学び、成長するのに絶好な環境で行われる Stowe の夏のキャンプは、
子どもたちにとって人生で貴重な経験となるでしょう。
Stowe 学校は素晴らしい場所です。生徒がアートや文化、彫刻、スポーツ、校内の自然等について
学ぶのに、良い刺激となる教育環境です。年齢やレベルに合わせて 4 つのコースを開設しています。
Sixth Form コースは週 25.5 時間、その他のコースは週 21 時間のレッスンを開講しています。また、
スポーツやアートなどの多様なアクティビティも含まれており、充実したコースになっています。
All English―シニアコース

All English―試験準備コース

All English―ジュニアコース

13~17 歳の生徒は、言語スキ

シニアの生徒は、ケンブリッジ英語

7~12 歳の生徒は、子ども達が積極

ルと文の構築レッスンを受け

検定 Cambridge: First (FCE)と

的に英語で交流するよう促す事に

ます。また、興味に基づいた

Cambridge: Advanced (CAE)の準備

長けたコースリーダーの先生と一

レッスンがあり、スポーツや

ができます。コース受講中にテスト

緒に勉強します。ジュニアの生徒

音楽、美術、演劇、科学など

を受験する事も可能です（受験料は

にはコースを通してスタッフが付

自分の興味を活用しながら頭

別途）
。プログラム内容は、シニアの

き、若い学習者に適したアクティ

で考えることができるように

パフォーマンスプロジェクトと興味

ビティを行います。また、就寝時

なり、教育における更なる飛

に基づいたレッスンの代わりに、試

間も 21:30 と、他コースに比べて

躍の糧となります。

験対策を 11 時間行います。

早くなります。

Sixth Form―大学準備／IELTS 準備コース
16~17 歳の上級向けのコースです。ビジネス/マクロ経済、科学/技術/エンジニアリング/医学、IELTS の
中から好きなものを選択します。大学で必要になる、ディベート、プレゼンテーション、クリティカル
シンキング、エッセイのライティングのレッスンを通して、スキルを向上させることができます。

交通の便が良いです
Stowe はとてもアクセスしやすい場所にあります。バッ
キンガムから 6km、オクスフォードからは 45 分、ロン
ドンからは 90 分です。ヒースロー空港が最寄です。ヒ
ースロー空港またはガトウィック空港に、ピックアップ
タイムの間に到着した生徒は、コーチによる送迎もしく
はタクシーにて Stowe まで移動します。

エネルギーを発散、才能を開花
様々なスポーツやアクティビティが出来るセッション
があります。水泳、水球、ネットボール、ヨガ、バレ
ーボール、バドミントン、ラグビー、サッカー、バス
ケットボール、ダンス、散歩、料理、工作、アート、
粘土細工ができます。

キャンパスでの生活
Stowe はとても安全な環境です。生徒は 1 人部屋か、
他の国籍の生徒と部屋をシェアします。女子と男子は
別々の部屋に入ります。食事は学校のダイニングルーム
でとります。遠足の日だけは例外でお弁当が支給されま
す。学校ではお小遣いを出す銀行サービスを導入して
おり、貴重品を入れる鍵付きロッカーもあります。
スタッフもキャンパスに常駐し、生徒と生活を共に
しており、24 時間生徒の監督・保護を保障しています。

より文化的に
毎週、半日を利用して興味深い地元の場所を訪れ、
土曜日には、オクスフォードやケンブリッジ、
ロンドン、ストラトフォード=アポン=エイヴォンと
いった都市へ遠足にでかけます。事前に場所につい
て調べる課題や写真での学習を行います。

国際的に
2018 年、31 の異なる国籍の生徒が Stowe で学びま
した。そのうち、同じ国籍の生徒は多くて 20％で
あり、生徒は真の国際的な経験ができます。

Sixth Form Summer

大学準備／IELTS 準備コース

Sixth Form Summer は上級者向けの 2 週間又は 4 週間のコースで、挑戦的なコースを望む 16 歳または
17 歳の生徒向けのコースです。バスルーム付きの部屋に滞在することができます。➀ビジネス＆マクロ経
済、②科学／技術／エンジニアリング／医学、③IELTS 受験準備の 3 つのコースから選択することができ
ます。これらの科目を専攻することで、ディベート、プレゼンテーション、クリティカルシンキング、エ
ッセイのライティングなどの、大学で必要とされるスキルを身に付ける事ができます。毎日、専攻に関す
る文章課題を与えられ、これらの知識を実践に活かし、日々のディベートやプレゼンテーションに活かす
ことができます。

Sixth Form における独立性
このコースは 16-17 歳の、高校で 1 年間以上過ごし、

タイムテーブル例
8:00

朝食

9:00-9:30

今日のテキスト

9:30-10:30

ビジネス／科学／IELTS

10:45-11:45

アカデミックスキル

12:00-13:00

ビジネス／科学／IELTS

13:00-13:45

ランチ

14:00-15:00

分析と説得のスキル

15:15-16:15

ディベート／プレゼンテーション

Sixth Form の参加者は Queens もしくは Stanhope の

16:15-18:00

マルチスポーツ／芸術

近代的なエンスイートタイプの部屋に滞在します。

18:30-19:00

ディナー

部屋には個別のバスルームがついていて、シングル

19:15-20:15

宿題／準備タイム

もしくはツインの部屋でリラックスすることが可能

20:30-22:00

セミフォーマルのイベント

です。寮はシアターや教室、テニスコートの近くに

23:00

就寝

大学での専攻について考え始めている生徒向けです。
国際バカロレアの学校や、卒業学年の生徒、また
夕方以降のイベント（社会的なイベント、ミュージック
クラブ、詩クラブ、写真/プレゼンテーション）を
独自でアレンジしたり計画したりしたい生徒に適した
コースになっています。

滞在：Queens もしくは Stanhope

位置しています。

対象年齢：

16-17 歳

コース：

週 25.5 時間、1 クラス最大 12 人

レベル：

中級から上級

寮：

キャンパス内：シングルかツイン

日程：

7/7～7/20 または 7/21～8/3

料金：

2 週間￡3,080；4 週間￡6,060

IELTS の日程： 7/20 もしくは 7/27
IELTS の料金： ￡341（手数料込み）

All English ― Senior

オールイングリッシュ―シニア

このコースは集中的かつ行動的なコースで、13～17 歳の生徒を対象にしています。週に 21 時間の構造的
な英語のレッスンとチームによるパフォーマンスプロジェクトに加え、6 時間のスポーツまたはその他の
アクティビティの時間があります。平日は、言語スキル、文構造のレッスンの他に、興味に基づいたレッ
スンを開講します。このレッスンは、クリティカルシンキングをする姿勢を育て、生徒の生活における興
味（スポーツ&健康、音楽&アートパフォーマンス、アート&デザイン、科学&技術）を活用します。

実生活の中で英語を使う

タイムテーブル例

ランチ後、その週のパフォーマンスプロジェクトが

8:00

朝食

生徒に課され、周囲の世界に疑問をもち、議論・比較

9:00-9:30

朝の打ち合わせ

をしたり、発見した事を評価したりします。毎週、

9:30-10:30

言語構成のレッスン

生徒は自分たちが学んだ事を紹介する映画やドラマを

10:45-11:45

言語スキルのレッスン

作ったり、議論やプレゼンテーションをしたりします。

12:00-13:00

興味に基づいたレッスン

13:00-13:45

ランチ

14:00-14:15

宿題／復習

14:15-15:30

パフォーマンスプロジェクト

16:00-17:30

アクティブセッション

18:00-19:00

ディナー

19:30-20:15

チーム主導の活動

20:30-22:00

アクティビティ

23:00

就寝

シニアの生徒はスポーツかアートのアクティビティを
選択し、ディナー後の活動の時間に、チームワークの
スキルやリーダーシップを反映させるアクティビティ
を行います。夜には、ファッションショーや殺人事件
ミステリーやカジノゲーム等を行います。

滞在：Bruce, Chandos または Grenville
男の子は教室やオフィスに近い Bruce House に滞在
します。部屋はシングルやツインで、稀にトリプル
タイプのものもあります。屋内には卓球やプールを

対称年齢：13～17 歳

楽しめる場所があり、屋外にはバスケットコートが

コース：

週 21 時間、1 クラス最大 12 人

あります。女の子は Chandos または Grenville に

レベル：

初心者から上級まで

滞在します。朝ごはん、ランチ、ディナーに便利な

寮：

キャンパス内：1～4 人部屋

ロケーションです。

日程：

7/7～8/10 の期間で、
開始日は 7/7、7/21、7/28 のいずれか

料金：

2 週間￡2,720；3 週間￡4,035
4 週間￡5,340；5 週間￡6,650

All English ― Exam

オールイングリッシュ―試験準備

13～17 歳の生徒で、国際的に認識された試験を受けたいと考えている生徒向けのコースです。2 種類のケ
ンブリッジ英検：First (FCE)または Advanced (CAE)の対策が出来、コースの終盤には試験を実際に受験
する事もできます（別料金）
。プランニング、まとめ、エッセイ、ライティング、文法、文構造、語彙や進
出語彙の扱いの分野において高得点を取るテクニックを教授します。また、リスニング、スピーキング、
リーディング、ライティングでも得点が取れるように指導します。生徒にはプリテストを受けてもらい、
どちらのテストを受験するのが適しているか、アドバイス致します。

現地で資格を得る

タイムテーブル例

毎週生徒は模擬テストを受け、本番の形式に慣れ、

8:00

朝食

自信と知識をつけられるようにします。口頭試験も

9:00-9:30

朝の打ち合わせ

筆記試験も Stowe で受験可能なので便利です。

9:30-10:30

言語構成のレッスン

午後はスポーツやアートのアクティビティを行い、

10:45-11:45

言語スキルのレッスン

ディナー後の活動の時間に、チームワークの

12:00-13:00

試験対策

スキルやリーダーシップを反映させるアクティビティ

13:00-13:45

ランチ

を行います。夜には、ファッションショーや殺人事件

14:00-14:15

宿題／復習

ミステリーやカジノゲーム等を行います。

14:15-15:30

試験対策（作戦）

16:00-17:30

アクティブセッション

18:00-19:00

ディナー

19:30-20:15

チーム主導の活動

20:30-22:00

アクティビティ

23:00

就寝

滞在：Bruce, Chandos または Grenville
男の子は教室やオフィスに近い Bruce House に滞在
します。部屋はシングルやツインで、稀にトリプル
タイプのものもあります。屋内には卓球やプールを
楽しめる場所があり、屋外にはバスケットコートが
あります。女の子は Chandos または Grenville に

対象年齢：

13～17 歳

滞在します。朝ごはん、ランチ、ディナーに便利な

コース：

週 21 時間；1 クラス最大 12 人

ロケーションです。

寮：

キャンパス内：1～4 人部屋

日程：

7/7～7/27

試験日程：

FCE(7/25)、CAE(7/24)

試験料金：

FCE、CAE 共に￡191

コース料金：3 週間￡4,035；2 週間￡2,720

All English ― Junior

オールイングリッシュ―ジュニア

このコースは 7～12 歳のお子様向けのコースです。継続的な学びと、英語に囲まれた環境を保証する教育
的なアクティビティを含んでいます。コースは毎週 21 時間のレッスンとパフォーマンスプロジェクトを
行います。子ども向けの教育プログラムとレジャーアクティビティが計画されています。
監督が行き届いた、モチベーションを上げる経験

タイムテーブル例

私たちの学校のリーダーと教師はは、子どもと英語で

8:00

朝食

関わる事に長けています。子ども達はコースの間

8:45-9:00

朝の打ち合わせ

ずっとスタッフにエスコートされます。また、幼い

9:00-10:30

言語構成のレッスン

子どもたちは最初の数日はホームシックになって

11:00-12:30

言語スキルのレッスン

しまうことを私たちも理解しているので、英語での

12:45-13:30

ランチ

コミュニケーションに自信を持ち成長できるように

13:45-14:00

宿題／復習

私達も子どもたちをケアしていきます。

14:00-15:15

パフォーマンスプロジェクト

15:30-17:00

アクティブセッション

滞在：Nugent

17:15-18:00

チーム主導の活動

男の子も女の子も Nugent House に滞在します。

18:00-18:45

ディナー

建物の片側に男の子、もう片側に女の子の部屋が

18:45-19:30

自由時間（電話も可）

あります。Nugent は教室とダイニングルームの

19:30-21:00

アクティビティ

21:00-21:30

着替え

21:30

就寝

中央に位置しています。部屋は基本的に 1 人部屋か
2 人部屋で、3 人または 4 人の部屋も存在します。
寮は親しみやすく、家のような雰囲気で、皆で
遊べる部屋で映画を観たり、ゲームやピアノで

対称年齢：7～12 歳

楽しんだりすることもできます。

コース：

週 21 時間；1 クラス最大 12 人

レベル：

初心者から上級まで

寮：

キャンパス内：1～4 人部屋

日程：

7/7～8/10 の期間内で、開始日が
7/7、7/21、7/28 のいずれか

料金：

2 週間￡2,720；3 週間￡4,035
4 週間￡5,340；5 週間￡6,650

Regent と共に学ぶということ
リージェントは 1964 年に情熱的で経験豊富な教師によって設立され、1965 年に初めてサマー
スクールを開催しました。私達の中核をなす価値観は、プログラムを通して輝いています。
積極性
私たちは、皆英語を上手に使うことができるようになると
信じており、生徒が効果的にコミュニケーションを取れる
ようになるよう指導します。努力や良い姿勢を褒め、生徒
一人一人が最高の結果にたどり着けるよう励まし、積極的で
楽しい環境づくりをしています。

参加型
生徒は皆、それぞれいくつかのクラスやチームに所属する
ことになります。生徒一人一人がグループの一員である事を
感じ、スタッフや他の生徒達とつながりを感じられるよう、
コース全体を組んでいます。

結果重視
私たちのコースは教育的に組み立てられており、確実に成長
する事を保証します。コーチングセッションや毎日の宿題、
毎週行われるテストによって、生徒たちは目的を定め、その
過程を具体的にすることができます。生徒たちは滞在期間中、
結果や成果を記録する学習ポートフォリオを作ります。コース
終了時、生徒は修了証書とプログレスレポートを受け取ります。
コース料金に含まれているもの：

移動

3 食付きの宿泊料、学費、丸 1 日および半日の遠足（毎週）

開始日と終了日に、ヒースロー空港と

の代金、修了証書、ヒースロー空港またはガトウィック空港

ガトウィック空港でグループでピック

から学校までの送迎（日曜日の開始日の 10:00～19:00 に到

アップ致します。また、ウェルカム

着した場合）、学校から空港までの送迎（土曜日の⒓:00～

ラウンジもご用意いたします。

19:00 の場合）
。
サポート
以下のものは含まれません：

期間中 24 時間の緊急電話が設けられます。

時間外のタクシー費用（ヒースロー空港から片道￡134；ガ
トウィック空港から片道￡160）、鍵・破損のデポジット

ソーシャルメディア

￡100（Stowe に到着時に集金され、損害・損失が起きなか

昨年の実際の生徒達の様子を見るには、

った場合は返金されます）
。

インスタグラムで #RegentStowe2018
のタグで検索してご覧ください。

