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お願い British Hills 事前学習 DVD Part-2 『利用ガイド』 （18分）にて、持ち物や服装準備の

参考としてください。利用方法やマナーを理解しておくことは、研修効果のアップにもつながり

ます。 
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宿泊施設について 
１．シャワールーム、洗面化粧台、トイレは各階にあります。原則として、自分の部屋の階にあるものをご使用ください。 

  ※お手洗いのご利用： ご自分の宿泊する棟内のお手洗いをご利用ください。共用としてマナーハウス内３ケ所（１階東西

２ヶ所、２階スポーツ棟側１ヶ所）もあります。バラックエリアの日中のお手洗いは、ダイニングホールをご利用ください。他

の皆さんがお泊りのドミトリー内バスルームのご利用は控え、お互いに気持ちよく過ごせますよう、ご協力をお願い致しま

す。 

２．各宿泊棟のラウンジがご利用になれます。朝は７時から、夜は２３時までです。コーヒー、紅茶がセルフサービスで飲めま

す。退室時にはゴミをきれいに片付けてください。 

   ※ラウンジ： ９：００～１７：３０は教室として使用されます。他団体生徒の受講もあります点、ご承知おきください。 

３．お部屋の電話は外線にはかけられません。外線にかける場合は公衆電話をお使いください。公衆電話は、マナーハウス

内アンバサダーズホール横、クラフトハウス前に設置してあります。 

４．各宿泊棟には飲み物の自動販売機が設置してあります（日本円使用）。お菓子・スナック類はお土産ショップで販売して

います（日本円、BHポンドどちらも使えます）。 

 

 

宿泊棟の名前と由来 

①Wren レン棟 17世紀ロンドン大火後、町の復興に尽力。オックスフォードの建築学者 スチュワート様式 

②Bentley ベントレイ棟 17世紀ケンブリッジ大学のカリキュラム体系の確立に貢献した スチュワート様式 

③HenryⅡ ヘンリー2世棟 12世紀イングランドをヨーロッパの国際政治の重要な位置に据えた ヨーマン様式 

④Holbein ホルバイン棟 15～16世紀ヘンリー8世時の有名な宮廷画家。今も絵の具にその名が残る チューダー様式 

⑤Newton ニュートン棟 17世紀英国を代表する物理･天文･数学者。リンゴの落下を見て万有引力を発見 スチュワート様式 

⑥Chaucer チョーサー棟 13～14世紀英国の詩人の父と称される ハーフティンバー様式 

⑦Turner ターナー棟 18世紀主観的かつ自由な描写で知られるロマン主義の風景画家 ジョージアン様式 

⑧Drake ドレイク棟 15～16世紀英国として初めて世界一周を果たした船乗り チューダー様式 

⑨Barracks バラック棟 
16 世紀チューダー期の英国に残る古城をモデルとして設計、その昔、騎士や兵士が居住した重厚な城壁内の

空間を、現代のパブリックスクールとして甦えらせた 

※ブリティッシュヒルズは 1校１館制・１棟１校制ではありません。同宿の他団体や学生以外の個人客の方々への配慮

を通して異文化理解・マナー学習の機会としてください。 
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場内案内図 
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宿泊棟内案内図 

Dormitory Type （ドミトリー棟）：全４棟 53室 (正ベッド 109台＋エキストラベッド) 

バスルーム（Shower Booth, Toilet, Sink）は各階ごとに共同利用です。 

 

ルームナンバーの下 2桁が 

下記のようになります。 

（例）127号室は、 

１号棟（Wren）の 2階の 7号室です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

完全 1棟 1校制ではありません。 

同棟内に他の方が 

お泊りの場合があります。 

（原則として空き室はありません。） 

 

 

 

 

Barracks （バラック棟 911-947）：全４ウイング 28室（うち引率室 4室） (正ベッド 88台) 

(1ウイング：4人部屋×4，3人部屋×1，2人部屋×1，引率部屋×1，計 7部屋) 

バスルーム（Shower Booth, Toilet, Sink）は各ウイングごとに共同利用です。 
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宿泊棟では 

～ご協力下さい～ブリティッシュヒルズは「本物の英国」を再現した研修施設です。皆さん方一人一人のマナーがその

雰囲気や環境を作ります。いつまでも皆さん方が今のまま利用できるように、以下のことを守るよ

うにお願い致します。 

 

１．施設内に置いてある家具や装飾品等は英国を再現する重要な要素になっています。大切に扱ってください。決し

て傷つけたり、持ち帰ったりしないでください。 

２．各部屋のヒーターの温度は 25 度以上にセットしないで下さい。温風が出ますので、ヒーターの前にはものを置かな

いで下さい。 

３．お部屋を出る際には、必ず電気とヒーターを消して下さい。 

４．窓の開閉方式は伝統的なイギリスのデザインによるものです。強い風で窓が壊れることのないように、必ず開閉の位

置でロックしてください。ロックなしの場合強風で壊れることがあります。また、山の上は気候が変わりやすいため雨に

備えて、窓をきちんと閉めてから外出してください。 

５．宿泊棟の壁と床は薄いためとてもよく音が通ります。大きな声で話したり階段を駆け上がったりして音を立てないよう

に注意して下さい。特に夜間は他の宿泊者の迷惑にならないように十分に気をつけて下さい。 

６．朝、部屋を出る際には整頓してから授業に行って下さい。客室係がベッドメイクや清掃の目的でお部屋に入ります。

私物（特に貴重品）はベッドの上に置いたままにしないでください。 

※ベッドの上に私物が置いてある場合には、ベッドメイクやシーツ交換を行いません。ご了承ください。 

７．宿泊棟玄関の二重扉は必ず閉めてください。特に降雪期には開け放つと雪が建物の中に吹き込んで積もってしま

います。 

８．出発日に部屋を出る際には、部屋の鍵は開けたままにしておいてください。使用したタオル類はベッドの上に揃えて

ください。忘れ物に注意し、丌要なものはゴミ入れに入れてください。 

９．出発日のチェックアウトは午前９時までです。必ずこの時間までに、鍵をレセプション（受付）に直接返却してください。

万が一、部屋の鍵を紛失した場合には、新品と交換するため 6,300円いただきます。 

１０．各自の自己管理で部屋を出るときや就寝時には必ず鍵をかけてください。 

１１．夜間には、警備員が数時間おきに見回りに入ることがありますので、予めご承知おきください。 

１２．バラック棟(9号棟)の正面扉(ラウンジ前)は冬季(12月～4月)施錠いたしますので、レセプション側をご利用くださ

い。 

 

体育館について 

１．体育館には更衣室がありません。体操服への着替えは自分の部屋かプールの更衣室で行ってください。 

２．体育館では、体育館用の運動靴に履き替えてください。靴なしでの利用は滑って危険です。 

３．スポーツデスクから借りた用具（バドミントン、卓球）は、1 回 1 時間を目安とし、他の方のご利用にも配慮して下さ

い。 

４．安全管理上、フリータイム中にはジム内でのボールの使用は禁止といたします。 

※スポーツデスクではボールの貸出しを行っていますが、ジム内での利用は原則禁止です。昼間であれば、 屋外

のバスケットボールコート、クロッケーコート、テニスコートを使ってください。その際、自動車や歩行者には十分気

をつけましょう。 

プールについて  

１． フリータイムのプール利用時は、スポーツデスクで利用券と引換えにタオルの貸出を受けてください。リンスインシャ

ンプー、ボディシャンプーはプールのシャワールームにあります。  

※プール利用券はスポーツデスク脇の券売機で購入してください。 

２．レッスンで室内プールを利用する際は部屋のタオルもしくは自分のタオルを持参し、使用後は忘れずに部屋に持ち

帰ってください。レッスンの場合利用料はかかりません。 

３．シャワーを浴びて準備運動をしてからプールに入りましょう。水泳帽も必要です。 

４．フリータイムのプール内では、遊泳用具（ビート板類）以外のボール等の遊具は絶対に使用しないでください。 

５．監視目的の引率の先生や授業時に泳がない生徒の見学については、プールエリアに入っていただけます。 

その他の目的で立入ることはできません。 
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授業に関して 

１．授業は時間厳守で行われます。絶対に遅れないようにしてください。もし、体調が悪い場合には、必ず引率の先生

に欠席する旨を伝えてください。 

２．英会話の授業では筆記用具と英和辞典が必要になります。 

３．スポーツレッスンでは運動服が必要になります。また、体育館用の運動靴も用意してください。室内プールを利用す

る場合は、水着と水泳帽、タオルを持参してください。 

 

服装について 

１．食事会場は他のお客様もいらっしゃいます。ラフな服装は避けてください。ディナー時には学生服着用が基本です。

制服でない場合には整った服装が基本です。ジーンズ、トレーニングウェアは堅くお断りします。 

２．制服は節度を持って着用しましょう。極端なミニスカートや腰下げズボン、シャツをズボンの外に出すなどは避けてく

ださい。ネクタイ、リボンも正しく着用してください。 

３．朝食・昼食時や授業中はカジュアルな服装でも構いません。但し、学生らしい身だしなみをこころがけ、だらしない

着方や靴の履き方、肌の露出、トレーニングウェアは謹んでください。 

４．夏季以外（10 月～５月末）は部屋備え付けの防寒用マントを利用できます。他のお客様も使うので、丁寧に使いま

しょう。雪、雨、泥などで汚したり濡らしたりすることがないように注意してください。雪遊びをする時にはマントの使用

は丌可、自分の上着に着替えましょう。チェックアウト時には必ず元の場所に戻してください。 

 

その他 

１．フォルスタッフパブはカジュアルな服装でのご利用が可能です。外国人スタッフと気軽に会話を楽しむことができま

す。20 歳未満の皆さんは、ノンアルコールドリンクとスナック類が注文できます。支払いはブリティッシュヒルズポンド

と日本円両方使えます。 

２．怪我をした場合は引率の先生へ連絡、または直接レセプションに行くなどしてください。レセプションには救急箱があ

ります。 

３．路上や廊下での飲食はやめましょう。 

４．ブリティッシュヒルズ滞在中、名札を常に胸などの見やすい所につけておいてください。スタッフから声をかけやすく

なります。 

5．雨天時は、宿泊棟やマナーハウス、バラックなど各施設に傘をご用意していますので、自由に使用できます。使用

後は元の場所に戻してください。 

                        

～ 名札をつけていれば ～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welcome to 

British Hills, 

Keiko! 

May I take 
your order, 

Rie? 
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STUDENT GUIDE 

＜各施設の営業時間＞ ※季節等の都合により若干の変更があります。ご了承ください。 

レセプション (マナーハウス・バラック) 7:00-22:00 朝食 7:30-9:00 

スポーツデスク・ジム・リラクゼーションルー

ム内自動販売機 
8:30-22:00 昼食 12:00-15:00 

プール 8:30-21:30 夕食 18:00-21:30 

イエショップ（売店） 8:00-18:00 

※学校などの団体では食事の時間が決まっています。

食事の場所と時間は必ずスケジュール表（到着後に配

布）でご確認ください。 

 

※決められた食事時間をできる限り守りましょう。 

クラフトハウス（ティールーム） 10:00-17:30 

各宿泊棟のラウンジ 7:00- / -23:00 

フォルスタッフパブ（小中高生用時間帯） 18:00-22:00 

スヌーカールーム（１８才以上） 20:30-22:00 

 

＜電話番号＞ 

１．レセプション・インフォメーション（22：00 まで） ２１０４ (マナーハウス) ／ 7１０1 (バラック) 

２．緊急時（22：00以降） ９ 

３．引率の先生の部屋やその他の客室へかける時は部屋番号の前に’3’をつけます (例; 951⇒3951) 

 

＜喫煙と飲酒の禁止＞ 

１．施設内は所定の場所を除き全面禁煙です。歩行しながらの喫煙、吸殻の投げ捨ても厳禁です。 

２．喫煙は、マナーハウススポーツウイング脇の指定区画のみ可能です。 

３．宿泊棟内へのアルコール類持込は禁止です。もちろん未成年の飲酒・喫煙は堅くお断りします。 

 

＜モーニング・コールのセット＞ 

１．受話器をとって「１２」をダイヤルしてから続いて起きたい時間を押してください。 

  （例）朝 7時に起きたい場合：「１２０７００」 

２．解除したい場合は、受話器をとって「１３」をダイヤルします。 

 

＜緊急時には＞ 

万一、非常ベルが鳴った時は、避難指示がある場合には、指示に従い、お客様駐車場に向かってください。アナウンスが入

ったらよく聞いて従ってください。 

 

＜自然や野生動物との共生・共存＞ 

周囲は豊かな自然に恵まれています。周辺の森では熊の出没情報もあります。散策する際は、万一に備えてベルなどの高

い音の出るものを携行し、事前に自分の存在を知らせましょう。危険な遭遇を避けられます。 

 ※特に熊は高周波を嫌います。携行用ベルはレセプションにて貸し出します。（数に限りがあります。） 

 

＜貴重品の管理＞ 

１．基本的に自己管理です。お部屋を出る時には必ず鍵をかけてください。 

２．多額の現金や高価な品は研修には必要ありません。持ってくるのをやめましょう。 

※団体ごとに「貴重品袋」をご持参いただき、ひとまとめにしていただければセーフティボックスの利用が可能です。受け

渡しは必ず引率の先生が行ってください。 
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RULES & MANNERS 

＜マナーハウス・バラック内では＞ 

１．他のお客様もいます。大きな声で叫んだり、走ったり、またソファーで昼寝をしたり寝そべったりするのはやめましょう。 

２．マナーハウス・バラック内では携帯電話は使用しないでください。 

３．マナーハウス 2階の見学は、引率の先生や大人の方の同伴が必要です。 

 

＜食事会場(ダイニングホール・パブ・リフェクトリー)では＞ 

１．コート類は持ち込まず、手前の廊下のフックにかけてください。ダイニングホールでは、ホール内窓側の棚に置いてください。 

２．ビュッフェの場合には、いったん席についてスタッフの指示を待ってからお料理をとりに行ってください。 

３．ビュッフェの場合、食後は各自食器類を返却口へお持ちください。 

4．食事以外の目的で出入りすることは慎みましょう。他のお客様がお食事中です。 

5. ダイニングホールでは昼食はワンプレートでのご提供で食事をお召し上がりいただきます。朝食、夕食は英国プライベート

スクールの寄宿舎での食事スタイルを踏襲したユニークな方法で英語を学びながらお食事をお取りいただける環境をご

用意しております。スタッフによる英語での指示をよく聞き、キッチンから料理を受け取り、各テーブルで分け合いながらお

食事をお楽しみください。 

6. フォーマルなプレートサーブディナーをご希望の場合は、リフェクトリーがお食事会場となります。なお、リフェクトリーにおけ

る学生用ビュッフェの夕食は提供しておりません。 

 

＜パブでは＞ 

１．フリータイムのパブ利用は、引率の先生や大人の方の同伴が必要です。 

２．スチューデントタイムとして夜は 22:00まで利用可能です。 

 

＜宿泊棟では＞ 

１．早朝や夜は静かに過ごしましょう。特に深夜２３時から翌朝 7 時の騒音は他の人の迷惑になります。23 時以降は、ナイト

ガードが宿泊棟内を巡回いたします。 

２．翌日の授業で居眠りなどしないように早く休みましょう。 

３．お部屋のスリッパは宿泊棟内用です。スリッパのまま外に出ないでください。 

４．室内に設置の家具類（ベッド、机、椅子、サイドテーブル等）の移動は厳禁です。家具や床材の破損や怪我につながります。 

 

MORE INFORMATION 

＜ブリティッシュヒルズポンド＞ 

１．施設内ではなるべくブリティッシュヒルズポンドをお使いください。（日本円の使用も可） 

２．両替はレセプションで行っています。＜受付時間 9：00～21：00＞  １ブリティッシュヒルズポンド＝100 円 

３．余ったブリティッシュヒルズポンドはお帰りの際に日本円に替えて下さい。但し、券面に「Ｎｏｎ Ｒｅｆｕｎｄａｂｌｅ」の表記があ

る場合にはこの限りではありません。 

 

＜お土産ショップ-Ye Shoppe＞ 営業時間 8：00～18：00 

英国の香りのするお土産品を揃えています。是非ご利用ください。ここでは日本円、ブリティッシュヒルズポンド両方が使えます。 

クッキー・チョコレート・アクセサリー・絵葉書やブリティッシュヒルズオリジナル品などを取り揃えております。 

（季節により商品構成が変わります。予めご了承ください。） 

 

＜タックショップ-The Tuck Shop＞※団体様の事前リクエストにより開店いたします 

英国の学校に必ずある購買部です。Tuck とはお菓子のこと。日本では珍しいキャンディなどの量り売りをしています。より実

用的な英語でのコミュニケーションに挑戦できる場所です。ここでのお買物はブリティッシュヒルズポンドのみ使用可能ですの

で、レセプションにて、英語での両替も体験してください。お土産、その他スナック類も販売しています。 

 

＜リラクゼーションルーム内自動販売機＞営業時間 8：30～22：00 

マナーハウス 1 階リラクゼーションルーム内には、休憩時間やフリータイムに気軽に立ち寄れる自動販売機による売店があり

ます。飲み物やスナック菓子でリフレッシュしてください。 
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研修プログラム参加者 持ち物リスト 

当施設の周辺には一切お店などがありませんので、今回の研修に参加される方は事前に必要と思われるものは持参

して下さい。レンタル品は数に限りがあり、団体研修時の全員分まではご用意がありません。ご了承ください。 

 衣類 食事会場では、制服かセミフォーマルの服装でお願いします。 

＊着替え（下着類） ＊寝間着（パジャマ類） ＊普段着 

＊ディナー時の服装（高校生以下の皆さんは基本的には学生服） 

例： スーツかジャケット類/白いワイシャツかブラウス/濃い目の色のスラックスかスカート、男子はネクタイ 

＊運動服（スポーツレッスンを行う人） 

＊運動靴（ブリティッシュヒルズは山の中にあります。散策路を歩く時やオリエンテーリングをする時、運動をする時に

はスニーカー等の運動靴が必要になります） 

＊体育館用運動靴（スポーツレッスンやフリータイムでジムを利用する人） 

＊水着と水泳帽（プール・ジャグジー・サウナを利用する人）・ゴーグル 

＊タオル（最終日チェックアウト後にレッスンでプールを利用する人） 

チェックアウト前はお部屋のタオルを使えます。必ずまたお部屋へ持ち帰ってください。 

★タオル交換は１日おきです──お部屋には「バスタオル」と「フェイスタオル」の２種類を各 1 枚ずつ用意してありま

す。２日間同じものを使用していただきます。室内にはタオルハンガーを備えていますので活用してください。 

★フリータイムのプール利用時は、スポーツデスクで料金と引換えにタオルの貸し出しを受けてください。レッスンでプ

ールを利用する場合は無料ですが、タオルは客室のものか持参のタオルを使っていただきます。予備としてスポー

ツ用タオルを持参することをお勧めします。【料金徴収は 2008年 4月 1日～】 

★朝晩はとても冷え込みますので夏でも必ず長袖の衣類を持参して下さい。冬季には積雪がありますので、防寒具や

コート、滑りにくい履物でお越しください。 

 その他必携品 スタッフに皆さんの名前がわかるように名札を準備してきてください。形式は自由です。 

滞在中はいつも胸につけておいてください。 

※オプションで「研修用名札＆ブリティッシュヒルズオリジナル書類ホルダー」を販売しております。 

  事前に担当までご相談ください。 

＊歯磨きセット 

＊筆記用具 ★到着時オリエンテーションですぐに使います。大きな荷物とは別に手元にご用意ください。 

＊辞書類・保険証（コピーも可） 

＊常備薬（風邪薬、胃薬、バンドエイド、他） 

＊名札ーアルファベットで名前（ファーストネームだけでも OK）を書いたものを用意してください。 

色、デザインは自由に、わかりやすいものを！ 

★バスタオル・タオル・スリッパは各部屋に、シャンプー・リンス・ボディソープはシャワールームに、 

ヘアードライヤーは洗面所に備え付けてあります 

※個人のドライヤーの持ち込みはご遠慮ください。電圧丌足により停電になる恐れがあります。 

 

 ご注意-1 ブリティッシュヒルズは標高 1、０００メートルの山の上にあります。麓の医療施設までは車で約１時間かか

ります。また誠に申し訳ありませんが、施設内はバリアフリー仕様の構造ではありません。健康管理上もしくは

運動機能上、特別な配慮が必要なお客様のお受け入れについては、事前に十分な情報提供をいただきご

相談させてください。ご理解ご協力をよろしくお願い申し上げます。 

 

 ご注意-２ 食品アレルギー等で健康上の配慮が必要な場合には、所定の書式にてお届けいただきます。担当まで

ご相談ください。準備の都合上、ご出発３週間前までにはお申し出ください。 
 

 ご注意-３ 寒冷期（１１月下旪～４月上旪）にご利用の場合には、防寒対策として厚手の下着、マフラー、手袋をご

用意ください。女子は、スカートの場合には必ずタイツもしくはレギンスを着用ください。ソックスだけの普段の

通学スタイルでは丌十分です。冷えによる消化器系および泌尿器系の異常を来たす原因ともなりかねませ

ん。隣はスキー場です。タイツかパンツスタイルがお勧めです。（制服の上着に各自別のスラックスを組み合

わせていただいても結構です。） 

      当地は、福島県中通り山間部の豪雪地帯に位置しております。専用車輌や手作業による除雪を行うととも

に、融雪剤散布等、日夜みなさまの安全歩行の確保に努めておりますが、時として路面の凍結も避けがたい

気象環境です。まず、スノーブーツ等滑りにくい靴をご用意の上、施設内歩行時には十分お気をつけください

ますようお願い申し上げます。 



- 9 - 

●ご担当の先生方は、さらに確認してくださいーー 
 

１）ＢＹＯ(お弁当持込み)プラン中止のお願い 2009年 8月 1日～： 

食品衛生管理上および感染症を含む健康管理の一環として、お弁当をお持ち込みいただくプランはお断りして

おります。レストランでのランチメニューをご予約くださいますようお願い致します。 

 

２）宅配便のご利用： 宅配便でブリティッシュヒルズ宛に荷物を直送していただくことは可能です。宛名は「ブリティ

ッシュヒルズ レセプション気付」と明記し、明細欄には「学校名」と「到着日」を必ず記入してください。受取は到

着時にアテンド担当者もしくはレセプションにお声かけください。出発時にブリティッシュヒルズから着払いにて送

ることも可能です。レセプションで承ります。但し、参加者のほとんどの方が利用するなど大量になる場合には、

必ず準備段階で担当者に相談してください。 

 

３)ルームキーの管理： 「鍵は必ず持って出ること」をご指導いただきますようお願い致します。お部屋の鍵は１室

につき２個ご用意しております。滞在中お部屋を出る際には必ず施錠し、鍵はなくさないように各自で大切に保

管してください。お部屋に鍵を置いたまま出てしまうと、ルームメイトが鍵をかけたことにより、お部屋に入れなくな

ることがあります。また係員の巡回清掃後には、防犯上鍵をかけさせていただくことがあります。ご注意ください。 

お願い 最近、レセプションに上記のような事情で鍵を開けてほしい旨のご要請がしばしばありました。１日に何件も

ありますと、限られたスタッフの人数では対応しきれなくなることがあります。 

 

４）研修中の写真・ビデオの撮影: レッスン進行を妨げない範囲で可能です。貴校の行事記録および広報資料と

してお役立ていただければ幸いです。但し、撮影時には次の点に十分ご配慮ください。 

  ①教室に入る時には、スイッチを OFFにしておいてください。 

  ②撮影を始めたい時には、担当講師にその旨を合図してください。 

  ③説明やゲームの途中には、お待ちいただきます。 

  ④適切なタイミングに講師側から合図を致します。  

  ⑤OKの合図を確認してから撮影を始めてください。 

 

９０分のレッスン展開の中で、生徒の皆さんが緊張している場面では撮影をお控えいただきます。例えば,

“Survival English”,“Talk about Yourself”,“Discussion Skills”,“Speech Skills”などの英語クラスは撮影には

向きません。集中力を要し、英語を話すために緊張しがちなためです。カメラを向けることにより生徒のみなさ

んの緊張が高まり、気が散ることもあり、レッスン進行が損なわれる可能性があります。物を製作したり、活動

的なレッスン、例えば“Cooking”,“Sports”,“Chess”などは、英語を話す場合でも比較的リラックスしているた

め撮影に向きます。以上をご参考に、ご丌明な点はお問い合わせください。 

 

５）客室係の入室： 原則として、滞在 2 日目は「ベッドメイクとゴミ箱のゴミ捨て」、滞在 3 日目は「タオル交換およ

び清掃」(以後、一日おき)のサイクルで客室管理いたします。「部屋を出る際には私物を整頓しておくこと」、特

に「ベッドの上に私物を置いたままにしないこと」をご指導ください。ベッドの上に私物が置いてある場合には、ベ

ッドメイクやシーツ交換はいたしません。私物の移動による破損や紛失トラブルの責任を負いかねるためです。

なお、シーツは地球環境保護の観点から、滞在期間中交換なしで同じものをご使用いただきます。ご理解とご

協力をお願い致します。 

 

６）食事会場ご利用に際してのお願い： 

個人ご利用を含めて、さまざまなお客様向けレストランとしての役割を果たすために、終日のフル稼動となりま

す。先生方には、次の点にご配慮ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

①レストラン内でのマイクロフォンのご利用はご容赦ください。 

②生徒ご指導とご連絡は、お食事の前（もしくは後）に別室にて、とさせていただきます。 

③お食事後のお打ち合わせには、パブ、宿泊棟ラウンジ等をご利用ください。 

 

７）引率の先生にお願いする事項（総括）： 別紙 30 項目チェックリストに詳細をまとめてあります。準備段階での

事前指導、現地にての生活指導に役立ててください。30 項目チェックリストは、研修企画から現地引率に関わ

るすべての先生方が必ず目を通してください。



 

 

施設概要 
 

施 設 名  British Hills ブリティッシュヒルズ  

所 在 地 〒962-0622 福島県岩瀬郡天栄村大字田良尾字芝草１‐８  

 ＴＥＬ：0248‐85‐1313 ／ ＦＡＸ：0248‐85‐1300  

交 通 道路（東京より東北自動車道利用、約３時間）  

 鉄道（ＪＲ東京駅より、東北新幹線「新白河」駅まで約１時間２０分＋車約４０分）  

収 容 人 数 270名（うちドミトリー220名）2～4人仕様  

旅館業許可証 須保第 785号  

防 災 設 備 火災報知器有、非常灯、非常ベル（以上、所轄消防署による立入り検査・点検済） 

救 急 病 院 白河厚生総合病院／福島県白河市豊地上弥次郎 2-1（ＴＥＬ：0248-22-2211） 

警 察 署 須賀川警察署／福島県須賀川市八幡 19-7（ＴＥＬ：0248-75-2121） 

保 健 所 県中保健福祉事務所／福島県須賀川市旫町 153-1（ＴＥＬ：0248-75-7800） 

消 防 署 須賀川地方広域消防組合湯本分遣所／ 

 福島県岩瀬郡天栄村大字田良尾字五倫林山４（ＴＥＬ：0248-84-2112） 
 
 

（2015.4.16改訂） 

 

株式会社ブリティッシュ･ヒルズ 

 

現地研修施設 〒962-0622 福島県岩瀬郡天栄村大字田良尾字芝草 1-8 

 TEL:0248-85-1313 FAX:0248-85-1300 

東京オフィス 〒101-0047 東京都千代田区内神田 2-13-9 

 TEL:03-3258-5847 FAX:03-3258-5848 

ホームページ http://www.british-hills.co.jp 


