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SPEND AN

AMAZING
SUMMER WITH NEW FRIENDS

AND STUDY ENGLISH
IN THE HEART OF LONDON!



YOU WILL HAVE AN 
UNFORGETTABLE 
EXPERIENCE IN OUR 
Young learner’s programme 2017 

ブッキング期間、最低一週間より 

開催期間: 

冬コース： 1月9日-1月30日 （月曜スタート） 

春コース： 4月3日-5月17日 （月曜スタート） 

夏コース： 6月26日-8月28日 (月曜スタート） 

参加年齢: 

12–16 歳の生徒様 

プログラム内容 

• 英語コース (週20時間)

• 入学、卒業のレベルチェックテスト

• 三食付きアコモデーション（朝、昼、

晩） 

• 午後のアクティビティ (月 – 金)

• 土曜のフルデイアクティビティ（終

日) 

• グループ往復空港送迎

• オイスタートラベルカード(ゾーン1

－2 無制限) 



プログラム内容 

日曜到着

月曜 – 金曜:

09:15 – 12:30 英語コース

(週 20 レッスン)

12:30 – 13:30 休憩

13:30 – 16:30 午後のアクティビティ

土曜: 終日アクティビティ

日曜出発

アクティビティ例

Week1 Week2 Week3 

月 曜
（13：30-

16：30） 

イントロダクション：

公園でのアクティビティ 

イントロダクション：

王立植物園 

イントロダクション：

公園でのアクティビティ 

火 曜
（13：30-

16：30） 

マーケット：

オールドスピタルフィー

ルドマーケット

ビクトリア＆アルバート博物

館 

科学博物館 

水 曜
（13：30-

16：30） 
ロンドン動物園 シティファーム

マーケット：

カムデンタウン

木 曜
（13：30-

16：30） 
アドベンチャーパーク ロンドン自然博物館 ロンドン交通博物館

金 曜
（13：30-

16：30） 
大英博物館 

マーケット：

バラマーケット スピタルフィールドファー

ム

土曜 
（終日） 

オックスフォード日帰り

旅行 

ケンブリッジ日帰り旅行 ウィンザー日帰り旅行

日曜 

自由 自由 自由 

*ACTIVITIES MAY CHANGE SUBJECT TO THE WEATHER

クティビティ例



ヤングラーナーズ・プログ

ラムとは

ヤングラーナーコースは、様々なアクティビティを通して

子供たちの英語でのコミュニケーションや英語能力を発展

させることのできる当スクールのお勧めコースです。グル

ープのニーズや年齢によって、オリジナルのプログラムを

組むことができます。



ROSE OF YORK 
ランゲージスクール

ロンドンの学校
ローズオブヨークは、ロンドンの中心に位置し、生徒の皆様に楽しく

英語を学んでいただく環境をご提供しています。

様々な課題やアクティビティを通し

英語でコミュニケーションをとることで、

英語スキルの上達をサポートしてい

ます。

フレンドリーでアットホームなロー

ズオブヨークは、

26年間、クオリティの高い英語コー

スをご提供し続けています。

また、British Councilや、ISI

（Independent School Inspector）

による承認校です。

学校の歴史 
ローズオブヨークの始まりは1980年代、

ヨークに住む、とある家族が、15歳の

娘ローズとともにロンドンに移り住ん

だことでした。家族はロンドンの中心

に新しい語学学校を設立しました。家

族には、世界中の人々と英語やイギリ

ス文化を共有するという夢がありまし

た。娘ローズの才能と根気、ヨークの

美しい景色と文化という二つのコンセ

プトを掛け合わせ家族は学校をRose of Yorkと名づけました。この二つのコンセプトが、

多文化ロンドンの中心にあるRose of Yorkの教育の要となっています。 



ヤングラーナーズ・プログ

ラムの目的

 アクティビティや観光を通し、イギリス文化に触れ文化理解を

促します。

 単語、文法やフレーズなどを学び、発展に努めます。

 様々な交流やアクティビティを通し、英語でのコミュニケーシ

ョンを図ります。

 生徒様のチームワークの発展、自立、コミュニケーションや、

様々な国の人との交流、お友達作りのお手伝いを促します。ク

ラスでのお勉強だけでなく、課外活動やゲーム、日帰り旅行な

どをすることにより、英語だけでなく、イギリスの文化を学び、

ロンドンの様々な場所を知っていただくことを目的としていま

す。



滞在先
三食付レジデンツ

生徒様は 24 時間セキュリティ完備の、暖かく安全なレジデンスで滞在します。こ

れまで何人ものヤングラーナーを受け入れてきた寮スタッフは DBS という犯罪履歴

チェックやセーフガーディングを受けており、安心して滞在をお楽しみいただけま

す。レジデンスはロンドンの中心、Zone1、Zone 2 もしくは少し郊外の Zone3 に位

置します。Zone 3 はセントラルより少し離れますが、静かな住居地で、またセン

トラルまでの交通の便が非常によいことが特徴です。

16 歳以下の学生様の滞在は、三食付（毎日、朝昼晩）のプランです。食事は、栄

養のバランスを考えられ、暖かい食べもの、冷たい食べもの、フルーツ、野菜など

が含まれます。

14 歳から 15 歳までの生徒様は、ご両親の同意の上で、付き添いなしでの学校まで

の通学や、週末などの外出を許されています。ですが、必要なときはいつでも責任

のある大人に頼ることができます。

12 歳から 13 歳の生徒様は、通学や、

外出など、必ずグループリーダーの

付き添いが必要となります。



滞在先 
三食付きホームステイ

生徒様は安全でホストファミリー経験豊かな家族と一緒に過ごします。ホストファ

ミリーは DBSという犯罪履歴チェックやセーフガーディングを受けており、安心し

て滞在をお楽しみいただけます。生徒様はホストファミリーより栄養のある朝食、

昼食、夕食を提供され、すべての食事に温かい食べ物、冷たい食べ物、野菜、果物

などがつきます。

ホームステイの滞在先は、ロンドンでも静かで住み心地のよいＺｏｎｅ３と４に位

置し、郊外に位置はしますがセントラルロンドンや学校までのアクセスは非常に便

利です。郊外のホームステイはお部屋が広く、お部屋にトイレがついているところ

や、共同トイレバスをご案内できます。16歳以下のお子様は三食付きのお食事プラ

ンをお選びいただくのが原則で、12－13歳の生徒様には通学など常に保護をする者

がついています。学校までのエスコートは 6日でおひとり£150、14歳－15歳の生徒

様は保護者の方の同意のもと、ホームステイ先からエスコートなしで通学、また週

末などもお出かけいただけます。

生徒様の安全に際し、ホストファミリーが帰宅の際には家におりますので、16歳以

下の方の鍵の譲渡はありません。また、夜の外出はできません。すべてのホストフ

ァミリーは犯罪歴チェックを行っており、非常に信用のできるファミリーです。 



サポート

生徒様に楽しんで英語を学んでいただくことが当校のモットーです。ヤングラーナ

ーの生徒様は、サポートチームによって見守られ、サポートはアクティビティ、ホ

ームステイ、レジデンツ、どこであっても 24 時間、無休で受けることができます。 

Rose of York のスタッフは、セーフガーディングのチェックを受け、犯罪歴のチ

ェックを行っています。また、すべてのスタッフがヤングラーナーと接するため、

セーフガーディングのトレーニングを受けており、その資格を持っているスタッフ

もおります。

空港につくと、チームが生徒様を出迎え、ホームステイ先までご案内します。出発

時は、スタッフがチェックインデスクまでの付き添い、安全な帰国を手配します。

14 歳以下の生徒様は 24 時間差サポートがあり、スタッフが通学に付き添います。

14 歳以上の生徒様は、学校やアクティビティ、滞在先では先生やスタッフが付き

添いますが、ご両親の同意の下、お一人で通学が可能です。

We look forward to speaking with you
 

Phone

+44 (0) 207 434 0643

Email

hello@roseofyork.com

Skype

roseofyorklanguageschool 

Website

www.roseofyork.com

Fax

+44 (0)20 7580 9992

Address

Rose of York London

45 Oxford Street, 
London, W1D 2DZ




