
毎日8時間の英語授業と
異文化交流。

踏み出す世界への

第一歩。

2021年8月１日（日）～8日（日） 7泊8日



株式会社G-net ファーストイングリッシュ 代表の本多正治です。

子どもたちの本当の幸せとは何でしょうか。
私は広島で学習塾を9教室、15年以上運営してきて常に問うてきました。
その結果、確信していることは、子どもたちの本当の幸せは「自立すること」です。将来、自分の頭で考えて、自分
の力で行動し、それが源になって人のお役に立つ。そこに仕事の本質があります。

子どもの時は、学習を通して自立していくことです。また、ジュニアキャンプというのは親と全く離れてする生活です。
しかも、英語中心の日本語の通じない世界です。言語は全て英語なのでとても良い刺激を受けます。更に、同じ
参加している日本人同士がグッと仲良くなります。初めて出会った友達が一生の友だちになっていきます。

ジュニアキャンプは自立をするのに最適な場所でもあります。私達は子どもたちの自立を促していく為に、ジュニア
キャンプに渾身の力を込めています。私自身、毎日、ジュニアキャンプに朝から子どもたちと関わっています。
時には辛かったり泣き出す生徒もいますが、必ず最後には「明らかな成長」をして笑顔で帰っていきます。

そのため、何度も参加している生徒もたくさんいます。

「親切」という言葉があります。これは「親が切れても生きていく力をつける」と
いう意味です。
親がいなくても十分に生きる力をつけることが親切。
その為には子どもに教育という投資が必要になってきます。

ジュニアキャンプは子どもの教育には最適の場所でもあります。
ぜひ、帰国してきた時の成長した顔を楽しみに送り出してください。
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ジュニアキャンプのお約束

 携帯電話は初日にお預かりいたします

 ゲーム機、タブレットは持ち込み禁止です

 滞在中使用可能な電子機器は、電子辞書とカメラです

 何か困ったこと、問題があれば、スタッフに必ず相談してください

 体調が悪いときはすぐにスタッフへ教えてください

 毎朝および外出時は必ず虫よけスプレーをしましょう

 日差しも強いです。屋外アクティビティの時は日焼け止めを塗りましょう

 就寝時間は守りましょう(慣れない環境です 体調管理に気をつけましょう)

 出発・帰宅・卒業式・外出アクティビティの際は、必ず指定Tシャツを着用

してください

 翌日も指定Tシャツの着用予定がある場合や、水着着用後は各自手洗いして

ください

 予定は変更になる場合があります。スタッフ、講師の話をよく聞きましょう

新型コロナウィルス感染症対策について

1)健康状態の確認

参加1週間前より、自宅での検温をお願いし、健康状態を確認いたします。

また参加当日および毎朝の検温を実施いたします。

2)手洗い(消毒)の徹底

3)咳エチケットの徹底

マスクの着用を必須とするとともに、ハンカチ等での咳エチケットの徹底をして

います。

4)ソーシャルディスタンスの確保

3つの密（密閉・密集・密接）を避けるため、授業の座席配置の工夫や食事中の

席等、座席間隔を十分にとっておこないます。

5)引率スタッフの体調管理

参加者と同じく、1週間前より検温を実施し健康状態の管理を徹底いたします。
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デイリースケジュール ＊一例です。変更になる場合もあります。

1日8クラス＋復習・宿題タイム1～2時間

時間 通常時のスケジュール

06：30 起床

07：00 朝食

08：00 オンラインマンツーマン×3コマ、グループ×1コマ

12：00 ランチ・休憩

13：30 グループ×3コマ、アクティビティ×1コマ

18：00 夕食

18：50 復習・予習・日本の宿題

20：30 就寝準備

ジュニアキャンプのカリキュラムは2020年度の大学入試改革及び学習指導要綱改正を念頭に
「聞く・話す・書く」を徹底的にしっかりと学習していきます。
もちろん個人差がありますので特に重要なカリキュラムはマンツーマンで行います。
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各クラスのご紹介（※一例※）

発音矯正

どの発音が苦手なのかを明確にし、その中で特に大切な発音を地
重点的に練習することで、クリアな英語が話せるようになります。

マンツーマン
小・中・高

文法・単語

文法では、日本語を素早く英語へ！瞬間的に英語が出てくる練
習をします。レベルに合応じた内容で行うのでご安心ください。

例）

単語では、単語プリントを使用して覚えます。小学生はレベルに応
じて絵付きのプリントを使用するのですんなりと覚えることができます。

マンツーマン
小・中・高

ダイアリー
その日にあった出来事などを文書にします。またその文章を講師が
チェックし、再度文法的に正解な文章を覚えます。ライティング「書
く」練習です。

マンツーマン
小・中

イディオム
強化

2つ以上の語が結びついて特殊な意味を持つ言葉です。習慣的に
使われる慣用語のため、単語の意味から推測しても、全体の意味
が分からない表現です。知らないと長文読解では全く理解できない、
もしくは全く違う意味で読み取ることになってしまいます。英語を学
習するうえでとても大切です。

マンツーマン
高

ボキャブラリー
強化

英語では、同じ意味合いを示す単語がいくつかあります。そう言った
単語量（語彙量）を増やすことでスピーキングや、ライティングの
表現が豊かになります。

マンツーマン
高

リスニング・
スピーキング

「聞き取り」＆「自分で話す」クラスです。講師の言っていることを聞
き取って理解する練習です。また、講師の話した内容を講師やグ
ループのメンバーとディスカッションをします。

グループ
小

状況実践
英会話

日常の様々なシーンを想定してすぐに使える表現を学びます。

グループ
小・中・高

プレゼン
テーション

人前で自信を持って発表するレッスンです。
学校の紹介や、日本食・日本文化自分の
好きな物など様々なトピックで練習をします。

グループ
中・高

←赤：出来ていない

←黄：普通

←緑：ＯＫ！

ここに
特化！

生徒のプリント 講師のプリント

こんにちは。 Hello.

これは本当の話です。 This is a real story.

この列車に乗るのはよそうよ。 Let’s not take this train.

By shopping At Burger Shop Helping someone
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ジュニアキャンプ中に
携帯をいじっている
時間はありません。
ティーチャーとたっぷり
コミュニケーションを
とってください。

デジカメ・電子辞書はOKです！
しっかり学んで、たくさん思い出を作ってください。

最大6人、英語のレベル別にグループ分けを行います。

ジュニアキャンプの魅力はマンツーマン授業がたくさん受けられ
ることですがグループレッスンにしか出来ないこともあります。

グループクラス

フィリピン人講師と1：1オンラインで1日4時間しっかりと英語の勉強をします。
もちろん！ティーチャーは日本語が話せません。
全て英語でのコミュニケーションです。

初めて日本人以外の人と話す、というお子様も心配ありません。
First English Global Collegeの講師は経験豊富で、キッズクラスやジュニア
クラスを何度も担当してきたベテラン講師！
すぐに慣れてだんだんとティーチャーが言っていることも分かってきます。

オンラインマンツーマンクラス
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セブ到着

子供たちが最も楽しみにしているのがアクティビティ。
（スケジュールや天候により変更になることもあります）常夏らしい沖縄が体験できる
シュノーケリング、サンゴ染めを体験しましょう！

シュノーケリング

勉強勉強勉強の後のご褒美は綺麗な海での
海水浴とシュノーケリングで決まり！

シュノーケリングはとっても楽しいけど危険も
いっぱいです。
しっかりと説明してから出発です。

※セブのシュノーケリングの写真です

サンゴ染め体験

沖縄のサンゴを使って、Tシャツ等に染めてみましょう。

大小さまざまなサンゴがあるので、あなただけのデザインで完成させてください。
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ジュニアキャンプ番外編

食事

滞在ホテルでの食事が基本となります。

食物アレルギーに関しては事前に聞き取りをし、ID（名札）へ英語・赤文字に
て表記いたします。（例：egg)食事の際は、本人への注意とスタッフがIDの確
認をいたします。

ジュニアキャンプ指定Tシャツ

出発する時、帰宅する時、また、ホテルから外へ出るアクティビティ、卒業式の
時は必ず指定Tシャツを着用します。
こちらはジュニアキャンプお申し込み後にご案内いたします。
お手数ですが、必ずご購入いただき、出発の日はこちらを着用の上、集合場所
へお越しください。
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滞在先：～ 沖縄国際ユースホステル～

※参加人数などにより常に同じホテルではなく変更になります。

所在地 〒900-0026 沖縄県那覇市奥武山 51

ロケーション 那覇空港から車で10分

• エアコン

• テレビ

• ヘアドライヤー

• 禁煙

※バス・トイレは共有となります。
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主催校：First English Global College について

TESDA（Technical Education and Skills Development 
authority：フィリピン労働雇用技術教育技能教育庁）認定校

当校は、フィリピン政府から正式に教育機関として認可された専門学
校です。

ファーストイングリッシュグローバルカレッジは、日本で学習塾とフィリピン英語留学エー

ジェントを経営する株式会社G-netによる完全日本人経営校です。そのため、日本人に合わ

せた教育・施設・環境・サポートがあります。日本で学習塾を経営している実績に基づき、

効率的で効果的、最適なカリキュラムで授業を行っています。とくに日本人が苦手とする発

音やスピード翻訳、会話に重点を置いた反復練習など、徹底的に日本人へ向けたカリキュラ

ム構成となっています。

また、最近では台湾やロシアからの留学生も増え、時期よって国籍比率は大きく変動してお

り、フィリピンだけでなく他国からの留学生と交流も楽しめる学校となっております。

さらに学校には海外留学・生活経験の豊富な日本人スタッフが常駐、また日本在住経験のあ

るフィリピン人スタッフもおり、様々な角度から留学生のサポートをしています。

筆記

テスト
一次面接 二次面接 模擬面接

トレー

ニング

厳しい採用Policyをもとに、態度・文法・
発音・アクセントをチェック。採用後もしっ
かりトレーニングを積んだ講師陣です。
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持ち物 ※全ての持ち物に記名してください

No 持ち物 参 考 Memo

必須

ジュニアキャンプ指定

Tシャツ

ジュニアキャンプ指定Tシャツを出発日に必ず着用の上ご参

加ください。

水筒 レッスン中、外出時に必要です

ID 首からかける名札です

学習

辞書 特に電子辞書は携帯に便利です

日本の宿題 日本の宿題タイムで使用します

筆記用具 シャープペンシル、ボールペン、消しゴム等

衣類

着替え ４日分程度

バスタオル・フェイスタオル シュノーケリング用もご用意ください

水着 シュノーケリングで使います

帽子 雨期乾期に関係なく日差しはかなり強いです

洗面

シャンプー・リンス・ボディソープ 肌に合ったものを持参してください

歯ブラシ・歯磨き粉・衣類用洗剤 付いておりませんのでご持参下さい

医薬品

常備薬 胃腸薬、風邪薬、かゆみ止めなど

虫よけスプレー 肌に合ったものを持参してください

日焼け止め 日差しがかなり強いです

生理用品 肌に合ったものを持参してください

生活品

時計 目覚まし時計があれば便利です

ティッシュ・ハンカチ 用意がないのであれば便利です

ハンガー 小物を洗濯したときに便利です

その他

浮き輪 小学校・低学年～中学年

お小遣い プロフィールシート記載の金額
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「セブ楽しかったよ！」 T.Sちゃん

セブ島のホテルは綺麗でした。
泊まった部屋は3人部屋で、他にガーディアンスタッフ（フィリピン人）と日本人スタッフがいて5人で泊まりまし
た。勉強は広い会場に机と椅子がたくさんあって、レベル別に英語を習いました。
先生は面白くて優しかったです。授業は全部英語なので、はじめは難しかったけど、
だんだんとわかるようになってきました。サイエンス（科学の実験）の授業もあって楽しかったです。

土日はアクティビティで、ビーチ・プール・バーベキュー・アイランドホッピングを楽しみました。
アイランドホッピングの海上レストランで食べたフィリピン料理は辛くて美味しかったです。
ショッピングもあって、ホテルの売店で買い物したり、SMモールにも行きました。
日本円ではなく、海外のお金、フィリピンペソで買い物をしたのが面白かったです。
日曜日にスカイプで日本の家族と話しをしたのも面白かったです。珍しいことがたくさんあって思い出に残るセブ
島でした。将来は留学してみたいです。

参加者の声（フィリピンジュニアキャンプの体験談）

K君（中学生）
不登校になってしまい
自分を変える為ジュニア
キャンプに参加！
ジュニアキャンプ後はイ
ンターナショナルの学校
に転校！

Tちゃん（小学生）
4回参加
小学2年生の時から
毎年参加し中学は
ニュージーランドの学校
へ行くと決意。

「いい思い出がたくさんできたよ！」T.Aさん

私はこの留学でたくさんのことを学ぶことができました。また学んだだけではなく楽しい経験もたくさんできました。
人とのかかわりや友達の大切さなど改めて分かったと思います。
私が一番楽しかったのはSMショッピングです。日本には売っていない物が買えてよかったです。
授業ではJoshua先生が本当に楽しかったです。ほかの先生たちもみんな優しくて、みんな面白かったです。
休けい時間も友達と話したりして本当にたのしかったです。グループのクラスでは、ジェスチャーなどで楽しい授業
でした。サイエンスの授業では協力することの大切さ、またコミュニケーション力などが付いたと思います。ご飯も
食べたことがないものが多かったけどとてもおいしかったです。日本の宿題もチェックしてもらったので、順調に進み
ました。さいごの授業では先生にプレゼントをもらったり、先生たちと写真を撮ったりして、とてもいい思い出をたく
さん作ることができ良かったです。

Eちゃん（中学生）
ジュニアキャンプ終了後
カナダの高校に進学す
る決意！
➡留学しました！
とうれしいお知らせが！

Sちゃん（小学生）
とても積極的に授記亜
キャンプへ参加していた
Sちゃん。イギリスの小学
校へ留学したとのお知ら
せが！

2017夏 2018春 2018夏 2019春

65名 35名 86名 56名

たくさんの子供たちが参加
しています♪
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2019春のジュニアキャンプ
スケジュール
ジュニアキャンプ スケジュール

8月 午前 午後 夜

1(日) 各空港から那覇空港へ出発 到着後ホテルでウェルカムパーティー

2(月)
オリエンテーション、マンツーマンレッスン、グループレッスン、外国人講師と英語で
アクティビティ
1日8コマ

日本の宿題タイ
ム

3(火)
マンツーマンレッスン、グループレッスン、外国人講師と英語でアクティビティ
1日8コマ

日本の宿題タイ
ム

4(水) 沖縄の海を満喫！アクティビティ（シュノーケリング＆国際通りでショッピング）
日本の宿題タイ
ム

5（木)
マンツーマンレッスン、グループレッスン、外国人講師と英語でアクティビティ
1日8コマ

日本の宿題タイ
ム

6(金)
マンツーマンレッスン、グループレッスン、外国人講師と英語でアクティビティ
1日8コマ

日本の宿題タイ
ム

7(土) アクティビティ（サンゴ染め）＆ 卒業式
日本の宿題タイ
ム

8（日) 那覇空港より各空港へ帰宅

＊あくまで予定です。
天候等によりアクティビティの日程が
変わる場合もあります。

Q&A

質 問 回 答

英語が全然話せませんが参加しても大丈夫
でしょうか？

はい！その為のジュニアキャンプです。個々の英語力に合わせ
た内容でレッスンを進めて行きます。

1人の参加でも心配ありませんか？
はい。半数以上の子供達が1人参加です。キャンプ中に仲良
しになりますのでご安心下さい。

アレルギーがありますが参加できますか？
食物アレルギーについては事前にご相談ください。可能な範囲
で対応食を提供しています。

病院での診察が必要な場合はどなたか引率
してくれますか？

はい。日本人スタッフが同行して病院へ付き添います。

連絡用に携帯電話を持たせても平気です
か？

ジュニアキャンプでは携帯電話は初日にお預かりさせていただき
ます。
また、写真撮影にはデジタルカメラなどをお持ちください。
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募 集 要 項

キャンプ期間 2019年8月1日(日)出発 ～ 8月8日(日)帰国 (7泊8日)

募集年齢
小学1年生～高校3年生
※最低催行人数は6名です。（6名に達しない場合は催行されない可能性もございますので、ご
了承ください）

滞在場所 沖縄国際ユースホステル

代金

小学1年生～3年生：基本料金208,000円/税込み (航空券・保険料、Tシャツ作成費、お小
遣いを除く)
小学4年生～：基本料金198,000円/税込み (航空券・保険料、お小遣いを除く)
募集締切：2019年6月21日（月）
振込締切：催行決定後10日以内 (7月上旬予定)

費用に含まれる
もの

登録料、授業料、食事（3食）、宿泊費、教材費、部屋掃除代、修了証書、アクティビティ費、
那覇空港までの往復送迎費、引率者同行サービス代

費用に含まれない
もの

□往復航空券
□旅行保険
□ジュニアキャンプ専用Tシャツ代
□おこずかい

キャンセル規定

【2021年 夏のジュニアキャンプキャンセル規定】

・お申し込み後～6月28日までのキャンセル
キャンセル料10,000円以外を返金いたします。

・6月29日～7月12日までのキャンセル
キャンセル料20%(39,600円)以外を返金いたします。

・7月13日～7月23日までのキャンセル
キャンセル料30%(59,400円)以外を返金いたします。

・7月24日～7月29日までのキャンセル
キャンセル料40%(79,200円)以外を返金いたします。

・7月30日以降のキャンセル
返金無し

※返金時の送金手数料は学生様のご負担となります。
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■広島オフィス
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著書：
“復習オンリー”英語勉強法
合同フォレスト出版


