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プリマスシティカレッジ

ロイヤルサマーキャププログラム



あなたの夢
英国スタディツアー、
今すぐ始めましょう！

ロイヤルサマーキャンププログラムは、ファンデーションコースのため、挑戦的で刺激
的なサマーキャンプです。

外国の大学に行って勉強したくて、そのために準備をしている学生を助けます！
自分の学習スキルを発見し、世界中のさまざまな国の友達に会い、最も本格
的なイギリス文化スタイルを探索できます！

ロイヤルサマーキャンプはあなたに最も素晴らしい学習体験をもたらします：上級
教師の教えを通しますし、イギリスの地元ホストファミリーと一緒に暮らすことによ
り、英語を上達させ、そして、エディンバラ公体験プログラムの学習イベントをたく
さん参加できます。

今年の中で最も魅力的なイベントを参加するため、準備はできていますか？ オ
ックスフォードとロンドンを訪れ、世界的に有名な世界文化遺産の1つ-ストーン
ヘンジも訪れ、ビスターで買い物、城での卒業式に出席し、卒業パーティーを参
加し、そして、乗馬やキャンプ活動に参加する機会もあります！

エキサイティングでカラフルなイベントが1つずつ展示され、
最もエキサイティングな夏のコースをすぐに探索できます!
素晴らしい人生の旅の準備をしてください！



ようこそ
ロイヤルサマーキャンププログラム

プリマスシティカレッジが提供するロイヤルサマーキャンププログラムは、遊びと学
習スキルを向上するための組み合わせたキャンプです
サマーキャンプの学習は、留学生が夏休み中に大学の学位を取得するため
の準備に役立ちます
このプログラムは、学問的知識、英語力、観光、海外留学の経験を含まれ
ています。
1つに。

ロイヤルサマーキャンプは2つのパート（パート1とパート2）に分かれています。学
生は英国で2つの夏休みを過ごします。パート1とパート2を無事に修了した学
生は、英国のNQFレベル3資格を取得します。取得した証明書は大学入学
前の資格に相当しています。ただ第一段階のみに参加する学生は修了証
明を取得します。

つまり、サマーキャンプを無事に完了した学生は、英国の多くのトップ大学へ
の入学資格を取得できます（各大学には異なる入学要件があります）。



なぜプリマスシ
ティカレッジを
選ぶのですか？

プリマスシティカレッジは、イングランド南西部にある大規模な国立の持続教
育機関です。学校はプリマスのデボンのキングスロードにあります。キングスロ
ードセンターは元のデボンポートキングズロード駅で建てられました。同時にプ
リマス大学の一部でもあります。学校の元の名前はプリマス持続教育学院で
す、2007年一月に改名されました。

プリマスシティカレッジは、政府が資金提供する大規模な公立学院です。 
2016年にOfstedは、質の高い学院として認定されています。学院は1889年
に設立された以来、QAA、Ofsted、その他のイギリスの公的機関が認定した
規模コースを提供しています。学院は、ビジネスからエンジニアリング、大学入
学前からプロレベルまで、幅広いコースを提供しています。そして、STEMの主
題（科学、技術、工学、数学）に特に重視しています。その新しいSTEMキャ
ンパスは2017年9月にオープンしました。

学院はプリマス大学と協力して、対応するコースを提供し、学術研究と国際
項目の方面で緊密的なコラボレーションをします。学生の著しい進歩、就職ス
キルを学習するもプリマスシティカレッジの重要な責任です。



学生はロイヤルサマーキャンプの2つのパートを順調に完了しましたら、大
学予備証明書—NQFレベル3国際予備コース証明書を取得できます、
取得した後、学生はイギリス大学に進学できる資格が授与されます、お
よび多くのラッセルグループの大学はわたくしの学院に質の高い評価をさ
れています。

今まで、私達は多数の優秀な学生に以下大学を入ることを支援してい
ます。

キングスカレッジロンドン

ロンドンのクイーンメアリー大学

ダーラム大学

バーミンガム大学

ランカスター大学

リバプール大学

リーズ大学

シェフィールド大学

ノッティンガム大学

サザンプトン大学

ロンドン大学ロイヤルホロウェイ

ロンドン大学シティカレッジ

カーディフ大学

ベルファストのクイーンズ大学

エクセター大学

グラスゴー大学

ニューカッスル大学

など…

イギリス学生で良い満足度第三位
（2019FE週刊）

優秀高等教育TEF金賞
(Teaching Excellence

Framework 2017)

優れた2016年のOfsted
「GoodandOutstanding」賞

大学入学



イギリスオーシャンシティ

英国最古のパン屋はバービカ
ンにあります

英国で最も快適で安全
な都市の1つ

豊かな海の歴史

米国に移住した最初のピューリタ
ンはプリマスから来ました

この地域で最大の英国のオペ
ラハウス

プリマスジン蒸留所は
イギリスで最も古いです

魅力的なビーチと湾

プリマス、発見



ロイヤルサマーキャンプに関する重要な情報

コース構成

ロイヤルサマーキャンププラン-パート1- ロイヤルサマーキャンププログラム-パート2

一般コース
（ビジネスパスウェイとサイ
エンティフィックパスウェイ）

一般コース
（ビジネスパスウェイとサイ
エンティフィックパスウェイ）

ビジネスパスウェイ

ビジネスパスウェイ

科学パスウェイ 化学のパスウェイ

コース期間

EAPパート1
IT
学習スキル
数学

EAPパート2
高等数学

ビジネス学習

経済学
会計と財務

化学 生物学
物理学

開始日

終了日

7週間（1週間の観光ツアーを含む）

2022年7月8日

2022年8月26日

英国で2つの忘れられない夏休みを過ごしましょう。
イギリスの大学に予備ディプロマを取得できます。



最も美しいイングランドを探索
ロイヤルサマーキャンプ中、

以下のイギリスの歴史的で魅力的な場所を訪問します

ロンドン ストーンヘンジ

バース ビスタービレッジ

オックスフォード



カラフルなイベント
エディンバラ公爵のプログラムを体験します

エディンバラ公爵のプログラムは、完了するまで1
〜4年かかって、25歳の誕生日の前に完了する必
要があります。2つのレベルに分かれています。
完了すると、参加者はエディンバラ公のブロンズ、シ
ルバー、またはゴールドの賞に授与されます

ロイヤルサマーキャンププログラムは、上記のプログラムをサマーキャンプ
中に学生に用意します
学生にエディンバラ公爵賞の申請を準備することが支援できます。
準備しました。 申請に参加している学生は、4つの異なる土曜日にイ
ベントを参加します。
これらの活動はエディンバラ公爵賞の実際の演習と同等です。 イベント
は以下のカテゴリを含まれています。

ボランティア                  学生は、個人または町にサービスを提供する必要があります。

体力                          スポーツ、ダンス、またはフィットネスの分野での学生の活動を改善します。                         

スキル                         これは、学生の実践的な能力、社会的スキル、個人的な興味を探求します。

アウトドア探検              このイベントは、学生が計画、トレーニング、プリマスのアドベンチャー旅行の完了するに役立ちます。

備考：上記の体験活動は、エディンバラ公爵賞の実
際の活動ではありません。 その活動はシミュレートで
あり、学生が自分の能力の向上を達成するのをより
よく助けます。



世界的に有名な英国花火ショー選手権は、2021年8月12日と13日（木
曜日と金曜日）に開催されます。壮大で素晴らしい花火がプリマスの夜
空を照らすとき、六つのトップ花火会社が二つショーで競争します。各ショ
ーは10分間続き、勝者は戴冠します。

イギリスの花火ショーチ
ャンピオンシップ

2021年8月



今後のイベントにご期待
ください

キャンプ

乗馬



マリンスポーツ

素晴らしく、カラフルな
イベント



キャンプの主な特徴

2つの夏休みに英国の大学の卒業証書を取得できます。

エディンバラ公爵プログラムを体験するやイギリスの花火ショーチャンピオ

地元のイギリス家族でホームステイ

英国の地元企業でのインターンシップに参加できる

市場で最長のサマーキャンプ計画に挑戦します

ンシップなど、さまざまな活動に参加できる

イギリスの伝統的な城で行われる卒業式

英語スキルの強化とコミュニケーショントレーニングコース、および証明書の取得

乗馬、マリンスポーツなどのエキサイティングなイベントを体験できます。
ロンドン、バース、ストーンヘンジ、オックスフォード、プリマスなど、英国で最もユ
ニークで本格的なスポットを訪れます。









オックスフォード　ホワイトウォーターラフティング　ク
ライストカテドラル　オックスフォード大学　コーンマ
ーケットストリートでショッピング　オックスフォードキ
ャッスル　ベレンハイムパレス　アビンドン-テムズ川

時間 イベント 旅行時間 宿泊

 市内観光スケジュール（第七週）

プリマス-ボビー城/ソーンベリー城

ボーヴェ城-バス-ストーンヘンジ-オックスフォード

オックスフォード-ビスタービレッジ-ロンドンチャイナ
タウン
ロンドンアイ

ロンドン バッキンガムパレス警備員交代、タワーブ
リッジ、ビッグベン、ウェストミンスターパレスキ

ロンドン　大英博物館　ピカデリーサークル　トラフ
ァルガースクエア　ハイドパーク　コベントガーデン

ロンドン-ヒースロー空港-アジア

50分（2時間15分）

2時間20分; 50分; 1時間20分

徒歩旅行

25分; 1.5時間

徒歩参観

徒歩参観

50分

ボーヴェ城/ソーンベリー城

大学寮

大学寮

キャッスルホテル

キャッスルホテル

キャッスルホテル

土曜日

日曜日

月曜日

火曜日

水曜日

木曜日

金曜日

上記の旅程は変更される場合があります。上記の表は参照用です。



価格：GBP 9,000

何が含まれていますか？

すべての教育活動

試験料

宿泊（同性別）

6週間：ホストファミリーのダブルルーム、3回の食事

（朝食：オートミールミルク、昼食：サンドイッチ、夕食：おいしいご飯）

1週間：城/ホテル/寮の宿泊-3人部屋/ 4人部屋（3食を除く）

交通機関：市内の交通費

空港送迎

観光旅行

エディンバラ公爵体験プロジェクト

ユニフォーム：ポロシャツ×2

ストーンヘンジ＆ケンブリッジラフティングチケット

含まれていないものは何ですか？

ビザ申請料

往復切符

保険

観光中の3つの食事

観光中他の観光スポットのチケット

英国のコーリングカード



参加要件

速やかに申し込めるために、以下の書類が必要です。

パスポート

さまざまな国からの申請者はさまざまな国際基準を持っていることを考慮して、詳細な資格要件については以下の表を

参照するか、コンサルタントに相談してください。

グレード10/11/12の推定成績/実際の成績

ロイヤルサマーキャンププログラムの                学術要件

パート1                                                10年生（CCP英語テスト+ 5 C以上の高校の成績証明書）

パート2                                                11年生および12年生（CCP英語テスト+少なくとも5 Cの高校の成績証明書）

申し込み
の方法



For Enquiry, Please Contact  
theprincesummer@pd-vl.com

For Enquiry, Please Contact  
theprincesummer@pd-vl.com

City College
Plymouth

www.cityplym.ac.ukwww.ibealliance.com www.pd-vl.com

PDVL Overseas 
Advisory

お問い合わせはお問い合わせください

theprincesummer@pd-vl.com


