴブレット」のロケ地
森林に囲まれた美しい湖で17世紀から存在し、ジョージ4世に贈呈されたと
いうローマ時代の遺跡もある。
ここは観光地ではないため、観光客にはあまり馴染みはないが、地元の
人々の憩いの場で、森に囲まれ、自然を満喫できる素敵な散歩道です。

ブライトン

Virginia Water

中学生・高校生の英国留学事前学習



ロンドン近郊のハートフォードシャーにある、ワーナーブラザーズの人気テーマパーク
イギリスロンドン中心部から少し離れた場所にハリーポッターの撮影スタジオを一般公開する「ハリーポッター・ワーナーブラザーズスタジオ
（Warner Bros. Studio）」
1990年代のイギリスを舞台に、魔法使いの少年ハリー・ポッターの学校生活や、宿敵闇の魔法使いヴォルデモートとの因縁と戦いを描いた
イギリスの作家J・K・ローリングによる児童文学作品である「ハリー・ポッター」の、世界中で愛され続ける魔法と冒険のファンタジーを再現した
ものである。

ハリー・ポッター・ワーナー・ブラザーズ・スタジオ
Harry Potter Warner Brothers Studio

ストラットフォード・アポン・エイヴォン
Stratford-upon-Avon
イギリス16世紀ルネッサンスの華ウィリアム・シェイクスピアの故郷 シェイクスピア劇演出においては、

世界一の権威を誇るロイヤル・シェイクスピア劇場

ブレナム宮殿
Blenheim Palace

イギリスを代表するバロック様式の宮殿。スペイン継承戦争
で将軍ジョン・チャーチルが宿敵フランス軍を破った功績を讃
えてアン王女から贈呈された。戦場となったブレンハイム
（英語名ブレナム）より宮殿の名前が付けられた。その後
チャーチル家の居城となり、1873年に首相ウィストン・チャー
チルが誕生した場所としても知られている。チャーチル首相
の生まれた部屋や英国の公爵の華やかな生活ぶりを垣間
見ることができる。

オックスフォード
ブレナム宮殿

中学生・高校生の英国留学事前学習
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人々が自然とともにのどかな暮らしを営むコッツウォルズ。緑の丘と愛らしい家、時が止まったかのような
田園風景は、絵本の世界そのまま。北はチッピング・カムデンから、南はカッスル・クームまで約160ｋｍ
にわたって美しい村々が点在しています。ナルニアへと繋がる洋服ダンスのある古い石造りの家、時計を持
ったうさぎが走って行く丘陵地帯、霧に霞むホグズミード村、そしてホビット・ドワーフ・エルフの世界
「ナルニア国物語」の一場面を思い起こさせる村、絵本から抜け出したようなコッツウォルズの家並み

歴史と不思議のイギリス
ストーン・ヘンジ & バース
Stonehenge & Bath

ストーン・ヘンジとは？
ソールズベリー平野のほぼ中央にあり、紀元前に３段階に
分けて造営されたと考えられていますが、未だに造った目
的などが謎の遺跡。世界遺産の神秘的巨石群です。

上流社会の保養地であったバース。
当時の栄華を思わせる三日月型建
築のロイヤル・クレッセント、社
交場だったパンプ・ルームなどは
必見。

ローマ人が造った浴場は世界遺産

コッツウォルズ はちみつ色の小さな村々

ボーントン・オン・ザ・ウォーター
コッツウォルズで最も人気のある村。５００羽以上の鳥のひそむ森林、川、そしてガーデンが素晴らしいバードランド公園及び周辺の庭園など、
澄んだ川に架かる人目を引く低い橋は非常に可愛らしく、老若男女誰もが楽しむことが出来る村です

ストｳ・オン・ザ・ウォルド
アンティーク・マーケットの中心地として有名。ここ
は丘の上に砦を築いて定住していた先史時代にまで遡
ることができる歴史の深い街。コッツウォルズ産の石
材で造られた家や、店、宿屋に四方を囲まれた、大き
なマーケット広場は、何世紀にもわたり町の生活の中
心である印象的なエリアです。
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