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イングランドサッカーツアー2015 
～ グローバル人材への第 1歩 ～ 

  

≪サッカーの聖地イングランドで、 

日本では感じることの出来ない 

貴重な時間を過ごしませんか？≫  

 

主催:  株式会社 GLOBAL ACTION     

協賛:  NPO 法人 Heart Link Project 

現地コーディネート： 英国法人 United Global Partners 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 約 1 週間のサッカー ＋ 観光 ＋ 英会話 充実した短期留学ツアー！！ 

 15 年以上の英国サッカーツアー開催実績がある英国法人ユナイテッド グローバル パートナーズ

社と協力！ 日本人スタッフが全日程に帯同し、通訳等の特別、安心サポート！！ 

 提携・公認スクールではない、チーム主催の公式サッカースクール*に参加可能！ 

※2014年開催時 チェルシーFC（プレミアリーグ所属）のトレーニングに参加！ 

 クイーンズ・パーク・レンジャーズ（1部リーグ所属）のトライアルに参加！※2013 年開催時 

 世界最高峰と言われるプレミアリーグスタジアムツアー*＋本場ロンドンでサッカー試合観戦*！ 

※ 2013 年開催時 チェルシー スタンフォードブリッジ訪問 2014年開催時 ウェンブリースタジアム訪問 
※ 日程により、対戦相手、リーグ等変更あり。  ※ 2013年開催時 Brentford vs Celtic 試合観戦。 

 弊社でしかできない独自の ‘サッカー×実践英語’ コンビネーションプログラムの提供！ 

 参加者が 10人超えると現地チームと練習試合開催！！  
     ＊ 本ツアーは特別な事情や参加人数状況により中止またはプログラム内容を変更して実施する場合もあります。あらかじめご了承ください。 
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【募集要綱】 
 

 

開催期間 2015 年 7 月 21 日～2015 年 7 月 28 日 (予定) 

開催地 ロンドン各地 

滞在場所 帝京ロンドン学園 Framewood Road,Wexham,Buckinghamshire SL2 4QS UK 

TEL:+44(0)1753-663712/FAX:+44(0)1753-663819 

観光場所 ロンドン塔 大英博物館 ウェストミンスター寺院 バッキンガム宮殿 等 

参加年齢対象 11 歳～13 歳 

参加費用 未定 ＊参考費用（2014 年度）400,000 円（税込） 

募集人数 10 人～20 人 

申込締切 2015 年 5 月末（予定） 

説明会（予定） 2015 年 5 月中旬＊個人対応も承ります(予定) 

費用振込 2015 年 6 月初旬(予定) 

#参加費用は参加人数により変更の可能性がありますのでご了承ください 

 

 

参加費用に【含まれる】もの サッカースクール参加費、滞在費、通訳費用、 

コーディネーターフィー、バス貸切、食費、 

試合観戦、ロンドン観光費用、 

英語授業料、コーチング費用 

スタジアムツアー、 

帯同スタッフ・サポート料金 

参加費用に【含まれない】もの 関西国際空港までの交通費 

海外旅行保険（希望者のみ手配も可能です） 

通信費、サッカー用具費、 

お小遣い、最終日の昼食代 

プライベートで使用する飲食代 
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イングランドサッカーツアー2014 日程表サンプル【昨年度実施版】 

日程表 期間：2014/07/20(金)～07/27(金) 7 泊 9 日間                             宿泊場所 

7/20（日） 関西国際空港出発 23:05 発 カタールドーハ経由    

7/21（月） ロンドンヒースロー空港着 12:00   

  スタジアムツアー（ウェンブリースタジアム）   

  バスにて帝京ロンドン学園に移動   

  夕食 18:00 帝京ロンドン学園 

7/22（火） 朝食(7：00) 7:45 出発   

  チェルシーサッカースクール 9：00 開始   

  昼(パックランチ）   

  チェルシーサッカースクール 15：30 終了予定   

  夕食（ロンドン市内） （スクール会場から公共交通機関移動）   

  試合観戦（Barnet vs Brentford FC 19:45 kick off)    

  バスにて帝京ロンドン学園に移動 帝京ロンドン学園 

7/23（水） 朝食（7：00）7:45 出発   

  チェルシーサッカースクール 9：00 開始   

  昼食(パックランチ）   

  チェルシーサッカースクール 15：30 終了予定   

  夕食（18：00）   

  英語授業 (19:00～20：00） 帝京ロンドン学園 

7/24（木） 朝食（7：00）7:45 出発   

  チェルシーサッカースクール 9：00 開始   

  昼食（パックランチ）   

  チェルシーサッカースクール 15：30 終了予定   

  夕食（16:00)   

  英語授業 (19:00～20：00） 帝京ロンドン学園 

7/2５（金） 朝食（7：30）8：30 出発 （タクシー、公共交通機関使用）   

  ロンドン観光（大英博物館、キングスクロス、   

  ウェストミンスター寺院、バッキンガム宮殿とその周辺）、買い物   

  昼食（ロンドン市内にて）   

  練習(QPR にて） ※スケジュールの変更あり   

  夕食（外食） 帝京ロンドン学園 

7/26（土） 朝食 8：00   

  英語授業 (9：30～10：30）   

 バスにてロンドンヒースロー空港に移動   

 ロンドンヒースロー発    

  カタールドーハー経由 機内泊 

7/27（日） 関西空港到着 17：25   

 ※時刻は全て現地時間です。  

 ※スケジュールは変更となる場合がありますので、ご了承ください。  

 ※ロンドンの全ての日程において、バイリンガルの日本人スタッフが帯同します。  

※雨天場合は人工芝グランド・体育館を使用する可能性もありますので、トレーニングシューズをご持参ください。 

※各自旅行傷害保険にご加入下さい。  

◆宿泊先    

(1)帝京ロンドン学園 Framewood Road, Wexham, Buckinghamshire SL2 4QS UK 
  

TEL:+44(0)1753-663712 ／FAX:+44(0)1753-663819   

◆緊急連絡先   

UGP: 佐伯 携帯+44(0)7809-565-974 
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過去にイングランドサッカーツアーに参加された方の声 

★サッカーの練習について 

 カテゴリー別の練習に参加できて自分と同じレベルの選手

と一緒にプレーできて楽しかった！ 

 イギリス人は身体が大きくフィジカルも強いのにスピードもあ

って凄いと思いました！ 

 練習から激しいプレーをしていてびっくりした！ 

 観光も楽しかったけど、もっともっとサッカーしたかったです！ 

 

 

★英語について 

 一緒にサッカーをしたイタリア人も英語を話せていたので、

僕ももっと勉強をして英語話せるようになりたいです。 

 最初は全然聞き取れなかったけど、最後の方はなんとなく

言っている意味が分かるようになってきました！ 

 英語が話せたらもっとサッカーでも良いプレーが出来たと思

うので悔しかった。 

 英語の授業もサッカーボールを使いながらで分かりやすかっ

た。 

過去にイングランドサッカーツアーに参加された方の保護者の声 

  10 代の内に海外に行き英語の必要性を感じて欲しい！

と考えていたので良い機会でした！ 

  現地通訳の方が非常に良いサポートをしてくれたと息子

から聞きましたが、親としてはもっと息子を困らせるくらい厳し

くても良かったかも。 英語を使わなければならないような状

況をもっと作ってくれたらありがたかったです。 

  帰国後、英語に取り組む姿勢がポジティブになったので良

かったです。 

  渡英中、英語の聞き取りが出来なかったのが悔しかった

みたいで、帰国後リスニングを猛勉強！ リスニングの成績

だけアップしました（笑）是非、来年も参加したいです。 
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Q1.  英語はまったく話せませんが、参加できるでしょうか？ 

A1.  ご安心ください。全日程中バイリンガルスタッフが帯同しますので、観光中も安全です。 

 

Q2.  息子はサッカーにしか興味がなく英語に関心を持たないのではないかと心配なのですが。 

A2.  本プログラム構成にある英語授業は天気が良ければロンドン３大公園のひとつでもあるグリーンパークや

 宿泊先の帝京ロンドン校様の校庭でサッカーボールを使いながら英語の勉強するなど工夫を凝らしており

 ます。サッカーをきっかけに英語を好きになって頂く、興味を持って頂く絶好の機会です。 

 

Q3.  英語の先生ってどの様な人ですか？ 

A3.  英語だけに関わらず本プログラムで手配させていただいている方はすべてその分野での資格保持者です。2013

 年度の先生はプライベート英会話レッスンエキスパートの英国法人 PS English社代表取締役のピーターバース

 ティン氏（ケンブリッジ大卒）に依頼し大変ご好評をいただいております。 

 

Q4. サッカーのコーチのレベルは？ 

A4. 現地のコーチは全員 UEFA のコーチングライセンス資格保持者です。 弊社でよく依頼をしているリチャードアレン

 氏は現役のプレミアリーグスカウトであり、現イングランドサッカー協会で各年代の育成ダイレクターを務めるなど、プ

 レミアリーグに何人もの選手を輩出したコーチです。 

  ＊同じコーチ・先生が必ず確保できるわけではありませんが、同等なレベルの方に毎回来ていただいています。 

 

Q5. イングランドでの食事が不安なのですが？ 

A5. 昔からイングランドの食事は美味しくないとよく言われていますが、近年は食文化の発達により以前と比べ

 改善してきています。加えて本ツアーの宿泊地である帝京ロンドン学園様では普段から現地日本人高

 校生に対し食事の提供をしている為、日本人シェフ監修のもと日本人の舌にも合う料理を食べることが

 出来ますのでご安心ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAQ  よくある質問 
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【お問い合わせ先】 

サッカー、英語、イングランド 1 つでもご興味のある方！まずはご連

絡ください！他社ではできない素晴らしい体験を提供致します！ 
 

株式会社 Global Action 

TEL: 0743-52-6060 

FAX: 0743-52-6065 

Email: info@ga13.co.jp 

 

mailto:info@ga13.co.jp

