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ビーズ サマースクールでは、参加する皆さんがかけがえの
ない思い出深い体験ができるよう努めております。生徒た
ちの学力向上はもとより、社交性や個々のスキルを高める
プログラムを通して、ビーズ サマースクール課程修了と同
時に、英語力と異文化へのより深い理解力を身につけ、皆さ
んは自分自身に新たな可能性を見出し、将来に羽ばたいて
いくことでしょう。

ビーズで、きっと貴重な人生体験を得ることができるでしょ
う。

英語学習コース
7月、8月
年齢：6～20歳
イギリス南東部
全寮制キャンパス
寮宿泊施設
優良設備
スポーツ、アクティビティー、小旅行
専門アカデミー
試験対策集中コース
50カ国以上から生徒が集まるグローバルな環境
スタッフ対生徒の高比率
全て含まれたパッケージ料金
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リトル エクスプローラーズ
イーストボーン校：6～11歳対象

ビーズ プレパラトリー スクールで実施される、週17.5時間の丁寧に組ま
れた内容の低年齢の児童向けプログラムです。

英語の授業は、イングリッシュ・スキル（English Skills）、ストリータイム
（StoryTime）、エクスプロレーション（Explorations）で構成され、生徒は科学、技術、地理、歴史などの興
味を刺激する科目を通じて英語力を身に付けます。 

低年齢の児童は、スポーツやアクティビティー満載の午後のスケジュールに備え、昼食前にシエスタ・
タイムとリラックスおしゃべりタイムを取り、十分に休憩することができます。スポーツ等様々なレクリ
エーションに参加できる専門アカデミーも、オプショナル活動として選択できます。

イブニングエンターテーメントプログラムは、斬新かつ刺激的な要素を含んだレッスン内容となってい
ます。レクリエーションや楽しい催しを通して、英語やイギリスの文化を堪能することができます。

小旅行では、生徒は名所や史跡を訪問します。その中には、城、博物館または宮殿や、ビッグ・ベン、マダ
ム・タッソー館、ロンドン・アイなどの人気の観光地、あるいは、水族館、動物園、テーマパークの訪問な
どのレクリエーションが含まれます。

昼コースのみの通学も可能です。又、保護者向けの英語クラスやレジャープログラムもあります。

1日コース
保護者向けプログラム
CLIL (内容言語統合
型学習)
海辺のロケーション

年齢 6～11歳
募集人数 60人（全寮制）

授業 17.5 時間／週
レベル A0–C2（全レベル）

クラスの人数 10人
部屋当たりの平均床数 4～8 床*
スタッフと生徒の割合 1:3

日程 6月30日から8月17日
コース料金 1,150ポンド／週

1日コース料金 650ポンド／週

イーストボーン校
授業 週15時間

レベル A1–A2（初級） 
B1–B2（中級） 
B2–C1（上級）

クラスの人数 8人
レジャー・プログラム 週9時間

日程 6月30日から8月17日
コース料金 週550英ポンド

ペアレント・プログラム

イーストボーン校
* 平均より床数が多いまたは少ない部屋をご利用いただ
ける場合があります。
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ヤング・インフルエンサー
ハンドクロス 10～14歳

このプログラムでは、ブログ (Blog)、YouTube、ビデオ、アニメーションなどの
21Cツールとクリエイティブなメソッドを使用して、コラボレーション、チーム
ワーク、イマジネーション、クリティカル・シンキング、問題解決などの21世
紀に求められるスキルを身に付けます。

生徒は興味を掻き立てるタスクに基づく授業やワークショップを週16時間受講します。生徒は実際に
英語が使用される状況で英語を使用することで、実践的な英語力を身に付けます。

プロジェクトとタスクに基づく学習は指示に沿って行われる革新的な学習メソッドです。生徒は21世紀
に成功するために不可欠な様々なストラテジーを体験します。生徒は1人でまたは他の生徒と協力して
学習し、身に付けた知識、スキル、パーソナリティを活かして、調査、ディスカッション、プロジェクトの作
成を進めます。

この包括的なプログラムには毎日午後のスポーツやアクティビティが含まれます。 一部のスポーツと
アクティビティでは、プロフェッショナル・アカデミーの授業を受講できます。夕方のエンターテイメン
ト・プログラムはレクリエーションや楽しみの時間で、生徒は興味を刺激する斬新な方法で英語とイギ
リス文化に浸ることができます。

小旅行では、生徒は名所や史跡を訪問します。その中には、城、博物館または宮殿や、ビッグ・ベン、マダ
ム・タッソー館、ロンドン・アイなどの人気の観光地、あるいは、水族館、動物園、テーマパークの訪問な
どのレクリエーションが含まれます。可能な場合、水曜日の小旅行は、デジタル通信、科学または技術に
関連するテーマの訪問地が選ばれます。

ハンドクロス

21C スキル
タスクに基づく学習 
エクストラ・フルデイ 
小旅行

年齢 10～14歳
募集人数 60人

授業 週16時間
最低レベル A2 （準中級）

クラスの人数 14人
部屋当たりの平均床数 3～6床*
スタッフと生徒の割合 1:4

日程 7月7日から8月17日
コース料金 1,150ポンド／週

イーストボーン校

* 平均より床数が多いまたは少ない部屋をご利用いただ
ける場合があります。
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アドベンチャーズ イン 
イングリッシュ
ウィンドルシャム 9～13歳 &  
クレアモント 12～16歳

ウィンドルシャム・ハウス・スクールとクレアモント・スクールを拠点とするこの夏期アドベンチャー・プ
ログラムでは、生徒の自然への好奇心を刺激する屋外授業を通じて、週20時間の英語の授業が行わ
れます。

英語の授業は、イングリッシュ・スキル（English Skills）、エクスプロレーション（Explorations）（生徒の興
味を刺激する科目を通じたCLILに基づく英語学習）、アドベンチャー・アクティビティで構成されます。
英語資格の取得を希望する生徒はTrinity GESE試験を受験できます。

この包括的なプログラムには毎日午後のスポーツやアクティビティが含まれます。多種のスポーツとア
クティビティで、プロフェッショナル・アカデミーの授業を受講できます。

夕方のエンターテイメント・プログラムはレクリエーションや楽しみの時間で、生徒は興味を刺激する
斬新な方法で英語とイギリス文化に浸ることができます。

小旅行では、生徒は名所や史跡を訪問します。その中には、城、博物館または宮殿や、ビッグ・ベン、マダ
ム・タッソー館、ロンドン・アイなどの人気の観光地、あるいは、水族館、動物園、テーマパークの訪問な
どのレクリエーションが含まれます。

このコースでは多くのイギリス人アシスタントを迎え、留学生に同年代のイギリス人の子供たちと会話
する機会が与えられます。

英語アシスタント
屋外学習
アドベンチャー・アク
ティビティ
CLIL

ウィンドルシャム校

クレアモント

年齢 9～13歳 
募集人数 150人

授業 週20時間
最低レベル A0–C2（全レベル）

クラスの人数 14人
部屋当たりの平均床数 4～8床*
スタッフと生徒の割合 1:4

日程 7月7日から8月10日
コース料金 週1,050英ポンド

ウィンドルシャム
年齢 12～16歳 

募集人数 100人
授業 週20時間

最低レベル A0–C2（全レベル）
クラスの人数 14人

部屋当たりの平均床数 1～5床*
スタッフと生徒の割合 1:5

日程 7月7日から8月17日
コース料金 週1,050英ポンド

クレアモント

* 平均より床数が多いまたは少ない部屋をご利用いただ
ける場合があります。

* 平均より床数が多いまたは少ない部屋をご利用いただ
ける場合があります。



ランシング校

ディッカー校

イングリッシュ プラス
ディッカー校：12～17歳対象 
ランシング校：13～18歳対象

週22.5時間のこのセミインテンシブ・プログラムは2つの寄宿舎で行われ、
生徒の年齢に関わりなく最適なオプションです。

英語の授業は、イングリッシュ・スキル（English Skills）、エンリッチメント（Enrichment）、リサーチ・プロジ
ェクト（Research Projects）で構成され、これらを通じて、生徒の受動的スキルと能動的スキルの両方を伸
ばします。ケンブリッジ英語検定のB1 Preliminary、B2 FirstまたはC1 Advancedの資格取得を希望する生
徒は、集中試験コースを受講できます。

生徒は週2コマまでアカデミック・アカデミーを選択することが可能で、より集中的な学習プログラムを
作成できます。選択科目の中には、経済学、英文学、歴史、国際関係学、経営学、数学、科学があります。ア
カデミック・アカデミーには、クリエイティブ・ライティング、ディベート、エッセー・ライティング、プレゼン
ティングなどの多くのコミュニケーション・スキルの授業も含まれます。 

この包括的なプログラムには毎日午後のスポーツやアクティビティが含まれます。多種のスポーツとア
クティビティで、プロフェッショナル・アカデミーの授業を受講できます。

夕方のエンターテイメント・プログラムはレクリエーションや楽しみの時間で、生徒は興味を刺激する斬
新な方法で英語とイギリス文化に浸ることができます。 

小旅行では、生徒は名所や史跡を訪問します。その中には、城、博物館または宮殿や、ビッグ・ベン、マダ
ム・タッソー館、ロンドン・アイなどの人気の観光地、あるいは、水族館、動物園、テーマパークの訪問など
のレクリエーションが含まれます。

セミインテンシブ
アカデミック・アカ
デミー
リサーチ・プロジェクト
1日コース（ディッカー）

年齢 12～17歳 
募集人数 250人

授業 週22.5時間
最低レベル A0–C2（全レベル）

クラスの人数 14人
部屋当たりの平均床数 2～4床*
スタッフと生徒の割合 1:5

日程 6月30日から8月17日
コース料金 週1,200英ポンド

1日コース料金 週750英ポンド

ディッカー校
年齢 13～18歳 

募集人数 230人
授業 週22.5時間

最低レベル A1–A2（初級）
クラスの人数 14人

部屋当たりの平均床数 1～2床*
スタッフと生徒の割合 1:5

日程 6月30日から8月17日
コース料金 週1,200英ポンド

ランシング校

* 平均より床数が多いまたは少ない部屋をご利用いただ
ける場合があります。

* 平均より床数が多い部屋をご利用いただ 
ける場合があります。
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レガート ダンス
ディッカー校：12～17歳対象

レガート・スクール・オブ・ダンスと、ビーズ・シニアスクールであるビーズ
サマースクール ディッカー校との提携により実施される、2週間の特別集
中プログラムです。

週１７時間のクラシックバレエ、コンテンポラリーダンス、振り付け、 
ボディーコンディショニング、ピラティスのレッスンを、レガート・ダンススクールの教師から受講するこ
とができます。

このダンスコース参加者はイングリッシュ プラス コースの生徒とともに、英語スキルの授業を週12.5時
間受講できます。

イブニングエンターテーメントプログラムは、斬新かつ刺激的な要素を含んだレッスン内容となってい
ます。レクリエーションや楽しい催しを通して、英語やイギリスの文化を堪能することができます。

週末には各地の名所を訪れます。イギリス文化を象徴するお城や博物館、ロンドン塔などの観光名所
他、ショッピングやテーマパーク訪問など楽しいレクリエーションプラン満載です。

この集中コースの締めくくりとして、生徒たちはディッカ―校キャンパス内のマイルス劇場で、観客を前
に華やかなダンスを披露する機会が与えられます。

このコースへの参加は、バレエのトレーニング経験者が対象となります。

対象年齢 12～17歳
週あたりの授業時間数 英語12.5時間 +  

ダンス17時間／週

最低レベル A1–A2（初級）
クラス人数 14人

部屋当たりの平均床数 2～4床*
スタッフ:生徒の比率 1:5

期間 7月7日から20日
授業料 1,500ポンド／週

ディッカー校

ディッカー校

ダンス集中クラス
英語語学スキル
パフォーマンスの 
発表会
広大でアットホームな
キャンパス

* 平均より床数が多いまたは少ない部屋をご利用いただ
ける場合があります。
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イングリッシュ フォー 
ザ フューチャー
サセックス大学ブライトン校：15～20歳対象

週25時間のこの集中学習プログラムは、さらなる進学を志したり職業生活
を始める若い学生向けのプログラムです。

授業は、イングリッシュ・スキル（English Skills）、コミュニケーション・スキル（Communication Skills）、ア
カデミック・インサイト（Academic Insights）で構成され、このいずれも集中英語学習プログラムの一部
として、様々な進学および職業の文脈におけるコミュニケーションに効果的なストラテジーを身に付
けます。 

国際的に認知された英語資格の取得を希望する生徒や英国で大学進学を志す生徒（16歳以上）は
IELTSの集中準備コースを受講し、試験を受験できます。

この包括的なプログラムには、ペイントボール、コンサート、マウンテンバイク、ゴーカート、ディスコなど
の年齢にふさわしいソーシャル・イベントやレクリエーションのアクティビティが含まれ、生徒は興味を
刺激する斬新な方法で英語とイギリス文化に浸ることができます。

週末の小旅行では、生徒はブライトンまたはロンドンを探訪し、城や博物館、またはロンドン塔などの
人気の観光地の訪問、あるいは、カムデン・マーケットでのショッピングやミュージカル鑑賞などのレク
リエーションを楽しみます。

提供：サセックス大学

インテンシブ・プロ
グラム
アカデミック・イン
サイト
大学キャンパス
バスルーム付き寝室

年齢 15～20歳 
募集人数 80人

授業 週25時間
最低レベル B1（中級）

クラスの人数 14人
各部屋の標準ベッド数 浴室付1人部屋
スタッフと生徒の割合 1:5

日程 6月30日から8月17日
コース料金 週1,500英ポンド

ブライトン
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典型的な週2019
イングリッシュ プラス (ディッカー校 & ランシング校)

月曜日 火曜日 水曜日 水曜日 金曜日 土曜日 日曜日 

07.15 起床 起床 起床 起床 起床 起床 朝寝

07.45 朝食 朝食 朝食 朝食 朝食 朝食

08.30 スチューデント・ミーティング スチューデント・ミーティング スチューデント・ミーティング スチューデント・ミーティング スチューデント・ミーティング スチューデント・ミーティング 起床

08.45 イングリッシュ・スキル 1 イングリッシュ・スキル 1 イングリッシュ・スキル 1 イングリッシュ・スキル 1 イングリッシュ・スキル 1 小旅行オプション 1
ロンドン・ブリッジ体験と墓地、また
はロンドン塔

史跡を訪ねるロンドン・ブリッジ体験と
墓地、またはロンドン塔の見学。

ロンドン・ブリッジ体験と墓地
• ブーディカ女王のイケニ族
• ローマ軍の話
• 切り裂きジャック
• 中世の生活
• ロンドン大火

ロンドン塔
• 連合王国の戴冠宝器
• ホワイト・タワー
• 要塞
• ヘンリー8世の甲冑

09.00 朝食

09.45 スチューデント・ミーティング

10.00 休憩 + 軽食 休憩 + 軽食 休憩 + 軽食 休憩 + 軽食 休憩 + 軽食 小旅行
ブライトン 
サンシャイン・コーストで次のアクティビ
ティを行います:
• シーサイド・ピアの訪問
• チャーチル広場でショッピング
• 風変わりなブライトンのレーンの訪問
• 海辺でピクニック

午後は、海沿いの人工の砂場でビーチバ
レーなどのアクティビティ、または世界一
高い動く観測タワーのブリティッシュ・エ
アウェイズi360型機のフライト体験。

10.15 イングリッシュ・スキル 2 イングリッシュ・スキル 2 イングリッシュ・スキル 2 イングリッシュ・スキル 2 イングリッシュ・スキル 2

11.30 休憩 休憩 休憩 休憩 休憩

11.45 エンリッチメント エンリッチメント エンリッチメント エンリッチメント エンリッチメント 小旅行オプション 2
徒歩またはバスツアーで次の建物や名所
を観光するロンドン1日市内観光:

• ビッグ・ベン
• バッキンガム宮殿
• 衛兵の交代
• コヴェント・ガーデン
• ダウニング街10番地
• ハロッズ
• 国会議事堂
• オックスフォード・ストリート
• ピカデリー・サーカス
• リージェント・ストリート
• サウス・バンク
• トラファルガー広場

12.45 昼食 昼食 昼食 昼食 昼食

13.45 リサーチ・プロジェクト リサーチ・プロジェクト スチューデント・ミーティング リサーチ・プロジェクト リサーチ・プロジェクト

14.00 小旅行
スケート・スクール
生徒各人はスケート場の利用料金を受
け取り、現地のスケート・インストラクタ
ーが指導するローラー・ディスコ・ラン
に参加します。

現地でピクニック・ディナーの後、チーム
ゲームとアクティビティを行います。

15.00 休憩 休憩 休憩 休憩

15.30 スチューデント・ミーティング スチューデント・ミーティング スチューデント・ミーティング スチューデント・ミーティング

15.45 スポーツとアクティビティ
エアロビクス、ブートキャンプ、ドラマ、
サッカー、ネットボール、ペインティ
ング、テニス

スポーツとアクティビティ
カードゲーム、ファッションデザイン、
ラウンダーズ、スカッシュ、水泳、バレー
ボール、ヨガ

スポーツとアクティビティ
スポーツとアクティビティ
チェス、サーキット・トレーニング、ダン
ス、ドッジボール、模型製作、スツールボ
ール、テーブルテニス

スポーツとアクティビティ
バドミントン、バスケットボール、ラグ
ビー、クリケット、セットデザイン、シン
ギング、ズンバ

17.15 自由時間 自由時間 自由時間 チュートリアル 

18.00 夕食 夕食 夕食 夕食 夕食

19.00 スチューデント・ミーティング スチューデント・ミーティング スチューデント・ミーティング スチューデント・ミーティング 夕食 スチューデント・ミーティング 

19.15 ソーシャル・イベント
カラオケ・ナイトまたはソフトボール・
スポーツ（ハンドボール、ベンチボール、
ドッジボール）

ソーシャル・イベント
プール・パーティーまたはミュージカル・
ワークショップ

ソーシャル・イベント
クイズまたはテニス

ソーシャル・イベント
卒業生を送るセレモニーの後、ディスコ
またはフットサルの試合

ソーシャル・イベント
歓迎ゲームとアクティビティ

20.00 自由時間

21.00 自由時間 + 軽食 自由時間 + 軽食 自由時間 + 軽食 自由時間 + 軽食 自由時間 + 軽食 自由時間

21.45 ハウス・ミーティング ハウス・ミーティング ハウス・ミーティング ハウス・ミーティング ハウス・ミーティング ハウス・ミーティング ハウス・ミーティング 

22.00 ハウス・タイム ハウス・タイム ハウス・タイム ハウス・タイム ハウス・タイム ハウス・タイム ハウス・タイム

22.30 就寝 就寝 就寝 就寝 就寝 就寝 就寝 

これは、例示的な目的のための例示的なタイムテーブルである。
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アルゼンチン 
1.7% 

オーストリア
1.7% 

イギリス人アシスタント  
1.1% 

中国  
10.6% 

フランス 
12.3% 

ドイツ 
11.9%

イタリア 
13.4%

日本
6%

サウジ 
1.1% 

ポーランド 
3.2%

ポルトガル
2.4%

ロシア
11.9%

スペイン 
7.7% 

スイス 
1.8% 

トルコ 
3.8% 

ウクライナ  
1.8% 

その他  
7.6% 

出身国
昨年の夏には、合計56か国の生徒がBedeのサマ
ースクールで学びました。

アルゼンチン

オーストリア

中国

イギリス人アシスタント 

フランス

ドイツ

イタリア

日本

ポーランド

ポルトガル

ロシア

サウジ

スペイン

スイス

トルコ

ウクライナ

その他 
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ワージング

ヘイスティングス

ガトウィック

ルートン

スタンステッド

ヒースロー

エブスフリート

アッシュフォード

フォークストン

ドーバー

ロンドン

ウィンドルシャム
ランシング ディッカー

イーストボーン
ブライトン

ハンドクロス クレアモント

ポーツマス

地図と都市名



Bede’s Summer School  
（ビーズ サマースクール） 
住所：Upper Dicker, Hailsham 
East Sussex BN27 3QH

電話：+44 1323 356688
summer.school@bedes.org
bedessummerschool.org


