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Brookes UKは、生徒中心の教育と学習アプローチ
と関連付けられる、包括的な家庭環境を提供してい
ます。Brookes の目標は、生徒が学校で楽しく過ご
し、私たちのケアの中で成長することです。家族の一
員として、子供たちは一人一人として認識され、それ
ぞれのニーズに合った教育を行います。子供たちは教
育の過程を通して、学問的な成長だけでなく、世界市
民としての成長、世界観の育成、そして真に際立った
社会の一員となることを目指します。

Brookes UK は、国
際的な教育環境で

GCSEとIGCSEのカリ
キュラムが実施され、
生徒を歓迎する雰囲
気の快適な独立系デ
イ・アンド・ボーディン

グ・スクールです。

ミッション
生徒たちは思いやりあふれる環境の中でサポ
ートを受け、自分自身について学び、それぞれ
が情熱を感じる分野で行動する機会を与えら
れます。私たちの生徒も教師も多様な経歴を
持っており、世界中にある他のキャンパスとつ
ながり、世界について学んでいます。私たちは、
地域ごとにアイデアやストーリーを結びつけな
がら、グローバルな問題について生徒に刺激
を与え、指導しています。私たちは、環境をツー
ルとし、学習と行動のためのキャンバスとして
活用することに努めています。

自信に満ちた生涯学習者が、他
者を助けるためにつながって刺
激を受ける場所。
私たちは、リーダーシップの課題
や機会を通じて、生徒が情熱を
見出し、個性を伸ばし、他人や社
会とのつながりを理解できるよう
に指導します。創造性を発揮し、
人格を形成し、優れた教育的学
習体験を提供するために、人との
つながりを大切にします。

ビジョンと価値

生徒たちを一晩で変えてしま
う環境。生徒の全人格を育てること
に焦点を当てた素晴らしいリーダ
ーシップ。生徒と教師の比率が低い
ため、子供たち一人ひとりの能力を
最大限に引き出すことができます。
グループ教育により、個性を尊重す
る小規模な学校環境の中で、グロ
ーバルな機会を提供しています。

- R. Sheppard、Brookes UK、寮長



所在地
Bury St Edmunds, Suffolk, UK

創立
1982 年

性別区分
共学

信仰
無宗派

寄宿生
あり

通学生
あり

学年
保育園から11年生まで

年齢
2歳～16歳

認定
寄宿学校協会
独立系学校協会

外国人学生の割合
10%

学校の定員
150 名

平均クラスサイズ
16:1

主要カリキュラム
国のカリキュラム
GCSE および IGCSE
プレ GCSE、EFL および AEP

英語能力の要件
5～9年生：IELTS 4.0
10～11年生: IELTS 4.5-5.0

奨学金
あり



Brookes United Kingdom (UK)は、Suffolk の美しい田園風景の
中にあり、8エーカーの学校所有の敷地の安全な環境に、最大限のア
ウトドアスペースを提供しています。

世界的に有名なCambridge University、馬術の町ニューマーケッ
ト、ロンドン市、文化的に豊かな Bury St. Edmunds に近いこの学
校は、週末のハイキングやアウトドア活動にアクセスしやすく、また近
隣の観光スポットの活気も感じられるロケーションにあります。

Bury St. Edmunds はWest Suffolkの文化の中心地であり、毎年
行われる有名なクリスマスフェア、シアター・ロイヤル（1819年）、毎年
5月に行われるベリー・フェスティバルなどに観光客が集まります。生
徒は、コンサート、演劇、ダンス、壮大な花火などを楽しむことができ
ます。キャンパスからわずか15分の距離にあるBury St. Edmundsで
は、週末にエンターテイメント、ショッピング、映画などを友人と一緒に
楽しむことができます。

学校所在地

最寄りの空港
London Stansted (STN)空港、
London Heathrow (LHR)空港

所在地の特長
• イギリスの由緒ある町、Bury 

St Edmunds から3マイル（
約3.6km）

• ケンブリッジまで車で30分、
ニューマーケットから20分

• ロンドンから 1.5時間

• イギリス最大の保護湿地であ
り、3番目に大きな内陸水路
であるノーフォーク・ブローズ
から1時間

• 科学実験室
• 充実したIT設備

（アップル社ワークショップ）
• アートスタジオ
• ソーシャルスペース
• テニスコート
• 寄宿舎
• スポーツ施設
• バスケットボールコート

設備
• サッカー
• ラグビー
• クリケット
• ネットボール
• クロスカントリー
• テニス
• 体操

競技スポーツ
• クライミング
• ローラースケート
• 卓球
• ロックバンド
• 料理部
• 芸術
・ 手芸部

課外活動



地域の魅力と
アクティビティ
• 映画
• ボーリング
• ショッピング
• 博物館
• コンサート
• 演劇
• スポーツイベント
• 定期市

行楽・遠足
• ロンドン日帰り旅行
• Cambridge University1日見学
• Bury St. Edmunds マーケット
• イーリー大聖堂
• テットフォード・フォレスト・アドベ
ンチャースポーツ

• ラックフォード湖セイリング＆ウォ
ータースポーツ・クラブ

• Bury St Edmunds 修道院庭園
• フィッツウィリアム博物館
• キングスカレッジ・チャペル

寄宿情報

• 全18室のモダンな寄宿舎
• 2-3人部屋、バスルーム付き
• フロアは男女別に分かれています
• 生徒専用のダイニングエリアとモダンなキッチン
• テレビ室
• 音楽練習室
• コンピューター準備室
• 芸術準備室

寄宿舎は、自宅のようなものです。住み込みのハウスペアレンツ
は、すべての生徒が勉学に集中でき、友情を育むことができる
快適で安全な家庭環境を作ります。

私は Brookes UK の留学生でした。私
はメキシコ出身で、故郷から遠く離れた場所での
勉強に適応するのは難しいだろうと不安でした
が、Brookes UK の生徒や先生方はそんな私の
不安を打ち消してくれました。皆は常にフレンドリ
ーで、入寮した瞬間から自分の家にいるように感じ
ることができました。本当にありがとうございまし
た。Brookes ファミリーは、尊敬できる仲間との友
情と幸福感に満ちており、私の記憶に永遠に生き続
けることでしょう。

- Thiago Bellavista、メキシコ



授業料 (23～24)
主要な日付

オリエンテーション開始日
2023年9月5日
コース開始日
2023年9月6日
終了日
2024年7月5日
秋学期半期休暇
2023年12月8日
- 2024年1月4日
春学期半期休暇
2024年2月9日～23日
春休み
2024年3月22日～4月16日
夏期半期休暇
2024年5月27日～5月31日

含まれるもの：授業料、寮費、アクティビ
ティ、スポーツ、教材、ラウンドリー、制
服、管理人、医療保険。一部のアクティ
ビティとスポーツの費用は含まれていま
す。遠足やツアー代金は含まれません。

授業料・寮費
7日間寄宿（5〜11年生）

一日料金（5〜11年生）
申請料

制服
授業料預り金

交通費
* コース終了まで1,250 英ポンドをお預かりします

31,350 英ポンド
10,450 英ポンド/学期
4,950 英ポンド/学期
200 英ポンド
1,000 英ポンド
2,500 英ポンド *
80 - 175 英ポンド (ロンドン空港)

- Sarah Elford、科学教師

あらゆる年齢の生徒たちが互い
に交流し、何よりも新しいことを
学び、経験しようとする姿勢が見
られるのは素晴らしいことです。

Brookes UK では、生徒と
スタッフの健康と幸福が最優先さ

れ、学校は満足できる落ち着いた学
習環境に満ちています。

- Leslie Haas、ドイツ語教師

- Ester、UK、Sophia、メキシコ

小規模な学校を希望する場
合、Brookes UK はまさにぴったり
です。集中的に学習することができ、友
人を作ることも簡単です。先生たちは
時間をかけて説明してくれます。

奨学金：
Brookes UK では、奨学金制度を設けて
います。詳しくはお問い合わせください。
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Flempton Rd, Risby, Bury St Edmunds IP28 6QJ, Reino Unido
international@uk.brookes.org


