
イングリッシュキャンプ 概要
ENGLISH CAMP

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、日本にいながらにして

国際交流を経験し、＜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

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を目的としています。

経験豊富な外国人講師によるALL ENGLISHのレッスン
アクティビティやゲームなど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
自然と身に付き、「英語ができるようになった！」という喜びがさらなる意欲へと繋がります。

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 )を促し、自ら考え、自ら問題を発見し
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、多様性を身に付けることで物事に
対して様々な視点から考える力を養います。

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ことを目的としています。
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の養成
英語レッスンを通じ、積極性やリーダーシップ、ポジティブシンキング等のスキルを養います。

英語でスピーチ/プレゼンテーションを経験
日本人の多くが苦手とする人前で話す経験は、やり遂げることで英語を使ってのコミュニケーション、
アイコンタクトなどの非言語表現の使用や、論理立てて話すことへの自信が付き、国際人としての
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できること。

＜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。医師からの診断書をご提出いただく場合が

ございます。イングリッシュキャンプ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、

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」の書面でお伺い致します。

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、異性同士の宿泊希望などは承っておりません。

＜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を配慮しますが、一部食材の除去など、

対応が難しい場合もございます。(例：ナッツ類、甲殻類、小麦、乳製品など)

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。

異文化に対する理解を深める

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

英語によるコミュニケーション力を高める

プログラムの特長



イングリッシュキャンプ(宿泊型)カリキュラム例
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◆今回のプログラムはいかがでしたか？

◆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)

◆以前より英語が好きになりましたか？
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イングリッシュキャンプ参加者アンケート結果

Day
1

11:00-12:20 13:30-14:20 14:30-15:20 15:30-16:30 19:00-20:00

（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

（各クラス）
自己紹介

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 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!

Day
2

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

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１

トピック例：
好きなものについて

13:30-14:20 14:30-15:20 15:30-16:20 16:30-17:30 19:00-20:00

（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 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

Day
3

9:30-10:20 10:30-11:20 11:30-12:20 13:30-15:00

（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に関するQ&A

Q：1人で申込むのが心配ですが、大丈夫ですか？

A：お友達同士やご兄弟で参加する方もいますが、ほとんどの方が1人のご参加です。最初は皆さん緊張していますが、

一緒にレッスンやアクティビティに参加していくことで、徐々に仲良くなっています。

Q：あまり英語ができないのですが、それでも参加できますか？

A：英語が得意ではなくても問題ありません。キャンプを通して英単語や英語表現を学び、それを積極的に使っていく

ことが大切です。少しずつ英語ができるようになる喜び・楽しみを感じてください。

Q：英語レッスンはどんな内容ですか？

A：アクティビティやゲームなどを交えた参加型のレッスンです。文法や読解ではなく、英語を聞いたり声に出したり

する、リスニングとスピーキングを中心としたレッスンを通して、英語を覚えていきます。

Q：クラスはどのように決まりますか？

A：学年(年齢)や学習経験、事前英語課題(一部中高生プログラム)の内容などを参考にクラス分けを行います。積極的に

授業へ参加し英語力を高めることが鍵となります。大切なのは英語でコミュニケーションをとろうとする気持ちで

す。

Q：講師はどのような人ですか？

A：英語を教えることに経験豊富な外国人の講師達です。出身国も様々です。プログラム中の講師との会話は全て英語

ですが、間違いを恐れず、ジェスチャーなども交えてコミュニケーションにチャレンジしてください。

Q：プログラム中、怪我や病気をした場合はどうなりますか？

A：キャンプには日本人の添乗員・スタッフが同行しますので、病気や怪我などの緊急時には病院にも同行します。

もし、参加継続が難しいと判断される場合は、保護者様のお迎えをお願いする場合もございます。

Q：説明会に参加できないのですが、プログラムに申込めますか？

A：説明会にご参加いただかなくてもプログラムにお申込みいただけます。ご不明な点がございましたら、お電話、メール

でお問い合わせください。またプログラムの様子を紹介した動画(P1掲載)もご用意しております。

Q：持ち物は何が必要ですか？(詳細は、出発前に送付するしおりをご確認ください。)

A： ＜通学型例＞筆記用具、辞書、交通費、お小遣い(数千円)、昼食(プログラムにより異なります)

＜宿泊型例＞上記に加え、着替え、寝間着、洗面用具(宿泊施設により異なります) など

Q：当日の詳細はいつ送られて来ますか？

A：持ち物や集合時間・集合場所等の当日の詳細に関しましては、「研修のしおり」に記載し、プログラム開始1週間前まで

にお送りします。ご自宅以外のご住所への送付をご希望される場合には、別途ご連絡ください。

お申込みに関して

プログラムに関して

ご準備に関して

イングリッシュキャンプ 参加者の感想

自分達でスキットを作ってプレゼンテーションを
するのが楽しかったです。普段、学校では教科書
にそったことしかやらないので、自分達で創作す
るのがすごくおもしろかったです。

＜2017年夏・小学生男＞

英語を話す人の話を聞いたり、自分が話したりす
ることで英語に対する自信がつきました。以前は
きちんと通じるか、間違えていないか不安になる
ことが多くありましたが、間違えてもいいんだな

と思えました。＜2017年夏・中学生女＞

最終発表がとても緊張したけれど、上手にできて
嬉しかった。友達を増やす良い機会になった。
＜2019年夏・小学生男＞

あまり今回のように外国人講師の授業を受ける
ことがなかったので、よい機会だったなと思っ
た。まだ外国に行くのは不安だけど、日本でこ
のような体験をできるのは本当にすばらしいこ
とだと感じた。＜2018年夏・高校生女＞

英語しか通じない人に対して話さないといけない環境が
とてもためになった。自分の知っている、多いとは言えな
い量の単語でも、伝えるという意志を持って話すと通じた
のが、とても嬉しかった。とても楽しかったので、

来年も来たいと思う。＜2019年夏・高校生男＞

自分の気持ちを素直に表現することができるよ
うになった。不安や緊張はいつの間にかなく
なっていて、１泊２日なのが惜しくなるくらい
楽しかった。来年もできたら参加したい。

＜2019年夏・中学生女＞



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！

※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。

お申込みからご参加まで

お申込みの手順

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

①希望のプログラムをホームページで確認

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ます。

②オンライン申込みフォームの入力

③＜催行決定後＞事前提出書類・ご請求書の送付

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、管轄の支社・支店にご連絡ください。

＜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、アレルギー調査票など。

各書類は英語レッスン・宿泊部屋のグループ分け、研修施設(食堂)とのアレルギー対応に

必要となります。送付時にご案内する期日までにご返送ください。

＜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(全額)を

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、ご了承ください。

「オンライン申込み」
ボタンをClick!

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、注意事項などを記載した研修のしおりを送付します。
英語レッスンのクラス分けや宿泊の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。
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なります)

④＜プログラム開始約１週間前＞研修のしおり(一部コース テキスト)送付

⑤プログラム開始

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場合はFAXやEメールなど、その意向を必ず書面にて
お知らせください。また、取消のご連絡をいただいた時期により以下の取消料が発生することを予めご了承ください。
ご返金の手順につきましては、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。
※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。

【宿泊型】
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る)

【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)

お支払頂く取消料

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)代金の20％

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)代金の30％

旅行(研修)開始日の前日に取消された場合 旅行(研修)開始日の前日に取消された場合 旅行(研修)代金の40％

旅行(研修)開始日当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)代金の50％

旅行(研修)開始後の解除、又は無連絡不参加の場合 旅行(研修)開始後の解除、又は無連絡不参加の場合 旅行(研修)代金の100％

取消料について


