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－ピルグリムス サマーコースのご案内－ 
小学生から高校生対象 

 

ピルグリムスのサマーコースは40年に亘る経験と実績があり、

参加者は様々な経験を通して英語を効率よく習得することが

出来ます。「コースに参加して英語に自信がつきました」「いろ

いろな国の友達がたくさんできました」という声が多く届けられ

ています。 

 

イギリスでも有名なパブリックスクールの寮に滞在し、朝起き

てから夜寝るまで英語を使って生活します。 

ヨーロッパを中心に、世界各国から集まった生徒達と一緒に

生活することで、英語だけでなく自立心、協調性、国際性を養

う機会としても評価されています。 

夏休みの有意義な体験として、ぜひ多くのご参加をお待ちし

ております。 

 

 

ピルグリムスのコースの特徴は 

 

✔ 英語で生活しながら効果的に習得する機会 

   朝から晩まで英語漬けで生活します。教室での授業以外にス

ポーツや遠足、ゲームなど全てのアクティビティが英語習得の

場です。 

✔ 安全を第一に行き届いたケア 

   生徒さんの安全を第一に考え、先生やスタッフも同じ寮に生活

して、24時間少人数制の行き届いたケアを行っています。 

✔ 様々な国籍の生徒との交流 

   毎年 30カ国以上の国々から生徒が集まります。１クラスに同じ

国の生徒が集中しないようにしていますので、様々な国籍の生

徒と友達になり、コースが終了しても交流を続けている生徒も

多くいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ピルグリムスの提供するサマーコースプログラムは、日英協

会でも過去 30 年近くに亘って後援しており、多くの方々にご

好評をいただいています。このご案内は日本語での要約とな

っておりますので、英文パンフレットもご一読下さいますようお

願い致します。 

 

 

内容に関する質問等は日英協会事務局までお気軽にお尋ね

ください。また、ご相談・説明等で事務局へのご来訪を希望さ

れる方は事前にご希望日時をお知らせください。学習・アクテ

ィビティ風景等、写真をご覧いただけます。 

 

お申込みの際には、①REGISTRATION FORM ②和文申

込書（写真貼付） の 2 点にご記入の上、日英協会事務局ま

でご郵送ください。記入漏れのないようにご注意願います。 

 

お申込は申込書のご提出とともに授業料の納入（銀行送金も

しくはカード引き落とし）をもって確定となります。 

定員に達し次第、締め切りとさせていただきますのでご了承く

ださい。 

6 月下旬には、日英協会を通してお申込手続きを完了された

参加者全員を対象に、出発前の説明会を予定しています。 
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ピルグリムスのコースについて  

効率的なプログラム 

朝起きてから夜寝るまで一日中英語で生活しますので、

英語を集中的に習得することができます。様々なアクティ

ビティを通じて楽しみながら、自然に英語が身につくよう

になっています。実際、週に１００時間以上も英語に触れ

る機会があります。 

 

安 全 面 

生徒さんの安全を第一にきめ細かい対応をしています。

先生やスタッフは男女に分かれてそれぞれの寮に滞在し、２４時間体制でケアします。生徒５、６人に一人の割合で先生が配置

されますので、常に目が届くようになっています。また、そのために朝食時から就寝まで先生について英語を練習することが出来

るわけです。 

 

多様な国籍の参加者  

ピルグリムスには毎年３０カ国以上の国々の生徒が参加

しています。１つの国籍の参加者がコースに集中しない

ように制限していますので、様々な国のクラスメートと英

語を話しながら友達になることが出来ます。 

 

 

 

 

 
ピルグリムスでの１日（例） 

 

07:30 起床 

08:00 朝食 

08:45 朝のミーティング 

09:00 英語の授業  

12:15 昼食 

12:45 自由時間 

 

13:45 午後のアクティビティ 

15:15 休憩（おやつ休憩あり） 

15:30 午後のアクティビティ 

17:00 自由時間 

18:00 夕食前のアクティビティ 

18:15 夕食 

19:15 イブニングアクティビティ 

21:15   ココアタイム 

22:00 就寝 

22:30 消灯 

 

・ 午前中の英語の授業は学習意欲を高め、生徒が楽しめるように

すすめられます。 

・ ロールプレイ、ゲーム、ディスカッションなど、参加型のクラスで、

楽しく勉強します。 

・ スピーキングやリスニングの訓練では正確でスムーズな会話、

正しい発音が身につきます。 

・ 文法、単語、熟語を学習し、実用的な使い方を学びます。 

・ 会話やディスカッションに自信を持つようになります。 

 

・午後のアクティビティは、午前中に学習した英語を使う実践の場と

なります。（テニス、サッカー、バスケットボール、工作、水泳など） 

 

・イブニングアクティビティは楽しいイベントが盛りだくさんです。（デ

ィスコ、クイズ大会、カラオケ、ゲーム、カジノ、バーベキュー、映

画、ファッションショーなど） 

 



ピルグリムスが選ばれる訳は 

 

 様々な国からの参加者 

毎年３５カ国にも及ぶ様々な国からの参加者が集まります。１

クラスに同じ国の生徒が集中しないよう、２５％以内におさえ

ることで、参加者は自国語でなく英語で話すように指導されま

す。 

 

 リピーターの多さ 

ほぼ３分の１の生徒が翌年も参加しています。これは参加し

た生徒がピルグリムスのサマーコースを高く評価しているとい

う事実でしょう。 

 

 少人数制のケア 

各コースは大体５０名の生徒で編成されますが、５、６名の生

徒に一人の先生の割合で対応していますので、常に目が届

き、コースを通してきめ細かいケアを行っています。 

 

 経験豊富なスタッフ 

７５％以上の先生やスタッフがピルグリムスのコースに継続し

て従事しています。彼らもコースで教えたり、お世話すること

を楽しみにしています。 

 

 

ピルグリムスへの質問 

Q 空港へ到着した子どもへのお迎えはありますか？ 

A ピルグリムススタッフが空港からコースセンターまでお送りします。

Q 帰国の際にはチェックインのお手伝いがありますか？ 

A ピルグリムススタッフがコースセンターから空港までお送りし、チェ

ックインのお手伝いをします。また、出発ゲートまで見送りをし、離陸

まで空港に待機します。 

Q コースセンターでの食事はどうなっていますか？ 

A 朝食、昼食、夕食は料金に含まれています。様々な料理を選ん

で召し上がっていただきます。 

Q 子どもがコースセンターに到着したら、自宅に電話をもらえます

か。 

A ご自宅に電話をするよう、生徒に伝えます。コースセンターには

電話があるので緊急時には連絡がとれます。 

Q 男子生徒と女子生徒は別々の寮に滞在しますか？ 

A 男子寮と女子寮は別棟になっており、ピルグリムススタッフも男

女別に同じ寮に滞在します。 

Q ピルグリムスのスタッフは 24時間ケアをしますか？ 

A はい、スタッフは同じ寮に泊まり、24時間のケアをします。 

Q 食事の制限がある場合はどうしたらよいですか？ 

A 事前にお知らせください。対応いたします。 

Q 子どもたちはいつ到着すればよいですか？ 

A 到着日の午前 9時から午後 5時。出発日は午前 9時から午後 5

時。それ以外の時間帯には 150ポンドの追加料金がかかります。 

Q キャンセルをしたい場合はどうしたらよいですか。 

A 正当なキャンセルの理由があれば全額返金いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加者からの声 

 

“１０歳の娘、エマが昨年７月のサマーキャンプに参加して大変楽しく

有意義な経験をしました。写真もすばらしく、コースの状況が良くわ

かりました。娘は家に帰った時にはとても興奮しながらピルグリムス

のことを話してくれました。まだ幼い子で英語も上手く話せませんが、

コースを楽しんでくれたことが何よりでした。安全面から完璧なコー

ス編成、すばらしい先生方、スタッフの皆さんのお陰で娘が貴重な経

験をすることができました。ありがとうございます。” 

セシル・ガラシェ（フランス） 

 

“私は１６歳で昨年の夏、ハロウスクールのコースに３週間参加しま

した。今までの人生で最高の期間だったと思います。今年も参加す

るつもりで、今からピルグリムスに行く日が待ち遠しいです。世界中

のいろいろな参加者に会って、様々な文化を知ることを楽しみにして

います。昨年、コースの最後には涙が出てきましたが、きっと今年も

同じようになるかと思います。同じコースに参加した友達やスタッフと

の再会を期待しています。今年もきっと素晴らしいサマーコースにな

るでしょう。”マリア・レジーナ（イタリア） 

 

“私はスペインから参加した１６歳女子です。昨年７月に３週間、ハロ

ウスクールのコースに参加しました。ピルグリムスには５回目の参加

で、ハロウスクールには４回目の参加でした。ピルグリムスでは先生

たちがすばらしく、普段の学校の英語の授業と違い、ゲームや様々

なトピックについてディスカッションをするなど、楽しみながら英語の

勉強が出来ました。私にとって最も印象深いのは初日と最終日です。

初日は知り合いがいなくて一人で、何もかもが始まる時ですが、最

後の日にはピルグリムスで過ごした日々を思い返し、友達のことや

先生のこと、全ての思い出が大切で、コースが終わってしまうのが悲

しくなるからです。そんな時、人との出会いの大切さを知ります。” 

パロマ（スペイン） 

 

“私の娘、アマンダはブラッドフィールド・カレッジのコースを大変楽し

みました。何が一番良かったかと聞きましたところ、まずはすばらし

い先生とスタッフの方々が、そして次には毎日の様々なアクティビテ

ィだと答えました。アマンダは多くのことを学び、特に英語で意見を述

べることが出来るようになりました。最近では今年の夏もブラッドフィ

ールド・カレッジに行きたいと盛んに言っています。” 

クリストファー・リンドバーグ（フィンランド） 
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【 コースセンターリスト 】（1ポンド 約 178円 2015

年 1月現在） 

  

注： 授業料とは期間中の授業（遠足を含む）と寮生活（食事込み）の費用です。 

上記コース以外の日程でピルグリムスのパンフレットにあるコースをご参加希望の方はご相談下さい。 

航空運賃は別途必要となります。航空券のご案内については別紙をご参照下さい。

 

コースセンター コース期間 対象年齢 授業料 

Harrow School 
ハロウスクール 

小学生高学年から高校生まで 

 

世界でも有名なパブリックスクールで、著名人も

多く学んだ歴史ある学校です。ロンドン中心から

電車で20分という距離にありながら、校舎は緑に

囲まれた丘の上に位置し、落ち着いた雰囲気で

す。スポーツセンター、室内プール、テニスコート

等が完備しています。 

 

 
 
 

3週間コース 

7月 25日～8月 14日 

 

 
 
 

8-13歳 

定員 5名 

 

14-17歳 

定員 5名 

 

 
 
 

3週間 

£3,840 
 

Bradfield College 
ブラッドフィールド・カレッジ 

中学生から高校生向き 

 

バークシャー州レディングの郊外にあり、200エー

カー（24 万坪）の広大な敷地を持つブラッドフィー

ルド・カレッジは、ヒースロー空港から車で４０分

ほどの場所にあります。スポーツやドラマ・アート

活動の施設が充実し、レンガ作りの美しい校舎と

素晴らしい景色に恵まれ、英国らしさを十分に味

わうことができます。 

 

 

3週間コース 

7月 23日～8月 12日 

 

 

14-17歳 

定員 5名 

 

 

3週間 

£3,660 
 

 

2週間コース 

8月 13日～8月 26日 

 

 

8-13歳 

定員 5名 

 

14-17歳 

定員 5名 

 

 
 

2週間 

£2,440 
 

 

5週間コース 

7月 23日～8月 26日 

 

 

14-17歳 

定員 5名 

 

5週間 

£6,100 
 

Malvern College 
モルヴァーン・カレッジ 

小学生から高校生向き 

 

ウースターシャー州グレート・モルヴァーンにあ

り、250 エーカー（30 万坪）の広大な敷地を有す

るイングランド中部の名門校です。伝統的な建物

の校舎は緑に囲まれ、勉強やスポーツに大変恵

まれた環境にあります。コース日程が早いので、

ヨーロッパの生徒の比率が高いです。 

 

 

1週間コース 

7月 28日～8月 4日 

 

 

8-13歳 

定員 5名 

 

 

1週間 

£1,220 
 

 

2週間コース 

7月 22日～8月 4日 

 

 

8-13歳 

定員 5名 

 

14-17歳 

定員 5名 

 
 

2週間 

£2,440 
 

Kent College Pembury 
ケントカレッジ・ペンバリー 

小学生から高校生（低学年・初めての方向き） 
 

ケントカレッジ・ペンバリー校は、「イングランドの

庭」とも言われるケント州にあり、緑豊かなすばら

しい環境にあります。校舎は新しく、室内温水プ

ール、テニスコート、ホッケー場など様々なスポー

ツ施設や、ドラマ・アート活動のための施設が充

実しています。 

 

 

1週間コース 

8月 4日～8月 11日 

 

 

14-17歳 

定員 5名 

 

 

1週間 

£1,220 
 

 

2週間コース 

7月 29日～8月 11日 

 
 

 

8-13歳 

定員 5名 

 

14-17歳 

定員 5名 

 

 
 

2週間 

£2,440 


