
旅行期間：
2019年８月24日（土）25日（日）

行先 長野県 志賀高原

Program Concept

未就学児/英語に対する「興味と創造力」を引き出す２日間

小学生/「英語で話す楽しさ」「英語で伝わる達成感」を

感じる２日間

「親子で参加できる！English Summer Camp」とは…
夏休みを利用して親子で参加できるプログラムです。お子さまの英語が通じた時の喜び
や、学びの様子、成長の過程を身近に感じることができます。英語が初めてのお子さま
でもお楽しみいただけるのはもちろん、経験のあるお子さまは、英語への理解をより深
めていただけます。

Hello! I am really excited about this opportunity to speak with you in English 
and help you learn and improve your English skills. I have many years of 
experience teaching English to children in Japan and I am sure we will have a 
great time together at English Summer Camp. Come join the fun!

こんにちは。今回のプログラムで、みなさまの英語力上達のお手伝いができることを
非常に楽しみにしています。私は、完全英語指導スクールのZoo-phonics Academy
で、長い間たくさんのお子様にレッスンを提供した経験や、カリキュラム作成、講師
指導などの経験を活かし、素晴らしいサマーキャンプを提供することをお約束します。
ぜひ参加していただき楽しい時間を過ごしましょう！

城南進学研究社英語教育推進部
プロフェッショナル
ヘンリー・ギーセン（Ｈｅｎｒｙ Ｇｉｅｓｅｎ）

■Point1  子どもも大人も、初心者から上級者まで楽しく英語に触れることができる！

■Point3 経験豊富なネイティブ講師による、２日間でも英語力が身に付くプログラム！

■Point2 １泊２日の英語漬け生活で、英語をより身近に感じられる国内での英語体験！

※写真はイメージ

1泊2日



日
次

月日曜 発着地 時間 内容

1 8月24日 (土）

東京駅 集合
出発

長野駅 到着
出発

ホテルタガワ 到着

6:50

7:24

9:14
9:30頃

10:40頃

19:00

東京駅へ集合
ネイティブ講師と一緒に、
北陸新幹線「あさま603号」
で長野へ出発！

到着後専用バスにて志賀高原へ

到着後…イングリッシュプログラム１日目

※昼食と夕食をはさみます

イングリッシュプログラム「1日のまとめ」
終了後、各自入浴、就寝

2 8月25日 (日) ホテルタガワ 出発

長野駅 到着
出発

東京駅 到着

9:00

14:15

15:30頃

16:23

18:12

イングリッシュプログラム２日目

※昼食をはさみます

イングリッシュプログラム「修了式／お別れ会」
終了後、バスにて長野駅へ

北陸新幹線「あさま626号」にて東京へ

東京駅到着後解散

【募集概要】

【行程表】

⑴旅行期間 2019年8月24日（土）～ 8月25日（日） 1泊2日

⑵募集人数 37名様（大人・子供併せての人数となります）

※申込者多数の場合は先着順となります。

⑶対象年齢 3歳~12歳
※3歳～9歳のお子様は原則親子でご参加ください。年齢は推奨年齢のため、2017/4/２生まれ
のお子さまからご参加いただけますが、ご不明点等ございましたらお問い合わせください。

※小学4年生～小学6年生のお子様は1人での参加が可能です。
その際は保護者様によるツアー参加承諾書の提出が必要となります。

⑶最少催行人員 24名（大人・子供併せての人数となります）

【申込方法】
※本書面でのお申込みは受付けておりません。以下①～③のうち、どちらかの方法でお申し込みください。
①別紙「English Summer Camp 2019 参加申込書」をお通いの教室や施設窓口までご提出ください。
②「参加希望者説明会」にご参加後、参加申込書をご提出ください。
③別紙「English Summer Camp 2019 参加申込書」をFAX 044-246-2049（城南進学研究社）までお送りください。

■申込締切日 :  7月22日（月）
■料金支払い方法 : 申込書提出後、お電話またはメールにて申込受付完了のご連絡を
いたします。ご連絡を受けてから７日以内に下記指定口座へお振込みください。

■振込指定口座名：みずほ銀行川崎支店(370)普通2799188 株式会社城南進学研究社
※振込手数料はお客様負担となります。

※上記の日程は変更となる場合がございます。

渋滞しらず！

みんなが大好き

新幹線で出発！

※写真はイメージ



English Camp プログラム・コンセプト（未就学児）

■楽しいアクティビティ
テキストを使ったお勉強としての英会話レッスンではなく、
テーマに沿ったゲームや対話など、様々なアクティビティを
通じて、実生活に基づく英語が身につきます。

■創造力を引き出す
お絵かき、ミュージック、クラフト、ストーリーなど、外国人
講師と楽しいアクティビティを通して、創造力を伸ばしていき
ます。作品作りで、ワクワクする心と達成感を感じることが
できます。

■好奇心を育む
科学や算数のテーマを、様々なアクティビティを通して研究
していきます。みんなで答えを見つけていくプロセスが、
お子様の好奇心や集中力、協調性を育みます。

※上記のカリキュラムは変更となる場合がございます。

English Camp プログラム・コンセプト（小学生）

■学ぶたのしさ
英語を学ぶ、話すことへの楽しさを知り、英語に対しての苦手
意識や不安を取り除きます。通じることの楽しさ、達成感を
知ることにより、学ぶ意識を高め、より積極的に発話する態度
を養います。

■異文化の理解と興味
日本という枠を超え、世界各国の多様性や文化を認知すること
により、日本を再認識し、主体的に動く人間性の育成を目指し
ます。日本にはなじみのない文化や生活様式を知ることにより、
世界に対する視野を広げます。

■発信力・発話力・コミュニケーション
「相手に理解してもらう」ことを重視し、英語力のみでなく、
ジェスチャーやアイコンタクトなどコミュニケーションに必要
なスキルと併せて、発信する自信を身につけます。

English Camp プログラム・コンセプト（保護者）

Day1 Day2

午
前

・オープニングセレモニー
・元気のよい自己紹介
・サークルタイム
・イングリッシュエクサ
サイズ（日常の動作）

・ソング＆チャンツ
・イングリッシュクラフト
（時計）

・イングリッシュ
アクティビティ（食べ物）

・ロールプレイ
（ショッピング）

ランチタイム

午
後

・フォニックス学習
・イングリッシュゲーム
（宝探し）

・イングリッシュクラフト
（動物）

・イングリッシュゲーム
（数）

・スポーツアクティビティ
・ソング＆チャンツ

・イングリッシュクラフト
（ボディーパーツ）

・英語の歌
（発表会）

・修了式／お別れ会

Day1 Day2

午
前

・オープニングセレモニー
・元気のよい自己紹介
・サークルタイム
・英語アクションゲーム
・イングリッシュアクティビ
ティ（色・形）

・チャンツ・フォニックス
・フォニックスライティング
・スピーチプラクティス
・イングリッシュアクティビ
ティ（お札・コイン）

・ロールプレイ
（ショッピングゲーム）

ランチタイム

午
後

・フォニックススタディ
・イングリッシュ
アクティビティ

（場所・誘導）
・イングリッシュゲーム
（宝探し）

・スポーツアクティビティ
・歌／英語劇

・イングリッシュゲーム
（借り物競争）

・ミニスピーチ
（発表会）

・修了式／お別れ会

■オールイングリッシュ制
外国人講師は原則英語のみを話します。ジェスチャーなどを交え、英語のみのやり取りでも
ストレスを最小限に抑えるよう配慮したプログラムです。
（万が一の場合は、バイリンガルスタッフがサポートします）

■英語学習の意欲向上
ゲームや歌、アクティビティなど親子参加型のプログラムです。親子で楽しく英語を学ぶこと
により、英語が苦手なお子様や保護者様も、英語を学ぶことが楽しくなり、帰宅後の英語学習
意欲も必ず上昇します。

写真はイメージです

写真はイメージです

写真はイメージです



【旅行代金】

参加費用 ●城南進研グループ会員価格※ 37,800円
●一般価格 42,800円
（大人・子ども同一料金／お1人様／税込）

料金に含まれるもの

① 1泊2日の宿泊代金
（親子の場合は2名1室ツインルームが基本となります。ただしシングル利用の場合は別途料金が発生いたします）

② 2日間の食事（１日目 昼・夜 ２日目 朝・昼）
③ 東京駅～長野駅間の往復新幹線普通指定席

※現地集合ご希望の場合はお問い合わせください

④ 有料道路代…長野駅からホテルタガワまでの有料道路代
⑤ プログラム参加費用+講師派遣用（子供のみ）
⑥ 会場費用…プログラム開催場所
⑦ 添乗員経費…添乗員が同行いたします
⑧ 企画料金…本プログラムの企画作成料金です
⑨ 国内旅行傷害保険代金

料金に含まれないもの

① ご自宅から集合場所・解散場所～ご自宅までの交通費
② 日程表記載以外の飲食代

株式会社近畿日本ツーリスト関東 本社営業部

総合旅行業務取扱管理者：清水 智裕

担当者：齋藤 あり紗

〒163-0235 東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル36階
Tel：03-6863-0403
＊営業時間 平日 9：30～18：00（土日・祝日休）
※休業日と時営業間外の取消・変更のお申出には対応ができませんので、翌営業日の受付となります。

※総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引責任者です。

このご旅行の契約等に関し、担当者からの説明にご不明な点がございましたら、ご遠慮なく上記の旅行業務取扱管理者にご質問ください。

■担当旅行会社
観光庁長官登録旅行業第2052号
一般社団法人日本旅行業協会正会員 旅行業公正取引協議会

■企画
本プログラムについて、お申込みについて、参加希望者

説明会お申込みなどはこちらにお問い合わせください。

株式会社城南進学研究社

グローバル人財育成事業企画部

〒210-0007 神奈川県川崎市川崎区駅前本町22－2   

Tel : 044-246-5002 

＊営業時間 平日10:00～18:00（土日・祝日休）

【参加希望者説明会】

説明会日程 2019年7月13日（土） 17：00 ～ 18：00

2019年7月20日（土） 14：00 ～ 15：00

開催場所 城南予備校 自由が丘校
〒１５２-００３５ 東京都目黒区自由が丘 １-５-６

東急東横線・東急大井町線
「自由が丘」駅南口より徒歩３分

申込方法 下記お問い合わせ先「株式会社城南進学研究社」までお電話でのお申込み、または下記の
お申込み欄に必要事項記入後切り取っていただき、城南進研グループ関連施設やスクール
にお通いの教室、または施設までご提出ください。

/切り取ってご提出ください

ホテルタガワ 外観

志賀高原（イメージ）

ホテルタガワ 一例

※城南進研グループ会員価格とは、株式会社城南進学研究社が運営する「城南コベッツ」「くぼたのうけん」

「城南ルミナ保育園」「ズー・フォニックス・アカデミー」「りんご塾」「放課後ホームステイE-CAMP」

「久ヶ原スイミングクラブ」の在籍生徒様、または施設ご利用者様対象の特別価格です。

※在籍生徒様や施設ご利用者様のご家族やご兄弟・姉妹、またはご紹介された方も会員価格対象となります。

※本説明会にご参加いただかなくても、本プログラムのお申込みが可能です。 ※お子さまとご一緒のご参加も可能です。
※本プログラムお申込み済みの方もご参加が可能です。 ※説明会終了後、希望者様に個別相談会を実施予定です。
※上記日程ご都合つかない場合は、個別相談や電話相談のご対応が可能ですので下記までお問い合わせください。

保護者様の電話番号 参加希望の説明会「□」枠にレ点チェックしてください

フリガナ

※小学生以上は学年を記入

　　　　　　　　（　　　　　　）　　　　　　　　　　　
  ●２０19年７月１３日(土）17:００～１８:００ @自由が丘会場 □

  ●２０１９年７月２0日（土）１４:００～１５:００ @自由が丘会場 □

  ●電話やメールなどで個別に相談してみたい　□

お通いの城南進研ブランドがあればご記入ください（複数の場合は全て選択してください） メールアドレス（任意）

くぼたのうけん　・　Zoo-phonics Academy　・
りんご塾　・　城南コベッツ　・　久ヶ原スイミングクラブ
E-CAMP ・　その他 (                                   )

教室

お子様のお名前 お子様の年齢・学年


