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Summer School について  ABC ENGLISH  

夏休み限定の 4 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、野外活動などが含まれ、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。  

レッスン及びアクティビティーは全て英語で行われ、Only English で行います。 

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が用意されています。 

様々なアクティ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でしょう。 

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。 

募集要項 

日程： 2022 年 7/26（火）～７/29（金）＊振替レッスンはありません 
時間： 登校） 9：15～9：30    お迎え） 1６：４５～17：15  
 
対象： 小学 1 年生～6 年生  

ABC ENGLISH ロングコース ショートコースに在籍する生徒 
場所： ABC ENGLISH 彦根校 
 
先生： Arabella 先生 Elma 先生 Karalee 先生 Anne 先生 Vicky 先生   

Hiro 先生 Hikari 先生 Nobuko 先生 Sawako 先生が担当します。 
 
募集人数：20 名～25 名 （グループ分けをします。1 グループ 4～５名程度） 
申込期限：20２２年 7 月１日（金）まで  

＊定員になり次第締め切りとなります。 
費用： 
参加費用：￥33000（税込み：￥36300） 
＊参加費用の日割り計算はできません。 
 
その他費用 
＊校外活動交通費等（バス費用等）         ￥3500（税込み￥3850） 
＊活動費（入場料 校外体験学習費用 教材費用）  ￥2000（税込み￥2200） 
＊昼食費（１食 ￥500×4 日分）         ￥2000（税込み￥2200） 
傷害保険費用 ￥800（非課税） 
＊昼食はスクールでご用意いたします。メニューは後日ご連絡いたします。 
＊アレルギーがある方はご連絡のうえ、お弁当をご用意ください。 
その場合は昼食費はかかりません。  

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。 
申込書に記入し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。 
費用は 8 月分のお月謝と一緒にお引き落としいたします。 
（申し込み） 
E-mail：info@e-abckids.com  FAX: 0749-20-8829 

mailto:info@e-abckids.com


 

 

 

サマースクールタイムテーブル／カリキュラム 
日程 
7 月２６日（火） Social study day  ABC ENGLISH彦根校  
7 月２７日（水） Bus trip      滋賀県立陶芸の森  

（窯を見学し、英語で陶芸作品を作ります） 

7 月２８日（木） Craft day      ABC ENGLISH彦根校  

7 月２９日（金） Train Trip  晴天 ウッディパル余呉 雨天 ヤンマーミュージアム 

サマースクールプログラム 

 

２６th（Tue）     ２７th（Wed）   2８th（Thu）       ２９th （Fri）               

9：15～9：30 

Arrival(登校) 

Social study day 

社会科の日 

9：15集合    

9：30 出発 

滋賀県立陶芸の森 

Bus Trip バス旅行 

9：15～9：30 

Arrival(登校) 

Craft day  

工作の日 

８：00～８：１５ 

彦根駅集合 

Train trip day 

ウッディパル余呉 

９：３０－10：15 

Introduction 紹介 

10:15～10：45 

Work Shop 

班に分かれてワークショッ

プをします。 

We are going to 

Shigaraki Ceramic 

Cultural Park by bus. 

バスで信楽の陶芸の森まで

行きます。バスの中で楽しく

英会話。 

9：30―１０：00 

P Work Shop 

班に分かれてワークショッ

プをします。 

10：00－11：00 

Craft Start Prep lesson 

We will go trip by train 

and use your body and 

enjoy the last day！！ 

たくさん身体を動かして 

最終日を楽しみましょう。 

Lesson1 

11：00－11：30 

Learn about Egypt 

エジプトについて学びます 

11:30-12:00 

Learn about Trip 

陶芸に必要な英語を学びま

す。  

We will visit the kiln of the 

pottery forest. 

 

陶芸の森で焼き窯などを見

学します。 

Lesson1 11：00～ 

Egyptian craft 

Let’s make a camel or 

necklace. 

ラクダやネックレスなどエ

ジプトにまつわる工作をつ

くります。 

Trip by train and bus to 

woody pal. 

ウッディパル余呉まで電車

とバスの旅を楽しみ、  

アスレチックや子どもミュ

ージアムで楽しく遊びま

す。    

Lesson2 13：45～ 

Pool time/English lesson 

⁻Play with water 

水遊びを楽しみます。 

⁻English Lesson  

Text is“Next Move” 

テキストで英語を学びます 

We make ceramic art 

using english. 

英語で陶芸作品を作ります。 

Lesson2  

14：00～ 

Group project Make a 

Tomb of Tuttarkhamen 

ツタンカーメンのお墓をつ

くります。 

12：00 

Eat lunch  

ウッディパル余呉で昼食を

いただきます。（お弁当はい

りません） 

解散 彦根駅 

17：00－17：30 

Lesson３ １４：４５～ 

Pool time/English lesson 

⁻Play with water 

水遊びを楽しみます。 

⁻English Lesson  

Text is“Next Move” 

テキストで英語を学びます

Pool time/English lesson 

Coming back 4:15 

4：15着予定 

 

Lesson3 

Lesson2の続きをします 

雨天時（別紙参照） 

ヤンマーミュージアム 

フィギュアミュージアム 

集合 彦根駅  

9：00―９：１５ 

解散 彦根駅 

16：30－17：00 

 

持ち物 

 水筒、水着、タオルなど 

持ち物 

 水筒、レジャーシートなど 

 

持ち物 

水筒、テキストブック 

 

持ち物 

水筒、着替え、袋、タオル、

レジャーシートなど 

 

 



 

 

 

 

 

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 登校 

9:30 ～10：45 English Workshop 
 班に分かれて英語でワークショッ

プ！ 

11：00～12：00 English Lesson 1 プログラム表参照 

12：00～12：15 Break/Toilet 休み時間／トイレ／準備 

12：15～13：00 Lunch Time 
  ランチタイム 

給食 お弁当持参も OK 

13：00～13：30 Free time etc   休み時間／トイレ／準備 

13：45～14：45 English Lesson 2 プログラム表参照。 

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 

16：15～17：00 Good-bye fun time  お迎えまでのお楽しみイベント 



 

サマースクール申し込み書 
 

2022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  □ 女    

 

（保護者：                  印  ） 

 

年齢：          学年              

 

電話番号：         携帯：             

 

住  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校外学習は日本語をすべて排除するわけではありません。日本語で説明された

場合は、それを英語に置き換えて伝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／お申込みについて 

＊ 活動に際しスポーツ傷害保険に加入します。 

＊ 費用は、8 月分のお月謝と一緒にお引き落としいたします。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 7/１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 

＊ 全日程お昼はこちらでご用意させていただきます。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。お弁当を持ってこられる方はご連絡ください。 

その他 

＊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。 


