
2019年8月13⽇(火)〜8月15⽇(木)
2019年8月15⽇(木)〜8月17⽇(土)
2019年8月13⽇(火)〜8月17⽇(土)

大学セミナーハウス(八王子)

13⽇(火)発は⻄船橋/新宿/八王子、15⽇(木)発は大宮
甲府からのご参加の方には特急電⾞付きプラン※¹がございます。

レッスンテーマ(予定)
TYWJBF-1：食べ物

対 象 ⼩学４年⽣〜中学３年⽣ 定

研修費⽤ 2泊3⽇￥53,000(税込)
4泊5⽇￥71,000(税込) 最少催⾏⼈数

TYWJBF-1：食べ物

TYWJBF-1 スケジュール(予定)

8/13
(火)

8:30-11:30
11:45
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-17:00

⻄船橋〜新宿〜八王子(バス移動)
研修施設到着/集合
昼食
オープニング/アクティビティ
英語レッスン(火) 14:00-17:00

17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-

英語レッスン
チェックイン/自由時間
夕食
アクティビティ
就寝準備

8/14
(⽔)

8:00-9:00 
9:00-12:00

12:00-13:00
13:00-17:00

朝食
アクティビティ/英語レッスン
昼食
アクティビティ/英語レッスン(⽔) 13:00-17:00

17:00-18:00
18:00-20:00
20:00-

アクティビティ/英語レッスン
自由時間
夕食(バーベキュー)
就寝準備

8/15
(木)

8:00-9:00
9:00-9:30 
9:30-11:30

11:30-12:30
12:30-13:30

朝食
チェックアウト準備
英語レッスン/最終発表
代表者発表/クロージング
昼食

TYWJBF-1 /TYWJBF-2共通
＜研修費⽤に含まれるもの＞
・英語レッスン料/教材費/アクティビティ代など
・施設利⽤料

(木) 11:30-12:30
12:30-13:30
13:45-
14:00-17:00

代表者発表/クロージング
昼食
研修施設出発/解散
八王子〜新宿〜⻄船橋(バス移動)

※2019年2月1⽇現在有効。
状況によりスケジュールに一部変更が⽣じる場合がございます。

※¹・英語レッスン料/教材費/アクティビティ代など
・施設利⽤料
・宿泊費
・食事代：朝食２回/昼食3回/夕食2回
・貸切バス代：集合/解散場所―研修地間(⾼速道路料⾦含む)
・添乗員費⽤
・バーベキュー代:材料費など(TYWJF-1)
・遠足代：入場料など(TYWJF-2) ― 12 ―

※¹
山梨県からのご参加者様には、甲府駅から八王子駅までの
特急電⾞のチケットを手配致します。
添乗員が同⾏いたします。
別途料⾦：

) ＜2泊3⽇＞ コースコード：TYWJBF-1
) ＜2泊3⽇＞ コースコード：TYWJBF-2
) ＜4泊5⽇＞ コースコード：TYWJBF-3

宿泊 留学⽣ 早割 リピ割通学 ISAレベル 申込締切宿泊 留学⽣ 早割 リピ割通学 ISAレベル
1〜3

申込締切
7/12

発は大宮/新宿/八王子からバス発着地の選択が可能です。
がございます。

定 員 TYWJBF-1/TYWJBF-3 合計60名
TYWJBF-2/TYWJBF-3 合計60名

最少催⾏⼈数 TYWJBF-1/TYWJBF-3 合計30名
TYWJBF-2/TYWJBF-3 合計30名

レッスンテーマ(予定)
TYWJBF-2：思ったことを伝えよう

TYWJBF-2 スケジュール(予定)

8/15
(木)

9:00-12:00
12:15
12:30-13:30
13:30-14:30
14:30-17:30
17:30-18:00

大宮〜新宿〜八王子(バス移動)
研修施設到着/集合
昼食
オープニング/アクティビティ
英語レッスン
チェックイン

TYWJBF-2：思ったことを伝えよう

(木) 14:30-17:30
17:30-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-

英語レッスン
チェックイン
夕食
アクティビティ
就寝準備

8/16
(⾦)

8:00-9:00
9:00-12:00

12:00-13:00
13:00-17:00
17:00-18:00

朝食
アクティビティ/英語レッスン
昼食
アクティビティ/英語レッスン
自由時間(⾦) 17:00-18:00

18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-

自由時間
夕食
英語レッスン
就寝準備

8/17
(土)

8:00-9:00
9:00-9:30
9:30-11:30

11:30-12:30
12:30-13:30
13:45-

朝食
チェックアウト準備
英語レッスン/最終発表
代表者発表/クロージング
昼食
研修施設出発/遠足へ

＜研修費⽤に含まれないもの＞
・自宅から集合/解散場所までの交通費
・個⼈的費⽤：お⼩遣いなど

(土) 12:30-13:30
13:45-
14:30-15:30
15:45
16:30-19:00

昼食
研修施設出発/遠足へ
遠足
遠足地出発
八王子〜新宿〜大宮(バス移動)

※¹特急電⾞付きプランについて
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※¹特急電⾞付きプランについて
山梨県からのご参加者様には、甲府駅から八王子駅までの
特急電⾞のチケットを手配致します。6名以上のご参加で
添乗員が同⾏いたします。
別途料⾦：¥2,000(往復乗⾞券・特急券代含む)



イングリッシュキャンプ(宿泊型)カリキュラム例

TYWJBF-1 TYWJBF-2

イングリッシュキャンプ(宿泊型)カリキュラム例

Day
1

13:00-13:50 14:00-14:50 15:00-15:50 16:00-16:50

(全クラス合同)
オープニング
セレモニー

(各クラス内)
アイスブレイキン

異⽂化理解①

講師の出身国に
ついて学ぼう

スピーキング
トレーニング①

トピック：
クラスルーム
イングリッシュ

リスニング＆発音
トレーニング①

アイスブレイキン
グアクティビティ

自己紹介

イングリッシュ

Day
2

9:00-9:50 10:00-10:50 11:00-11:50 13:00-13:50

(全クラス合同)
Fun Time②

他クラス講師 (全クラス合同)
Fun Time③

異⽂化理解②

講師の出身国に
ついて学ぼう

リスニング＆発音
トレーニング②

■TYWJBF
後半の２泊３⽇は、⾒たことや感じたことをどのように
英語で伝えるか、
物の⾊や形・大きさはどんな⾔葉で表現するのかな？
最終⽇には遠足を予定。３⽇間で覚えた表現で、
思ったことを伝えてみよう。

ついて学ぼう

Day
3

9:30-10:20 10:30-11:20 11:30-12:20

プレゼンテーショ
ンの準備②

ビジュアルエイド
作成

講師のアドバイス

プレゼンテーション

Basic：ペア発表

Int：個人発表

クロージング
セレモニー

代表者発表
講師講評
修了証授与

TYWJBF-3 スケジュール(予定)

8/13
(火) TYWJBF-1 1⽇目参照

8/148/14
(⽔) TYWJBF-1 2⽇目参照

8/15
(木)

8:00-9:00
9:30-11:30

11:30-12:30
12:30-13:30
13:30-14:30
14:30-17:30
17:30-18:00

朝食
英語レッスン/最終発表
代表者発表/クロージング
昼食
オープニング/アクティビティ
英語レッスン
チェックイン(部屋移動)

集合
(

14:30-17:30
17:30-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-

英語レッスン
チェックイン(部屋移動)
夕食
アクティビティ
就寝準備

8/16
(⾦) TYWJBF-2 2⽇目参照 就寝時間

TYWJBF-3
＜研修費⽤に含まれるもの＞
・英語レッスン料/教材費/アクティビティ代など
・施設利⽤料

8/17
(土) TYWJBF-2 3⽇目参照

宿泊施設

※2019年2月1⽇現在有効。
状況によりスケジュールに一部変更が⽣じる場合がございます。

・施設利⽤料
・宿泊費
・食事代：朝食4回/昼食5回/夕食4回
・貸切バス代：集合/解散場所―研修地間(⾼速道路料⾦含む)
・添乗員費⽤
・バーベキュー代:材料費など
・遠足代：入場料など

＜研修費⽤に含まれないもの＞
・自宅から集合
・個⼈的費⽤：お⼩遣いなど
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カリキュラム例 カリキュラムは一例です

TYWJBF-3

カリキュラム例

■ TYWJBF-1: 8/13(火)-15(木)
前半の２泊３⽇は、クッキング英語や
味を表現する⾔葉を学びます。
最後は自分の好きな食事のレシピを発表！
何の料理について話しているか、
みんなはわかるかな？

カリキュラムは一例です
16:50 19:00-20:00

リスニング＆発音 (全クラス合同)
Fun Time①

みんなはわかるかな？
２⽇目夜にはバーベキューを予定。
学んだ英語を使って楽しもう！

13:50 14:00-14:50 15:00-15:50 16:00-16:50 18:00-20:00

)
③

スピーキング
トレーニング②

トピック：Food

様々な表現

スピーキング
トレーニング③

トピック：Food

クッキング英語

プレゼンテー
ションの準備①

(全クラス合同)
BBQ

TYWJBF-2: 8/15(木)-17(土)
後半の２泊３⽇は、⾒たことや感じたことをどのように
英語で伝えるか、学んでいきます。
物の⾊や形・大きさはどんな⾔葉で表現するのかな？
最終⽇には遠足を予定。３⽇間で覚えた表現で、
思ったことを伝えてみよう。

様々な表現 クッキング英語

その他詳細
＜集合＞
事前に案内する集合場所/時間にお越しください。
・バス集合/解散場所(予定):
(TYWJBF-1)⻄船橋駅/新宿駅
(TYWJBF-2)大宮駅/新宿駅

集合/解散
(予定)

(TYWJBF-2)大宮駅/新宿駅
(TYWJBF-3)新宿駅(往路⻄船橋駅/復路大宮駅も選択可)
・利⽤バス会社(予定)：富士急⾏株式会社/

東京バス株式会社/国際興業株式会社
＜解散＞
事前に案内する場所にバスが到着後、各自解散と
なります。
※現地集合/解散も可能です。
(研修費⽤の割引はございません。)(研修費⽤の割引はございません。)

食事 施設内の食堂で外国⼈講師と一緒にとります。
※初⽇の昼食から最終⽇の昼食まで提供

起床/
就寝時間 7:00 / 22:00 

入浴 各宿泊部屋のユニットバスを利⽤予定です。

宿泊 男⼥別に3〜4⼈部屋に宿泊します。

研修/
宿泊施設

大学セミナーハウス
〒192-0372
東京都八王子市下柚木1987-1
電話：042-676-8511
https://iush.jp/

＜研修費⽤に含まれないもの＞
・自宅から集合/解散場所までの交通費
・個⼈的費⽤：お⼩遣いなど
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https://iush.jp/


