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イングリッシュキャンプ
ENGLISH CAMP

プログラムの特⻑
ISAが国内で実施するイングリッシュキャンプは、外国⼈講師による指導のもと
国際交流を経験し、＜英語によるコミュニケーション⼒
ために求められるスキル＞を積極的に、かつ楽しく身に付けること

英語によるコミュニケーション⼒

プログラムの特⻑

経験豊富な外国⼈講師によるALL ENGLISH
アクティビティやゲームなどを交えたレッスンを通し
自然と身に付き、「英語ができるようになった！

1クラス15名程度の少⼈数制の導入 ※一部コースを除く
レッスンへの能動的な参加(アクティブ・ラーニング

英語によるコミュニケーション⼒

レッスンへの能動的な参加(アクティブ・ラーニング
解決する⼒を伸ばします。

様々な出身国の外国⼈講師
講師から⽇本とは異なる文化や価値観、習慣について学び
対して様々な視点から考える⼒を養います。

異⽂化に対する

自国の⽂化や価値観、伝統や習慣について再認識
異文化と比較することで、あらゆる観点からの再認識を促す
自国の文化の発信、国際交流、国際ボランティア活動などに対する興味や意欲を刺激します

グローバルに活躍するために必要なスキル

国際社会で活躍するために求められる

グローバルに活躍するために必要なスキル
英語レッスンを通じ、積極性やリーダーシップ、

英語でスピーチ/プレゼンテーションを
⽇本⼈の多くが苦手とする⼈前で話す経験は、や
アイコンタクトなどの非言語表現の使用や、論理⽴てて話す
素養が育まれます。

●ご参加にあたって● ※必ずお読みください
＜参加資格＞

①英語学習に意欲的に取り組み、保護者からプログラム参加の同意を得られる児童・生徒。
(対象学年はコースにより異なります。各コース詳細でご確認ください

②心身ともに健康な児童・生徒であり、基本的に自分のことは自分で
＜全てのプログラム対象＞＜全てのプログラム対象＞

・アレルギーや持病をお持ちの方は必ず事前にご申告ください
ございます。イングリッシュキャンプにご参加いただく
または途中離脱をお願いする場合もございます。

・友⼈や家族・親戚の方との同クラス・同宿泊部屋のご希望は「事前提出書類」の
ただし学年や英語⼒が大きく異なっている方の同クラス希望や

＜宿泊型のプログラム対象＞
ご申告いただいた食物アレルギーについて各施設でアレルギー対応

＜宿泊型のプログラム対象＞
ご申告いただいた食物アレルギーについて各施設でアレルギー対応
対応が難しい場合もございます。(例：ナッツ類、甲殻類
状況に応じ、ご自宅から代替食のご持参をお願いする場合がございます

イングリッシュキャンプ 概要

プログラムの特⻑
外国⼈講師による指導のもと、⽇本にいながらにして

英語によるコミュニケーション⼒＞＜異⽂化に対する理解＞＜国際社会で活躍する
身に付けることを目的としています。

コミュニケーション⼒を⾼める

プログラムの特⻑

ENGLISHのレッスン
を交えたレッスンを通し、特にリスニング⼒とスピーキング⼒が

！」という喜びがさらなる意欲へと繋がります。

一部コースを除く
ニング )を促し、自ら考え、自ら問題を発⾒し

コミュニケーション⼒を⾼める

ニング )を促し、自ら考え、自ら問題を発⾒し

習慣について学び、多様性を身に付けることで物事に

異⽂化に対する理解を深める

伝統や習慣について再認識
あらゆる観点からの再認識を促すことを目的としています。

国際ボランティア活動などに対する興味や意欲を刺激します。

スキルの養成

国際社会で活躍するために求められるスキルを身に付ける

スキルの養成
、ポジティブシンキング等のスキルを養います。

プレゼンテーションを経験
やり遂げることで英語を使ってのコミュニケーション、

論理⽴てて話すことへの自信が付き、国際⼈としての

お読みください。

プログラム参加の同意を得られる児童・生徒。
学年はコースにより異なります。各コース詳細でご確認ください。)

②心身ともに健康な児童・生徒であり、基本的に自分のことは自分でできること。

ください。医師からの診断書をご提出いただく場合が
にご参加いただくことが困難と判断される場合、ご参加をお断り、

ご希望は「事前提出書類」の書面でお伺い致します。
いる方の同クラス希望や、異性同⼠の宿泊希望などは承っておりません。

食物アレルギーについて各施設でアレルギー対応を配慮しますが、一部食材の除去など、食物アレルギーについて各施設でアレルギー対応を配慮しますが、一部食材の除去など、
ナッツ類、甲殻類、⼩⻨、乳製品など)

お願いする場合がございます。



イングリッシュキャンプ(イングリッシュキャンプ(

Day
1

11:00-12:20 13:30-14:20 14:30

（全クラス合同）
オープニングセレモニー
アイスブレーキング
アクティビティ

異⽂化理解 1 

講師の出身国
について学ぼう
(各国のクリスマス)

スピーキング
トレーニング

クリスマスビンゴ

（各クラス）
自己紹介

(各国のクリスマス)

Day
2

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

他クラス講師

異⽂化理解２

講師の出身国について学ぼう
(各国のクリスマス)

リスニング＆
発音トレーニング 2 

苦手な音を克服しよう

ロールプレイ

トピック例：
好きなものについて2 (各国のクリスマス) 苦手な音を克服しよう 好きなものについて

13:30-14:20 14:30-15:20 15:30

（全クラス合同）
Fun Time 3

英語でゲームを楽しもう!

ロールプレイ２

トピック例：
買い物に⾏く

スピーキング
トレーニング

今年のクリスマス

Day

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

（全クラス合同）
Fun Time 4

最終発表の準備２ 最終発表の準備

約95％のお子様が以前より英語を好きになった

Day
3

（全クラス合同）
Fun Time 4

英語でゲームを楽しもう!

最終発表の準備２

講師からアドバイス
発表資料を作ろう

最終発表の準備

クラス内で練習しよう

イングリッシュキャンプ参加者アンケート結果

非常に満足

満足

6%

◆今回のプログラムはいかがでしたか？ ◆

約95％のお子様が以前より英語を好きになった

55%
39%

満足

期待したほどではない

■不満足

◆以前より英語に自信を持てるように

36%

16%
とても持てるようになった
少し持てるようになった
変わらない
少し失った

◆以前より英語に自信を持てるように
なりましたか？

48%

少し失った
完全に失った

(宿泊型)カリキュラム例(宿泊型)カリキュラム例

14:30-15:20 15:30-16:30 19:00-20:00

スピーキング
トレーニング 1 

クリスマスビンゴ 他

リスニング＆
発音トレーニング 1 

クリスマスソング
早⼝⾔葉 他

（全クラス合同）
Fun Time 2

英語でゲームを楽しもう!
早⼝⾔葉 他

11:30-12:20

ロールプレイ１

トピック例：
好きなものについて好きなものについて

15:30-16:20 16:30-17:30 19:00-20:00

スピーキング
トレーニング 2 

今年のクリスマス

ロールプレイ３

トピック例：
クリスマス

最終発表の準備１

原稿を作成しよう

11:30-12:20 13:30-15:00

最終発表の準備3 （全クラス合同）
最終発表(ペア発表)

が以前より英語を好きになったと回答しています。

最終発表の準備3

クラス内で練習しよう

（全クラス合同）
最終発表(ペア発表)

クロージングセレモニー
講師講評/修了証授与

イングリッシュキャンプ参加者アンケート結果

◆以前より英語が好きになりましたか？

が以前より英語を好きになったと回答しています。

とても好きになった

少し好きになった
35%

5%

◆このプログラムで役に⽴ったレッスンは

変わらない

少し嫌いになった

完全に嫌いになった

35%

60%

◆このプログラムで役に⽴ったレッスンは
どれですか ？(複数回答可)

0 10 20 30 40 50

自己紹介

アイスブレイキングアクティビティ

講師の国について学ぶ

スピーキングトレーニング

リスニングと発音トレーニング

(人)

リスニングと発音トレーニング

ロールプレイ

ファンアクティビティ

スキットプレゼンテーションの準備と発表

その他

※2018~2019年夏期宿泊型プログラム(⼩・中学生対象)



品川/横浜/千葉/大宮

１DAYイングリッシュキャンプ

品川/横浜/千葉/大宮

対 象 新⼩学3年生〜新中学3年生

初心者大歓迎！⼩学生と中学生をクラス別にし、年齢の近い仲間と安心して学べる環境を設定しています。
海外渡航を考えている方やオリンピック開催時のおもてなしに向けて英語を学びたい方にもおススメ

対 象 新⼩学3年生〜新中学3年生

研修費用 ￥9,000(税込) 最少催⾏⼈数

レッスンテーマ

①⽇本にいながらプチ留学体験 / ②来⽇中の外国⼈に英語で話しかける

コース
コード ⽇程

TYPJZT2 3⽉ 7⽇(土) ISA首都圏支社
TYPJZK1 3⽉ 8⽇(⽇) 横浜市教育会館
TYPJZC1 3⽉15⽇(⽇) 千葉市文化センター
TYPJZT5 4⽉25⽇(土) ISA首都圏支社
TYPJZS1 4⽉29⽇(水・祝) 大宮ソニックシティ
TYPJZK3 5⽉ 6⽇(水・祝) 横浜市教育会館

スケジュール(予定)

9:50
10:00-11:50
11:50-12:40
12:40-15:30
15:40

研修施設に集合
英語レッスン
昼食
英語レッスン
研修施設解散

集合/解散
(予定)

＜集合＞
＜解散＞

食事 各自で昼食とお飲み物をご用意ください。

<
〒
電話：
https

＜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(横浜/千葉/大宮会場)
・スタッフ費用

＜研修費用に含まれないもの＞

※2019年11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。

研修施設

https

<
〒
電話：
http

<
〒
電話：
http

― 6

＜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：昼食代、お⼩遣いなど

http

<
〒
電話：
http

宿泊 留学⽣ 早割 リピ割通学 ISAレベル 申込締切

コースコード：下記参照

宿泊 留学⽣ 早割 リピ割通学 ISAレベル
1〜2

申込締切
下記参照

定 員 下記参照

初心者大歓迎！⼩学生と中学生をクラス別にし、年齢の近い仲間と安心して学べる環境を設定しています。
海外渡航を考えている方やオリンピック開催時のおもてなしに向けて英語を学びたい方にもおススメ！

定 員 下記参照

最少催⾏⼈数 各⽇程20名

レッスンテーマ(予定)

来⽇中の外国⼈に英語で話しかける

開催地 定員 レッスン
テーマ 締切

首都圏支社(品川) 40名 ①
2/14
(⾦)横浜市教育会館(横浜) 30名 ①

千葉市文化センター(千葉) 30名 ①
首都圏支社(品川) 40名 ②

4/3
(⾦)大宮ソニックシティ(大宮) 30名 ①

横浜市教育会館(横浜) 30名 ②

その他詳細
＜集合＞9:50頃 現地集合
＜解散＞15:40頃 現地解散

各自で昼食とお飲み物をご用意ください。

<品川会場> ISA首都圏支社
〒108-0075 東京都港区港南1-6-41 品川クリスタルスクエア
電話：03-5463-7536
https://www.isa.co.jp/https://www.isa.co.jp/

<横浜会場> 横浜市教育会館
〒220-0044 神奈川県横浜市⻄区紅葉ヶ丘53
電話：045-231-0960
http://www.ecole.jp/

<千葉会場> 千葉市⽂化センター
〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央2-5-1
電話：043-224-8211
http://www.f-cp.jp/bunka.html

― 6 ―

http://www.f-cp.jp/bunka.html

<大宮会場> 大宮ソニックシティ
〒330-8669 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5
電話：048-647-4111
http://www.sonic-city.or.jp/



<品川会場>
TYWJB2

<横浜会場
TYWJB3

1DAYイングリッシュキャンプカリキュラム例

10:00-10:50 11:00-11:50 12:40-
アイスブレイキング ロールプレイ 1 Fun Time

BASIC(小学⽣相当レベル)

アイスブレイキング
アクティビティ

・大きな声で
挨拶をしよう

・クラスルーム
イングリッシュ

ロールプレイ 1

・自己紹介
・好きなことを伝える

など

Fun Time
&
異⽂化理解

・英語でゲームを楽しもう
・講師の出身国について
学ぼう

10:00-10:50 11:00-11:50 12:40-13:30
アイスブレイキング
アクティビティ

サバイバル
イングリッシュ 1

Fun Time
&

INTERMEDIATE(中学⽣相当レベル)

過去の１DAYイングリッシュキャンプ参加者様の感想

アクティビティ

・大きな声で
挨拶をしよう

・クラスルーム
イングリッシュ

・自己紹介

イングリッシュ 1

(例)
・入国審査
・⾶⾏機の中で

など

&
異⽂化理解

・英語でゲームを楽しもう
・講師の出身国について
学ぼう

過去の１DAYイングリッシュキャンプ参加者様の感想

将来的にもっと英語を
使ってみたいと思った。

外国に⾏ってみたいと思った。

先生の国の食べ物やス
ポーツなどが知れてうれし

かったです。

自己紹介の仕方が
分かったので、外国に
いったとき、できるように

したいです。

<千葉会場>
TYWJB4

<品川会場>
TYWJB6

<大宮会場>
TYWJB7

横浜会場>
TYWJB3

<横浜会場>
TYWJB8

イングリッシュキャンプカリキュラム例

-13:30 13:40-14:30 14:40-15:30
ロールプレイ 2 ロールプレイ 3

異⽂化理解

・英語でゲームを楽しもう
・講師の出身国について

ロールプレイ 2

・気持ちを伝える
(喜怒哀楽)

ロールプレイ 3

・食事をする
・買い物をする

など

13:30 13:40-14:30 14:40-15:30
サバイバル

イングリッシュ 2
サバイバル

イングリッシュ 3

イングリッシュキャンプ参加者様の感想

異⽂化理解

・英語でゲームを楽しもう
・講師の出身国について

イングリッシュ 2

(例)
・食事をする
・買い物へ⾏く

など

イングリッシュ 3

(例)
・体調が悪い時
・道を尋ねる

など

イングリッシュキャンプ参加者様の感想

外国に⾏ったら使う英語を

将来的にもっと英語を
使ってみたいと思った。

外国に⾏ってみたいと思った。

外国に⾏ったら使う英語を
沢山学べてよかったです。ホーム

ステイなどに⾏った時に
使いたいと思いました。
また参加したいです。

グループで文を考えたり、
ゲームをするのがたのしかった。

質問の仕方を学んだ。
使えそうだから覚えておきたい。



2020年4月25⽇(土)〜4月26⽇(⽇) ＜1
コースコード：

湯ぱらだいす佐倉(佐倉)湯ぱらだいす佐倉(佐倉)

対 象 新⼩学3年生〜新中学3年生

都内からも参加しやすい1泊2⽇プログラム！英語が好きな方はもちろん、苦手意識がある方も、はじめ
て参加する方も、いろいろなアクティビティを通して英語を楽しく学ぼう。

レッスンテーマ
朝起きてから寝るまで英語で話せるようになろう

対 象 新⼩学3年生〜新中学3年生

研修費用 宿泊型(特急付き) ￥35,800(税込
宿泊型(現地集合) ￥30,800(税込

朝起きてから寝るまで英語で話せるようになろう

スケジュール(予定)

4/25
(土)

10:30-11:30
11:45
12:00-13:00
13:00-17:00
17:00-18:00

東京〜佐倉(電⾞移動)
研修施設到着/集合
昼食
オープニング/英語レッスン
チェックイン/自由時間

集合
(土) 17:00-18:00

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

チェックイン/自由時間
夕食
アクティビティ
就寝準備

4/26

7:30-8:30
8:30-9:00
9:00-12:00

12:00-13:00

朝食
チェックアウト
英語レッスン
昼食

＜研修費用に含まれるもの＞

4/26
(⽇)

9:00-12:00
12:00-13:00
13:00-16:00
16:00-17:00
17:15
17:45-18:30

英語レッスン
昼食
英語レッスン/最終発表
代表者発表/クロージング
研修施設出発/解散
佐倉〜東京(電⾞移動) 就寝時間

※2019年11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。

＜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
・宿泊費
・食事代：朝食1回/昼食2回/夕食1回
・スタッフ費用
・特急電⾞代(特急付き参加者のみ)：東京駅―研修地間

＜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

宿泊施設

・個⼈的費用：お⼩遣いなど

1泊2⽇＞ 現地集合 特急付き

コースコード：TYPJBC3

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
1〜2

申込締切
3/16

定 員 計40名

⽇プログラム！英語が好きな方はもちろん、苦手意識がある方も、はじめ
て参加する方も、いろいろなアクティビティを通して英語を楽しく学ぼう。

レッスンテーマ(予定)
朝起きてから寝るまで英語で話せるようになろう

定 員 計40名

税込)
税込) 最少催⾏⼈数 計30名

朝起きてから寝るまで英語で話せるようになろう

その他詳細

集合/解散
(予定)

＜集合＞
事前に案内する集合場所/時間にお越しください。
・集合/解散場所 (予定):東京駅・研修施設

(予定)
＜解散＞
事前に案内する場所で、各自解散となります。
(特急利用者は特急電⾞到着後の解散)

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2⽇目の昼食まで提供※初⽇の昼食から2⽇目の昼食まで提供

起床/
就寝時間 7:00 / 22:00 

入浴 大浴場を利用予定です。

宿泊 男⼥別、2〜16⼈部屋に宿泊します。

研修/
宿泊施設

湯ぱらだいす佐倉
〒285-0811
千葉県佐倉市表町3-26-1
電話：043-483-4126
http://www.yupara.com/



JAグループ茨城教育センター(⽔⼾

2020年5月2⽇(土)〜5月4⽇(月・祝) ＜2

JAグループ茨城教育センター(⽔⼾
(旧 茨城県農村研修館)

対 象 新⼩学3年生〜新中学3年生(2泊3⽇は新⼩学

(A)5/2(土)〜5/4(⽉・祝)                          <

毎年⼈気の水⼾キャンプ。 2泊3⽇の宿泊型/1泊2⽇の宿泊型
県外から2泊3⽇でご参加の方には、上野駅/柏駅から特急電⾞付き！

レッスンテーマ

研修費用
宿泊型

(A)5/2(土)〜5/4(⽉・祝)                          <

(B)5/2(土)〜5/3(⽇) 
(C)5/3(⽇)〜5/4(⽉・祝) <1泊2

(D)5/2(土)〜5/4(⽉・祝) <2泊3⽇

通学型 (E)5/2(土)〜5/4(⽉・祝) <3⽇間

レッスンテーマ
英語で喜怒哀楽を表現しよう

スケジュール(予定)
8:00-

10:15
10:30-12:30
12:30-13:30

(D)集合・電⾞移動
研修施設到着/(A)(B)(E)集合
オープニング/アクティビティ

5/2
(土)

10:30-12:30
12:30-13:30
13:30-16:30
16:30
16:30-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-

オープニング/アクティビティ
昼食
英語レッスン
(E)解散
チェックイン/自由時間
(宿泊型)夕食
(宿泊型)アクティビティ
(宿泊型)就寝準備

8:00-9:00
9:15

(宿泊型)朝食
(C)(E)研修施設集合

5/3
(⽇)

9:15
9:30-12:30
12:30-13:30
13:30-16:30
16:30
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-

(C)(E)研修施設集合
アクティビティ/英語レッスン
昼食
英語レッスン
(B)(E)解散
(宿泊型)夕食
(宿泊型)英語レッスン
(宿泊型)就寝準備

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

(宿泊型)朝食
(宿泊型)チェックアウト

5/4
(⽉・祝)

9:00-9:30
9:15
9:30-12:30
12:30-13:30
13:30-14:30
14:30-15:30
15:45
16:30-19:10

(宿泊型)朝食
(宿泊型)チェックアウト
(E)研修施設集合
英語レッスン
昼食
英語レッスン/最終発表
最終発表/クロージング
(A)(C)(E)解散
(D)電⾞移動・解散

※2019年11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。※2019年11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。

＜研修費用に含まれるもの＞
【共通】 ・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 ・スタッフ費用
【通学型】・食事代：昼食3回 (E)
【宿泊型】・食事代：朝食1回/昼食2回/夕食1回 (B)(C)

・食事代：朝食2回/昼食3回/夕食2回 (A)(D) ・宿泊費 ・特急電⾞代 (D) 
・貸切バス(大型タクシー)代：水⼾駅―研修地間 (A)(D)

⽔⼾)

泊3⽇ /1泊2⽇/2泊3⽇(特急付き)/3⽇間＞
※詳細下記参照

コースコード：TYPJBI2

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

申込締切
3/23

⽇は新⼩学4年生〜) 定 員 計45名

)                          <2泊3⽇> ￥43,000(税込)

⽇の宿泊型/通学型、ご都合に合わせて選択できます。
柏駅から特急電⾞付き！

レッスンテーマ(予定)

)                          <2泊3⽇> ￥43,000(税込)

最少催⾏
⼈数 計25名

2⽇/現地集合解散>￥30,800(税込)

⽇/電⾞移動付き> ￥51,000(税込)

⽇間/現地集合解散> ￥29,800(税込)

レッスンテーマ(予定)
英語で喜怒哀楽を表現しよう

その他詳細
【通学型】
＜集合＞ 5/2(土) 10:15頃

5/3(⽇)・5/4(⽉・祝) 9:15頃

集合/解散
(予定)

5/3(⽇)・5/4(⽉・祝) 9:15頃
＜解散＞ 5/2(土) ・5/3(⽇) 16:30頃

5/4(⽉・祝) 15:45頃
【宿泊型】
＜集合＞
[2泊3⽇] 事前に案内する集合場所/時間に集合

・集合/解散場所(予定):上野駅/柏駅/水⼾駅/現地
・利用バス会社(予定):関鉄観光株式会社

/茨城交通株式会社
[1泊2⽇] 研修施設に集合[1泊2⽇] 研修施設に集合※時間上記参照
＜解散＞
[2泊3⽇] 事前に案内する場所で解散

（特急利用者は到着後の解散）
[1泊2⽇] 研修施設で解散※時間上記参照

食事
施設内の食堂で外国⼈講師と一緒にとります。
【通学型】初⽇から3⽇目の昼食を提供
【宿泊型】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 大浴場を利用予定です。

宿泊 男⼥別、2〜3⼈部屋に宿泊します。

JAグループ茨城教育センター (旧 茨城県農村研修館)

＜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

研修/
宿泊施設

JAグループ茨城教育センター (旧 茨城県農村研修館)
〒311-4205
茨城県水⼾市下国井町2201-1
電話：029-239-6111
http://www.ib-ja.or.jp/nouson/

(D) 



エンパワーメントプログラム
EMPOWERMENT PROGRAM

プログラムの特⻑
エンパワーメントプログラムは自分の可能性を信じて⼈生の目標を設定し、グローバルな視点を持ち
主体的で責任感のある態度で挑戦する若者の育成を目的とします。

ファシリテーター(進⾏役)の指導の下、参加者5〜6名
グループディスカッションやプロジェクトを一緒に⾏い

プログラムの特⻑

2018年度は全国で約150の学校・グループ、7,700名を超える中学生・高校生が参加しました

・自分の可能性を信じ続け⾏動するポジティブシンキングの重要性
・リベラルアーツの理念に基づいた、学際的/多角的
・グローバルな社会で、異なる国の⼈々と協働するために必要なリーダーシップ

グローバルリーダーとしての素養を学ぶ

・グローバルな社会で、異なる国の⼈々と協働するために必要なリーダーシップ
・クリティカルシンキングやロジカルシンキング

グローバルな社会問題についてディスカッションとプレゼンテーションを繰り返し⾏います。
プログラム(ディスカッションやプロジェクト発表

徹底したディスカッションとプレゼンテーション練習

過去に取り上げたテーマ：環境問題、高齢化問題、教育の権利、世界の食糧事情

海外の大学に通う大学生、又は⽇本国内の有名大学
留学中の外国⼈大学(院)生の夢や目標を聞いて、
自らの将来や可能性を考え、広げます。

自らの将来や可能性を

自らの将来や可能性を考え、広げます。

<過去に参加した外国⼈大学生例>
カルフォルニア大学
(ロサンゼルス校・デービス校・リバーサイド校)
メルボルン大学、シドニー大学
クイーンズランド大学、オークランド大学
ケンブリッジ大学、オックスフォード大学 他

Empowerment Program
Session1 Session2 Session3

DAY
1

オープニングセレモニー

アイスブレキング
アクティビティ

英語コミュニケーション
スキルの習得

効果的な英語プレゼンテーションについて学ぶ

留学生によるモデルプレゼンテーション
トピック：夢とその実現のために努⼒していることアクティビティ トピック：夢とその実現のために努⼒していること

DAY
2

ウォームアップアクティビティ

スモールグループディスカッション(2)

My Identity について考える

スモールグループディスカッション(3)

Leadership について考える

DAY
ウォームアップアクティビティ

プロジェクト(2)

プレゼンテーション準備

本プログラムを通して、自分が達成したこと、自分の中に変化が⾒られたDAY
3 プロジェクト(2)

世界の貧困問題について考える

本プログラムを通して、自分が達成したこと、自分の中に変化が⾒られた
こと、将来の目標に向けて、明⽇から⾏動を始めたいことなど

エンパワーメントプログラム 概要
EMPOWERMENT PROGRAM

プログラムの特⻑
は自分の可能性を信じて⼈生の目標を設定し、グローバルな視点を持ち、

若者の育成を目的とします。

名程度の⼩グループに外国⼈大学(院)生が1名つき、
やプロジェクトを一緒に⾏い、懇切丁寧に指導します。

プログラムの特⻑

名を超える中学生・高校生が参加しました。

ポジティブシンキングの重要性を、成功を得た先⼈に学びます。
多角的なアプローチの重要性を学習します。

グローバルな社会で、異なる国の⼈々と協働するために必要なリーダーシップを実践します。

グローバルリーダーとしての素養を学ぶ

グローバルな社会で、異なる国の⼈々と協働するために必要なリーダーシップを実践します。
ロジカルシンキング(分析⼒、論理性)を身に付けます。

グローバルな社会問題についてディスカッションとプレゼンテーションを繰り返し⾏います。
発表など)は、全て英語で⾏います。

徹底したディスカッションとプレゼンテーション練習

高齢化問題、教育の権利、世界の食糧事情、エネルギー問題

⽇本国内の有名大学に
を聞いて、

可能性を考える

ホストファミリーと留学生ホストファミリーと留学生

Empowerment Program カリキュラム例
Session4 Session5 Session6

効果的な英語プレゼンテーションについて学ぶ

留学生によるモデルプレゼンテーション
トピック：夢とその実現のために努⼒していること

スモールグループディスカッション(1)

Positive Thinking について考える
トピック：夢とその実現のために努⼒していること

今⽇の振り返り

(3) プロジェクト(1)

男⼥協働について考える

スモールグループディスカッション(4)

自分の将来の目標

今⽇の振り返り

プレゼンテーション準備

本プログラムを通して、自分が達成したこと、自分の中に変化が⾒られた

プレゼンテーション

クロージングセレモニー本プログラムを通して、自分が達成したこと、自分の中に変化が⾒られた
こと、将来の目標に向けて、明⽇から⾏動を始めたいことなど

クロージングセレモニー



以前よりご要望の多かったエンパワーメントプログラムの⼩学生版が登場しました。
⼩学生の今だからこそ『夢について』『地域の課題について
にディスカッションをしましょう。普段のレッスンとは違った非⽇常的な体験で、英語を学習する意

小学⽣を対象としたエンパワーメントプログラムが登場

⼩学生の今だからこそ『夢について』『地域の課題について
にディスカッションをしましょう。普段のレッスンとは違った非⽇常的な体験で、英語を学習する意
義をより感じて頂けます。
実際に海外大学生と会話ができるため、「海外で学ぶ」をよりリアルに感じることができ、
界が広がります。※受講には英検準2級程度以上の英語⼒

無料体験会

⼩学生対象エンパワーメントプログラムを無料で

Junior Empowerment Program

⼩学生対象エンパワーメントプログラムを無料で
保護者様は授業の様子をご覧いただけます。(各家庭１名まで
⽇時：12月21⽇(土) ①10：00-13：00
会場：ISA首都圏支社 10階 会議室 定員：各回

Session1 Session2 Session3

DAY
1

オープニングセレモニー

講師よりプログラムの説明
講師・留学生自己紹介

アイスブレイクアクティビティ
留学生と友達になろう！

異文化理解ワークショップ

講師・留学生の出身国について
ゲームやクイズを通して学ぼう

⽇本や、自分の住んでいる地域について
講師・留学生に説明してみよう

DAY
2

スモールグループディスカッション(2)

“夢をかなえるために必要なことは何だろう”

自分の夢をかなえた⼈の事例を⾒ながら
考えてみよう

地域社会の課題を知ろう！

自分達の身の回りに起こっている様々な
課題について知る
〜プラスチックゴミの問題、⽔の使い過ぎの
問題、高齢化の問題 等

スモールグループディスカッション(3)

“社会の問題解決に向けてアクションを

スモールグループディスカッション

• 自分が将来やりたいことはなんだろう？
DAY

3

“社会の問題解決に向けてアクションを
起こそう！”

身の回りの問題や世界的な問題の解決に
向けた若者のアクション例を⾒ながら、自分
達なら何ができるか考えてみよう

• 自分が将来やりたいことはなんだろう？
• やりたいことをかなえるためにはどうしたらいいだろう？
• 今まで習ってきた地域社会や世界の課題について、

一番関心のある課題は何だろう？
• 自分のやりたいことは、自分が関心のある地域社会や

世界の課題の解決に向けどう結びつくだろうか？

Empowerment Program(エンパワーメントプログラム)は

以前よりご要望の多かったエンパワーメントプログラムの⼩学生版が登場しました。
地域の課題について』 『世界について』外国⼈大学生と一緒

にディスカッションをしましょう。普段のレッスンとは違った非⽇常的な体験で、英語を学習する意

小学⽣を対象としたエンパワーメントプログラムが登場しました!!

Empowerment Program(エンパワーメントプログラム)は
アイエスエイにより商標登録されています。
(登録:第5748461号)

地域の課題について』 『世界について』外国⼈大学生と一緒
にディスカッションをしましょう。普段のレッスンとは違った非⽇常的な体験で、英語を学習する意

実際に海外大学生と会話ができるため、「海外で学ぶ」をよりリアルに感じることができ、児童の世
級程度以上の英語⼒が必要となります。

無料体験会

⼩学生対象エンパワーメントプログラムを無料で3時間体験できます。 ▽体験会お申込み▽

Empowerment Program カリキュラム例

⼩学生対象エンパワーメントプログラムを無料で3時間体験できます。
各家庭１名まで)
00 ②14：00-17：00

定員：各回25名（要予約）

▽体験会お申込み▽

Session3 Session4 Session5

スモールグループディスカッション(1)

• 自分のことを知ろう！
• 自分の憧れている⼈は誰だろう？それはなぜ？
• 自分の好きなことは何だろう？
• 自分の得意なことは何だろう？
• 将来どんな⼈になりたい？ 今⽇の振り返り

地域社会の課題を知ろう！

自分達の身の回りに起こっている様々な

〜プラスチックゴミの問題、⽔の使い過ぎの
等

世界の課題を知ろう！

世界に住む⼈々の多様性を知る
世界の子供たちの現実を知る

今⽇の振り返り

スモールグループディスカッション(4)とプレゼンテーション準備

自分が将来やりたいことはなんだろう？

プレゼンテーション

トピック：「社会の課題を解決しながら自自分が将来やりたいことはなんだろう？
やりたいことをかなえるためにはどうしたらいいだろう？
今まで習ってきた地域社会や世界の課題について、
一番関心のある課題は何だろう？
自分のやりたいことは、自分が関心のある地域社会や
世界の課題の解決に向けどう結びつくだろうか？

トピック：「社会の課題を解決しながら自
分のやりたいことを叶えるための⼈生設計」

クロージングセレモニー



2020年4月2⽇(木)〜4月4⽇(土) ＜3⽇間＞

Junior Empowerment ProgramJunior Empowerment Program
ISA首都圏支社(品川)

対 象 新⼩学4年生〜新中学1年生
※要英語⼒(目安:英検準2級程度以上)

⼩学生対象のエンパワーメントプログラムが登場！世界の名門大学生とのディスカッションを通し、自分の考
えをまとめ、英語で発信することを目的としたプログラムです。

※要英語⼒(目安:英検準2級程度以上)
定 員 30名

スケジュール(予定)
4/2
(木)
・

4/3
(⾦)

9:50
10:00-11:50
11:50-12:40
12:40-15:30
15:40

研修施設集合
プログラム
昼食
プログラム
研修施設解散(⾦) 15:40 研修施設解散

4/4
(土)

9:50
10:00-11:50
11:50-12:40
12:40-15:30
15:40

研修施設集合
プログラム
昼食
プログラム/個⼈発表
研修施設解散

2020年5月4⽇(月・祝)〜5月6⽇(⽔・祝2020年5月4⽇(月・祝)〜5月6⽇(⽔・祝

Pre Empowerment Program
YMCAアジア⻘少年センター(⽔道橋

少し簡単なテーマを取り上げるエンパワーメントプログラムのため、初めて参加する方も安心。実際に

対 象 新中学1年生〜新高校3年生
※要英語⼒(目安:英検3級程度以上)

定 員 50名(内宿泊型25名)

少し簡単なテーマを取り上げるエンパワーメントプログラムのため、初めて参加する方も安心。実際に
海外大学生と会話が出来るため、世界が広がります。

スケジュール(予定)スケジュール(予定)

5/4
(⽉・祝)

・
5/5

(火・祝)

9:20
9:30-12:20

12:20-13:10
13:10-16:00
16:10
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-21:00

研修施設集合
プログラム
昼食
プログラム
(通学型)研修施設解散
(宿泊型)プログラム
(宿泊型)夕食
(宿泊型)プログラム

5/6
(水・祝)

8:00-9:00
9:20
9:30-12:20

12:20-13:10
13:10-16:00
16:10

(宿泊型)朝食
(通学型)研修施設集合
プログラム
昼食
個⼈発表/クロージング
研修施設解散

※TYPJZE4・TYPJBE5共通
＜研修費用に含まれるもの＞
・レッスン料/教材費
・施設利用料

＜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：昼食代(宿泊型初⽇、通学型3⽇間)、お⼩遣いなど

・レッスン料/教材費
・施設利用料
・常駐スタッフ費用
・(宿泊型)宿泊費/食事代：朝食2回/昼食2回/夕食2回

⽇間＞ 体験会実施決定！※詳細P15
コースコード：TYPJZE4

Junior Empowerment Program 宿泊 留学⽣ 早割 リピ割通学 ISAレベル
5

申込締切
2/20Junior Empowerment Program

研修費用 ￥39,000(税込)

宿泊 留学⽣ 早割 リピ割通学 5 2/20

⼩学生対象のエンパワーメントプログラムが登場！世界の名門大学生とのディスカッションを通し、自分の考
えをまとめ、英語で発信することを目的としたプログラムです。12月に無料体験会も実施します。(P15)

最少催⾏⼈数 15名

その他詳細

集合/解散
(予定)

＜集合＞ 9:50頃 現地集合

＜解散＞ 15:40頃 現地解散

食事 各自で昼食とお飲み物をご用意ください。

研修施設

ISA首都圏支社
〒108-0075
東京都港区港南1-6-41 品川クリスタルスクエア
電話：03-5463-7536
https://www.isa.co.jp/

祝) ＜ 2泊3⽇/3⽇間＞祝) ＜ 2泊3⽇/3⽇間＞
コースコード：TYPJBE5

⽔道橋)
留学⽣ 早割 リピ割通学 ISAレベル

4
申込締切
3/23

少し簡単なテーマを取り上げるエンパワーメントプログラムのため、初めて参加する方も安心。実際に

宿泊

研修費用 宿泊型 ￥65,000(税込)
通学型 ￥39,000(税込)

最少催⾏⼈数 20名

少し簡単なテーマを取り上げるエンパワーメントプログラムのため、初めて参加する方も安心。実際に
海外大学生と会話が出来るため、世界が広がります。

その他詳細その他詳細

集合/解散
(予定)

＜集合＞ 9:20頃 現地集合

＜解散＞ 16:10頃 現地解散

食事

施設内で外国⼈大学(院)生と一緒にとります。
【通学型】

各自で昼食とお飲み物をご用意ください。
【宿泊型】

初⽇の夕食から3⽇目の昼食まで提供となります。
初⽇の昼食とお飲み物は各自でご用意ください。初⽇の昼食とお飲み物は各自でご用意ください。

起床/
就寝時間 7:30 / 23:00

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、1〜4⼈部屋に宿泊します。

研修施設

YMCAアジア⻘少年センター
〒101-0064
東京都千代田区神田猿楽町2-5-5研修施設
〒101-0064
東京都千代田区神田猿楽町2-5-5
電話：03-3233-0611
http://www.ayc0208.org/hotel/

※2019年11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。



国内研修の募集要項(本紙)が到着しましたら、各プログラムの内容をご確認ください
参加したいプログラムが決まりましたら、下記の手順にお進みください

お申込みからご参加まで

＜ご希望の方のみ＞国内英語研修説明会に参加

⽇時・会場については裏表紙をご確認ください。

参加したいプログラムが決まりましたら、下記の手順にお進みください

⼈気のコースは申込締切前に、満員のため受付終了となることもございます
おすすめいたします。

⽇時・会場については裏表紙をご確認ください。

説明会にご参加いただかなくても、イングリッシュキャンプ
いただけます。
説明会開催前に各プログラムの定員に達した場合は、申込

お申込みの手順

ホームページに掲載されている参加希望のプログラムページを確認し
下段にある[オンライン申込み]ボタンをクリックしてください
最新の空席状況も、プログラムページでご確認いただけます

お申込みの手順

①希望のプログラムをホームページで確認

②オンライン申込みフォームの入⼒
オンライン申込みフォームに必要事項をご入⼒の上、送信ください
オンライン申込みいただいた方から先着順で受付を⾏い、予約完了の
連絡を差し上げます。

②オンライン申込みフォームの入⼒

※携帯のメールアドレスを登録された方は、お使いのキャリア、メールサービス
メールソフト、ウィルス対策ソフト等の設定により「迷惑メール」と認識され
メールが届かない場合がありますので、事前に解除等の設定をお願いいたします
※ホームページにアクセスできない方は、ISA国内プログラム申込書に記入の上

受付完了後、事前提出書類をお送りします。
(プログラム開始6週間前頃を目途にご郵送)
送付時にご案内する期⽇までにご返送ください。

③事前提出書類のご提出

※ホームページにアクセスできない方は、ISA国内プログラム申込書に記入の上
返信用封筒でご郵送ください。お手元に申込書がない場合はお問い合わせ

送付時にご案内する期⽇までにご返送ください。

④研修費用のお振込み

＜事前提出書類＞
英語事前課題(一部コースのみ)、質問書、プログラム参加同意書、集合解散場所
希望調査票など。各書類は英語レッスン・宿泊部屋のグループ分け、研修
(食堂)とのアレルギー対応に必要となります。エンパワーメントプログラムは
ISA国内プログラム申込書のみご提出ください。

プログラム開始1ヵ⽉前を目途にプログラムの催⾏・不催⾏を
催⾏が決定した場合には、順次研修費用の請求書をお送りします

④研修費用のお振込み

＜請求書＞
請求書に記載の振込先口座詳細、振込締切⽇をご確認いただき、研修費用
お振込ください。ご入⾦までをもって、正式なお申込み完了といたします
※お振込完了のご連絡は⾏っておりませんので、予めご了承ください。

※申込締切⽇の前でも、定員に達した場合はその時点で受付を
※申込者が最少催⾏⼈数に達しない場合、プログラムの実施を取り止める場合がございます。

①〜④が終われば、正式な

各プログラムの内容をご確認ください。
下記の手順にお進みください。

お申込みからご参加まで

下記の手順にお進みください。

満員のため受付終了となることもございますので、早めのお申込みを

イングリッシュキャンプ及びエンパワーメントプログラムにお申込み

申込受付を締切りますので、予めご了承ください。

お申込みの手順

参加希望のプログラムページを確認し、
をクリックしてください。

プログラムページでご確認いただけます！

お申込みの手順

①希望のプログラムをホームページで確認

送信ください。
予約完了の

メールサービス、
と認識され、

事前に解除等の設定をお願いいたします。
に記入の上、に記入の上、

はお問い合わせください。 「オンライン申込み」
ボタンをClick!

集合解散場所
研修施設

エンパワーメントプログラムは

不催⾏を決定。
お送りします。

(全額)を
。

の前でも、定員に達した場合はその時点で受付を締切らせていただきます。
実施を取り止める場合がございます。

①〜④が終われば、正式なお申込み完了！



⑤研修のしおり送付(プログラム開始約１週間前
ご参加いただくプログラムの集合⽇時・場所のご案内、持ち物
お送りします。英語レッスンのクラス分けや宿泊の部屋割は

※エンパワーメントプログラムのご参加者にはプログラムで使用する
当⽇のレッスンに向けて予習をしてください。

当⽇の遅刻・欠席については研修のしおり記載の添乗員/常駐スタッフの連絡先へご連絡ください。
プログラム開始前、プログラム期間中は体調を崩さないようご注意ください
(病気や怪我など、ご参加者自身による取消は、ご連絡いただく時期により取消料の発生対象と

⑥プログラム開始

取消料について
お申込みいただいた後に、ご参加者様のご都合によりお取消される
必ず書面にてお知らせください。また、申込み取消のご連絡を
発生することを予めご了承ください。
必ず書面にてお知らせください。また、申込み取消のご連絡を
発生することを予めご了承ください。

研修費用のお振込み後にご参加をお取消される場合は、取消料を計算した
ご返⾦いたします。ご返⾦の手順につきましては、申込み取消

※プログラム中の遅刻・早退・欠席に対する返⾦はございません。
※現地集合・解散される場合の貸切バス代、又は途中で離団された際の返⾦はございません。

お申込み後、ご参加を取消された時期(募集型企画旅⾏約款に準じ

旅⾏(研修)開始⽇の前⽇から起算してさかのぼって20⽇目に
あたる⽇以降に取消された場合(下記に掲げる場合を除く)
旅⾏(研修)開始⽇の前⽇から起算してさかのぼって7⽇目に

【宿泊型】

旅⾏(研修)開始⽇の前⽇から起算してさかのぼって7⽇目に
あたる⽇以降に取消された場合(下記に掲げる場合を除く)
旅⾏(研修)開始⽇の前⽇に取消された場合

旅⾏(研修)開始⽇当⽇に取消された場合

旅⾏(研修)開始後の解除、又は無連絡不参加の場合

【通学型】
お申込み後、ご参加を取消された時期(弊社規定に準じる)

旅⾏(研修)開始⽇の前⽇から起算してさかのぼって10⽇目に
あたる⽇以降に取消された場合(下記に掲げる場合を除く)
旅⾏(研修)開始⽇の前⽇から起算してさかのぼって7⽇目に
あたる⽇以降に取消された場合(下記に掲げる場合を除く)
旅⾏(研修)開始⽇の前⽇に取消された場合

【通学型】

旅⾏(研修)開始⽇の前⽇に取消された場合

旅⾏(研修)開始⽇当⽇に取消された場合

旅⾏(研修)開始後の解除、又は無連絡不参加の場合

プログラム開始約１週間前)
持ち物、注意事項などを記載した研修のしおりを

部屋割はプログラム開始後に研修施設でご案内します。

エンパワーメントプログラムのご参加者にはプログラムで使用する教材(テキスト)を併せてお送りします。

常駐スタッフの連絡先へご連絡ください。
プログラム開始前、プログラム期間中は体調を崩さないようご注意ください。

自身による取消は、ご連絡いただく時期により取消料の発生対象となります)

取消料について
お取消される場合はFAXやEメールなど、その意向を

のご連絡をいただいた時期により以下の取消料がのご連絡をいただいた時期により以下の取消料が

場合は、取消料を計算した差額(取消料の発生前の場合は全額)を
、申込み取消のご連絡をいただいた際にご案内いたします。

プログラム中の遅刻・早退・欠席に対する返⾦はございません。
途中で離団された際の返⾦はございません。

準じる) お支払頂く取消料

旅⾏(研修)代⾦の20％

旅⾏(研修)代⾦の30％旅⾏(研修)代⾦の30％

旅⾏(研修)代⾦の40％

旅⾏(研修)代⾦の50％

旅⾏(研修)代⾦の100％

お支払頂く取消料

旅⾏(研修)代⾦の20％

旅⾏(研修)代⾦の30％

旅⾏(研修)代⾦の40％旅⾏(研修)代⾦の40％

旅⾏(研修)代⾦の50％

旅⾏(研修)代⾦の100％


