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あなたの夢を応援します！

本校は単なる語学学校としてではな
く学生一人ひとりの夢や目標を達成
するための架け橋となればと願って
います。

ICOT College (アイコット・カレッジ)
はアイルランドの首都ダブリンの中
心部に位置する語学学校です。様々
なリサーチにより本校のサービスは
より良いものへと日々変化しており、
学生一人ひとりのニーズに合わせた
コースを提供しています。

入学過程から学校で経験できるアク
ティビティーを融合し語学力を向上
させるだけでなく、文化的そして社
会的な側面からも留学という経験を
最大限に楽しんでいただけるよう努
めています。

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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本校の教室には大型テレビ、高音質
スピーカー、Wi-Fiが完備されていま
す。

また、放課後に開講されるフリークラ
スもご用意しております。スペイン語
やイタリア語などの外国語レッスンに
無料で参加が可能です。 

学生食堂では軽食を購入することが
でき、電子レンジや電気ケトルもご
利用いただけます。本棚に並んだ書
籍と共有パソコンはご自由にご使用
いただけます。

本校の学生は専用の無料アプリを
ダウンロードできます。アプリ内の
学生専用ページから出席率の確
認、必要書類の申請、学校行事の確
認がどこからでも行えます。

英語力に不安のある方は、日本人ス
タッフが常駐しておりますのでご安
心下さい。様々なサポート体制を完
備しておりますので、何かございま
したらお気軽にご相談下さい。 

本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
コミュニケーション教授方法で授業
を提供いたします。

また、日本人生徒の割合が1%以下
と少ないため、授業では日本語に頼
ることなく自然と英語で物事を考え
るようになります。

講師陣は全員が正式な資格を持ち
外国人のための英語教育の経験が
豊富ですので、明るい雰囲気で効率
的に授業が進められます。
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毎週月曜日に授業が開始されます。
入学前にレベル分けテストを行い、学生の
英語レベルにあったクラスに振り分けをしま
す。通常は授業開始から12週間程で新たな
レベルへ挑戦できる見込みが立ちます。
講師が週単位で学生一人ひとりのレベルを
チェックしどのように改善されているかを確
認するので、確実に英語力を伸ばすことがで
きます。

一般英語コースでは以下を目標としていま
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。
>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。
>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話せ
るようになる。
>語彙力を増やす。
>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。

受講期間
1週間 ～ 25週間
(週15時間)

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

授業開始日
 

祝日を除いた毎週月曜日

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

授業人数
各クラスにつき
最大15人

IELTSは世界中9000もの団体で認定さ
れ、アイルランドの大学進学など主に高
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グローバル社会に
おいて求められるレベルの英語力を身
につけることを焦点としており、テストで
高得点が取れるように授業が構成され
ています。

IELTS試験ではリーディング、ライティン
グ、リスニング、スピーキングの技能が
測られます。本校では午後の時間帯に
IELTS準備コースを開講しています。

. . .
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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。
そんな日は多くの人が公園
で家族や友人と過ごしてい
ます。

また、冬は気温がマイナス
になる事はあまりありませ
ん。
クリスマスの時期には多く
のイルミネーションが町中
に飾られ多くの人で賑わい
ます。

ダブリンの町には沢山のレ
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。

公園巡りや町のあちこちに
あるパブを巡るのもよいで
しょう。
パブでは多くの出会いがあ
りますので、練習した英語を
活用する機会に恵まれるこ
とでしょう。

ダブリン バスは路線が多く
あり、様々な場所へ行く一番
の手段です。

バス専用レーンがあるので
一番忙しい時間帯でも渋滞
に巻き込まれる事は少なく、
時間帯によっては車で移動
するよりも早いことがありま
す。

二階建てのバスには清潔で
大きな窓があり、ダブリンの
町の景色を見渡すことがで
きます。

長期滞在の学生対象の割引
サービスもありますので是
非ご利用下さい。

アイルランドと言えばビー
ルです。アイルランドのビー
ル消費量はとても多く、町中
に多くの魅力的なパブがあ
ります。

本場のギネスビールは格別
に美味しいと言われており、
出来たてのビールが味わえ
る「ギネス・ストアハウス」工
場へ行くのもお勧めです。

なお、道端での飲酒はアイ
ルランドでは禁止されてい
ますのでご注意下さい。

夏以外は年中肌寒い気候が
続きます。セーターやコートな
ど快適な服装を持参すると良
いでしょう。

また雨は降りますが傘が必要
になることはほとんどありま
せんので、折り畳み傘とフー
ド付きのコートが大活躍しま
す。

町は石畳の通りが多いので歩
きやすい靴を履くことをお勧
めします。

アイルランドはヨーロッパ
の中でも唯一の英語圏と
なります。そんな地理的な
特徴からダブリンの町は
世界中から集まる留学生
で賑わっています。

また、学生だけでなくヨー
ロッパ圏からは仕事を求
めて集まってくる人々も多
くいます。

国際色豊かで活気のある
ダブリンは、たくさんの人
を魅了し有意義な生活を
送ることができるのです。
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テンプルバー

ダブリン市内に流れるリフィー川の
南側に位置するテンプルバーは、
多くのアイリッシュパブが並んでお
り観光客に人気のエリアです。

ダブリン城

ダブリン城は1922年までイギリス
の総督府が置かれていました。
現在は大統領就任式やヨーロッパ
議会の会議など、国の重要な式典
の際に使用されています。

聖パトリック大聖堂

1191年に創設された聖パトリック大聖堂は
高さ 43mとアイルランド全体でも最大の教
会です。
ゴシック様式の壮麗な外観が印象的です。

ザ・ブレイズンヘッド 

1198年創業のダブリンで最
も古いパブで有名です。
現在も多くの人に人気があ
り、ライブ音楽と食事を楽し
むことができます。

トリニティ・カレッジ

首都ダブリンにあるアイルランド
最古の国立大学です。
400年以上もの歴史と伝統があ
ります。

アイルランド国立博物館

先史時代から現代に至る貴重な発掘品
や工芸品、バイキング、中世アイルランド、
エジプト文明時代の財宝の展示が楽し
めます。

アイルランド国立美術館

14世紀から20世紀にいたるヨーロッパ
の絵画や彫刻を収集しており、モネ、ド
ガ、フェルメール、カラヴァッジョなどの
有名な作品を展示しています。
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コークでは5月から7月
にかけて特に天気の良
い日が続きます。

そんな日には多くの人
々が公園で家族や友人
と過ごします。芝生の上
に座りながら日を浴びて
仲の良い人 と々一緒に
過ごす時間は格別です。

アイルランド第二の都市
コークはアイルランドの
歴史を語る上で重要な
都市です。

人々はフレンドリーで陽
気な人が多く、コークを
世界で最も素敵な場所
と呼んでいます。

コークのバスは路線が
多くあり、様々な場所へ
簡単に移動することが
出来ます。

バスには大きな窓があ
るため風景を楽しむこと
ができ、旅をより楽しく
させてくれます。

ほぼ全ての路線が市内
から徒歩5分の場所にあ
るセントラルバスステー
ションから運行していま
す。

コークには電車の運行
もあり、首都ダブリンや
アイルランドの奥地にあ
る歴史的な町を訪れる
のに大変便利です。

心地良い雰囲気が流
れ、胸を躍らせる国際
色豊かな町です。

ブラーニー城では雄弁
になると言い伝えのあ
るブラーニー・ストーン
にキスをしたり、シャン
ドン教会では鐘を鳴ら
す事ができます。

もしリラックスしたいの
であれば、街角にある
熟練したバリスタによ
るコーヒーや様々な種
類のビールを提供して
いるパブで有意義な時
間を過ごすこともでき
ます。

アイルランドと言えばビー
ルです。アイルランドのビー
ル消費量はとても多く、町中
に多くの魅力的なパブがあ
ります。

アイルランドではパブで出
会った人 と々共にお酒を楽
しめるということが最大の
魅力です。また、本場のギネ
スビールは格別に美味しい
と言われています。

なお、道端での飲酒はアイ
ルランドでは禁止されてい
ますのでご注意ください。

夏以外は年中肌寒い気候が
続きます。セーターやコー
トなど快適な服装を持参す
ると良いでしょう。

また、アイルランドの天気は
変わりやすいため突然の雨
のための用意は必須です。
雨は降りますが傘が必要に
なることはほとんどありませ
んので、折り畳み傘とフード
付きのコートが大活躍しま
す。

町は石畳の通りが多いの
で、歩きやすい靴を履くこと
をお勧めします。

アイルランドはヨーロッ
パの中でも唯一の英語
圏となります。

コークには音楽院、工科
大学などの大学がある
ため世界中から多くの
留学生がやってきます。
そのため、学生生活を送
るには適した町といえる
でしょう。

国際色豊かなコークは
学んだ英語を活かすこ
とのできる最高の環境
なのです。
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エリザベス要塞

17世紀に造られた星形要塞
はバラックストリートの近くに
あります。本来は防衛用の要
塞として建設され、その周辺
にコークが発展しました。
要塞としての使用のみなら
ず、軍隊の兵舎や監獄、警察
署としても使用されました。

クロフォード美術館

この美術館は歴史的な絵画や現代
的な芸術、どちらも楽しめることが
出来る公共の美術館です。
毎年およそ20万人以上が訪れま
す。

イングリッシュ・マーケット

コーク中心部にあるイングリッシュ・
マーケットは、コーク周辺で作られた
新鮮なお肉、お魚、野菜、さらには日
本の調味料まで売られています。
カフェやレストランも併設されおり、
マーケットで売られている新鮮な食
材が手軽に味わえます。

セントフィンバー大聖堂

コークの守護聖人であるセントフィ
ンバーに因んで名付けられたゴシッ
ク建築の大聖堂はアイルランド聖公
会によって1879年に建てられました。
この大聖堂はリー川の南側にあり、
元来この辺りは礼拝所として使用さ
れていました。  
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本校のフリークラスでは学んだ英語
を使用して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。

放課後に発音練習クラス、イタリア語
やスペイン語などの多言語クラス、
履歴書作成サポートなどのフリークラ
スを提供しています。
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本校にはある
のです。

英語だけ上達したいという方は、ネイ
ティブスピーカー講師によって開講さ
れる「コンバセーションクラス」もあり
ますので是非ご参加下さい。
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無料アプリ内の学生専用ページから
出席率の確認、リクエスト申請、学校行事
の確認がどこからでも行えます。
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CAPEL UNIT 
88 Capel Street

Dublin 1
Ireland

 +353 1 679 8797 

CORK UNIT 
The Arch, 11 Drinan Street 

Cork, Ireland
 +353 21 4570263

WESTMORELAND UNIT 
28 Westmoreland Street

Dublin 2, Ireland
 +353 16718450 

/icotcollege
 /icotcollege
www.icot.ie
 /icotcollege/icotcollegecork/icotcollegedublin


