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について
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ENGLISH

夏休み限定の 5 日間のプログラムです。
カリキュラムにはスクール内だけでなく校外学習体験、野外活動などが含まれます。
多くの人と接し多くのことを経験

体験できるようカリキュラムが構成されます。

子どもたちが英語を使って活動し、夏休みにしかできない体験学習をします。
様々なアクテビティーを通して友人や先生との関係もより深まることだと思います。
初めて参加するお子さまでも安心してご参加いただけるよう、日本人のスタッフも
同行いたします。英語初心者のお子様も楽しい経験を通して自然と英語になれていきます。
募集要項
日程： 2018 年 7/30（月）～8/3（金）
時間： 9：30～17：00
＊7/31（火）は高取山ふれあい公園/校外活動を予定しています。
＊8/3（金）はスクールトリップ 京都水族館で活動します。（8/3 は彦根駅
ます）

集合解散になり

費用：
参加費用 ￥40000（税別）
活動費 ￥3000（税別）
教材費 ￥2000（税別）
＊振替レッスンはありません
傷害保険費用 ￥800
給食費 １食￥400＊希望者のみ（税別）
対象

小学 1 年生～6 年生

申込期限 2018 年 7 月 17 日（火）
＊ 定員になり次第締め切りとなります。
＊ 今年度は海外からもサマースクール生を受け入れます。（10 名程度）
募集人数（2018 年度）40～50 名程度（海外枠 10 名含む）
（グループ分けをします。1 グループ 8～10 名程度）
お申し込み方法
申込書に必要事項を記入してメールまたは FAX でお申し込みください。
申込書を写メでとっていただいて送っていただいても OK です。
受付の返信メールまたは返信 FAX を確認ください。返信がない場合は受付できていない可能性
があります。
E-mail：info@e-abckids.com FAX: 0749-20-8829
＊ 費用のお振込みをもって受付完了となります。ご留意ください。
＊ お振込みのご案内とサマースクールの栞をお申し込み後にお送りいたします。
先生：Pamela 先生 Will 先生 Cindy 先生 Tori 先生 Patty 先生 Thomas 先生
Hiro 先生 まゆみ先生 ゆうこ先生 えりか先生 きょうこ先生が担当します。
＊ 年齢別のグループ分け、縦割りのグループ分けなどアクテビティーや人数によって
グループの分け方が変わります。

サマースクール開講期間及びカリキュラム
日程
7 月 30 日（月） ABC ENGLISH 彦根校で活動。オリエンテーション
7 月 31 日（火） 校外活動（高取山ふれあい公園 ピザ作り体験 クラフト
移動)
8 月 1 日（水） ABC ENGLISH 彦根校で活動。
8 月 2 日（木） ABC ENGLISH 彦根校で活動。
8 月 ３日（金） スクールトリップ 京都水族館 彦根駅集合 解散
＊天候により予定の入れ替えや変更がある場合があります。
サマースクールプログラム
30th
31st
9：15～9：30
Arrival(登校)

1st

Meet at ABC ENGLISH 9：15～9：30
ABC からバスで行きます Arrival(登校)
Meeting time 9:15
Leaving time 9:30
9：15 集合
9：30 出発

2nd
9：15～9：30
Arrival(登校)

川遊び）(バス

3rd
School Trip to
Kyoto aquarium

9:30-9:45
We
are
going
to 9:30-10:45
9:30-10:00
Meet at
Introduction 紹介
Takatoriyama park by Power Up Time
Power Up Time
Hikone Station
9:45-10：45
bus.
体を動かすアクテビティ 体を動かすアクテビテ (west side)
Power Up Time
バスで高取山公園に行き ーです
ィーです
Meeting time 8:30
体 を 動 か す ア ク テ ビ テ 活動します。
English Craft
English Craft
Leaving time 8:53
ィーです
バスの中で楽しく英会話。英語で工作
英語で工作
彦根駅西口に
English Craft
8：30 集合
英語で工作
8：53 発京都行き
① Lesson1
English Lesson
Conversation
Program
英会話レッスン

School Trip
English Activity
英語でアクテビティー
Make pizza
かまどでピザ作り

① Lesson1
English Lesson
Conversation
Program
英会話レッスン

① Lesson1
English Lesson
Conversation
Program
英会話レッスン

Please bring lunch

② Lesson2
Writing Phonics Time
ライティング
フォニックスの時間

English Activity
Craft
英語でクラフト
制作活動 木工

② Lesson2
Writing Phonics Time
ライティング
フォニックスの時間

② Lesson2
Writing Phonics Time
ライティング
フォニックスの時間

Go on a picnic
公園で ピク ニック（ 晴
天時
Watch dolphin show
イルカショウを見ます

Communicate in
Play in the river
English
And slide on
英 語 で コ ミ ュ ニ ケ ー シ the sleigh
ョンしよう！
川遊び 草滑り

Cooking We will make Play with water
meal Foreign snack
プール水遊び。
クッキング外国のお菓子
を作って食べます。

③ Lesson3
Coming back 4:30
Social study
4：30 着予定
英語でいろいろな国に
ついて学習します

③ Lesson3
Science Time
Experiment
英語で理科の活動します

京都水族館 へスクール
トリップ
お弁当持参して下さい

English Interview
英語でインタビュー
京都で外 国 人に インタ
ビューしてみよう！

③ Lesson3
Pick up at Hikone
Social study
station
英語でいろいろな国に 17：00 彦根駅解散
ついて学習します

給食 注文できます
昼食はスクールで用意し 給食 注文できます
給食 注文できます
お弁当 を用 意してくだ
献 立 は サ マ ー ス ク ー ル ます
献立はサマースクールの 献立はサマースクール さい
の栞参照
栞参照
の栞参照
We’ll use Text Book. Outside activity in
Text book is Next English
Move
英語をつかっていろんな
テキストを使って学習し 野外活動をします。
ます。テキストは Next
Move を使います

We’ll use Text Book. We’ll
use
Text Let’s go around the
Text book is Next Book.
Aquarium with
Move
Text book is Next English teachers.
テキストを使って学習し Move
英語の先生と 一緒 に水
ま す 。 テ キ ス ト は Next テキストを使って学習 族館めぐりをしよう。
Move を使います
します。テキストは
Next Move を使いま
す

1 日のタイムスケジュール（例）
＊アクテビティーによって変更になる場合があります。
Time

（時間）

Activity

（内容）

9:15 ～ 9:30

Arrival time

9:30 ～10：45

English Power up time/Craft

モノづくりの時間

11：00～12：00

English Lesson 1

プログラム表参照

12：00～12：15

Break/Toilet

12：15～13：00

Lunch Time

13：00～13：30

Movie Time／Free time etc

13：45～14：45

English Lesson 2

14：45～15：00

Break/Toilet

休み時間／トイレ／準備

15；00～16：00

English Lesson 3

プログラム表参照

16：00～16：15

Break/Toilet

休み時間／トイレ／準備

16 : 15～16 : 45

English Activity time etc

16：45～17：00

Good-bye

登校

休み時間／トイレ／準備

ランチタイム
給食

お弁当持参も OK

休み時間／トイレ／準備

プログラム表参照。

クッキング／スイミング
ストーリータイム／ゲーム

サマースクール申し込み書
2018 年サマースクールプログラムに申し込みします。
下記、諸注意事項を確認し順守いたします。

生徒氏名：

□ 男

（保護者：
年齢：

□ 女
印

）

学年

学校名：
電話番号：
住

携帯：

所：

メールアドレス：
健康情報：
病院名：
備考

（諸注意事項） ＊必ず内容を確認しておいてください。
プログラムについて
＊ LESSON は英語で行われますが日本語をすべて排除するわけではありません。子どもたちの自由なアイディア
発想を尊重する意味で、日本語で話したとしても日本語自体を否定するのではなく、それを英語に置き換えて言
い方を教えるという方法で行います。また、校外学習や郊外施設では施設の方とは日本語で話します。ご了承くだ
さい。
＊ 天候や諸事情によりプログラムの内容や日程が変更になる場合があります。ご了承ください。
＊ 校外学習の日は、交通機関の都合により多少時間が前後する場合があります。ご了承ください。
費用について
＊ 活動に際しスポーツ傷害保険に加入します。
＊ 費用は、お振込みとなります。費用のお振込みをもって申し込みとさせていただきます。
＊ キャンセルは 7/26 まで受け付けます。それ以降の払い戻しは受け付けできませんのでご了承ください。
お弁当 給食について
＊ お弁当をお持ちいただくか 給食の注文もできます。給食はアレルギー対応していません
アレルギーがある生徒さんはお弁当持参でお願いします。
申し込みについて
＊ ロング／サタデースクールの生徒さんとそのご兄弟が優先となります。
＊必ず連絡が取れるようにしておいてください。
＊登下校時の安全面においては保護者の方の自己責任で対応していただきますようお願いいたします。

