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What’s so good about IDEA CAMP ?
SUMMER 2020

英語に絶対強くなる学習環境
マンツーマンとは英語が全然話せない人や英語学習者にとっては短期間で最大限の効果を上げる英語学習
法の一つです。キャンプ生の１日授業は、マンツーマンレッスンとグループレッスンを組合せた１日７～
８時間のアカデミックなスケジュールで英語力に結果を出すプログラムです。

ガーディアン先生が生活面をサポート
ガーディアンとは英語でお世話をする人という意
味でお子様がキャンプ期間中の生活面のお世話を
してくれるフィリピン人講師がお部屋に一緒に寝
泊まりして英語での生活をサポートします。

日本人スタッフ引率で手厚いサポート
日本出発から帰国まで日本人スタッフが引率致し
ますので、始めての海外も安心です。またキャン
プ期間中も、滞在先には専属日本人スタッフが常
駐しており、生活面のサポートも行います。

ジュニア専門講師による質の高い授業提供
小中高学生の専門フィリピン講師は、長年に渡り日韓の
子供達に英語を教えてきた豊富な経験者です。教え方も
上手で、個々のスキルに応じ話すスピートに緩急をつけ、
飽きさせず楽しい授業を提供します。

貴重な体験ばかりのアクティビティ
未だ貧困問題を抱えるセブ市内の一部において、孤児院
で生活する子供達は後を絶ちません。
そんな孤児院という日本では聞き慣れない施設を訪れ、
日本の文化紹介や紙芝居や絵本を通じて、日本と現地の
子供同士で交流を図ります。また、セブ島人気のウォー
ターパークや巨大ショッピングモールでの買い物など盛
りだくさんのアクティビティをご用意してます。



Overview
SUMMER 2020

年齢制限
11歳 ～ 18歳
*10歳以下の方は要相談。

キャンプ日程
7/27(月)～ 8/10(月) 14泊15日間

カリキュラム
ü 学習進歩計測テスト( 4技能 )
ü マンツーマン授業50分
ü グループ授業 ( 最大1クラス10名 )
ü イブニングアクティビティ
(ダンス、ソング、図工、英語ゲーム等）
ü 週末アクティビティ
(シティーツアー、買い物等)
ü 発表会＆スピーチ
ü 卒業セレモニー

キャンプ滞在先
（ホテル寮）
IDEA Academia校 専用HOTEL寮３～5人部
屋、エアコン、トイレ、温水シャワー、勉強
机、ベット、クローゼット、戸棚。
（学校）
クラスルーム、多目的ルーム、ダイニング
ルーム、自習室、休憩室、医務室、職員室、
無料Wi-fiサービス、ウォーターサーバー。

周辺環境
ü 大型ショッピングセンター ( 徒歩３分）
ü 小型ショッピングセンター（学校内）
ü ウォーターパーク（徒歩５分）
ü セブドクターズ病院（車１0分）
ü 日本領事館(車10分）

サービス
ü １日３食（朝昼夕）
ü セブ空港往復送迎
ü 週２回の洗濯
ü 週２回の部屋掃除
ü 24時間セキュリティ
ü 日本人スタッフ常駐

IDEA Educationのサマーキャンプ
短期間ではあっても、マンツーマンや少人数を中心にした
授業構成で、最大限の効果を引き出し、英語環境に対応でき
る次世代を育成するプログラムです。

またお子様たちが、団体・集団生活を長く続けられる上で、
決められた時間に決められた場所で授業やアクティビティを
行うと同時に、人と人が助け合いながら自らも成長すること
を目指しております。

こうした環境の中では、リーダーシップを育成していく、良
い機会が生まれます。英語スキルだけではなく、自分が考え
て行動に移す『自律性』を育み、より自発的にコミュニケー
ションをとる行動力と、人間的にも成長が見込まれるプログ
ラムとなります。



CAMP Schedule 
SUMMER 2020 At IDEA  Academia 

日 月 火 水 木 金 土

日付/時間帯 7/27 7/28 7/29 7/30 7/31 8/1

朝 Level Test

英語レッスン 英語レッスン 英語レッスン 英語レッスン

昼 日本出発 オリエンテー
ション

夜 セブ到着 Evening Activity (Dance , English song, ESL Game )

滞在先 ホテル寮泊 ホテル寮泊 ホテル寮泊 ホテル寮泊 ホテル寮泊 ホテル寮泊

日付/時間帯 8/2 8/3 8/4 8/5 8/6 8/7 8/8

朝

市内観光
＆

ショッピング

英語レッスン

英語レッスン 英語レッスン 英語レッスン

英語レッスン

英語レッスン

昼 リゾート
プール

異文化交流
孤児院訪問

夜 Evening Activity (Dance , English song, ESL Game ) 自由

滞在先 ホテル寮泊 ホテル寮泊 ホテル寮泊 ホテル寮泊 ホテル寮泊 ホテル寮泊 ホテル寮泊

日付/時間帯 8/9 8/10

朝 Final Test
セブ発
帰国

昼 英語レッスン

卒業式
&

PARTY夜

滞在先 ホテル寮泊

＊アクティビティは、天候や交通状況により開催日時および体験内容が変更になる場合がありますこと、予めご了承ください。



Daily Schedule 
SUMMER 2020

Morning

7:00-7:30 Morning	dance or	Vocabulary	Test

7:30-8:00 Breakfast

8:00-8:50 1:1	class			 Speaking

9:00-9:50 1:1	class					Listening

10:00-10:50 1:1 class					Writing

11:00-11:50 Group class	 4	skills

12:00-12:50 Lunch

Afternoon

13:00-13:50 Group class				Grammar	

14:00-14:50 Group class				Pronunciation	

15:00-15:50 Group class				4	skills	

16:00-16:50 Review	class

17:00-17:50 Japanese homework

18:00-18:50 Dinner

Evening

19:00-19:50 Activity		(Dance,	singing,	ESL	board	game)

20:00-20:50 Free time

21:00-22:00 Shower and	rest	in	the	room

22:00 Light off

At IDEA  Academia 



INTENSIVE プログラム
SUMMER 2020

ENGLISH CLASS 
Evening &
Weekend Activity

English レッスン
初日の英語レベルテスト結果と個々の年齢や英語力に合わせたカリキュラ
ムで、読む、書く、聞く、話すの４技能をバランス良く学習していきます。
特にマンツーマレッスンでは、英会話力を重点に置いて英語での表現方法
なども学習します。

English コミニュケーション
仲間や講師とのコミニュケーションを豊にすることが目的で、
また英語で自己を表現する楽しさや喜びを味わうことのできる活動です。
(例：イラスト、リズム＆イントネーション）

Eveningアクティビティ
英語で何かを学ぶ！をコンセプトに、ダンス、英語ソング、スイミング、
ボードゲームなど遊び感覚で学習します。

週末アクティビティ
週末は、日頃の慣れない英語での授業や生活で溜まったストレスを発散さ
れるため、ウォーターパークやショッピングなどで楽しみます。＊雨天や
交通状況で日程変更になる場合があります。

At IDEA  Academia 

【マンツーマンクラス50分×3コマ】+【グループ50分×4コマ】

マンツーマンクラス(1:1)
子供の英語力を４技能(読む、書く、聞く、話す)で
評価した上で弱点の長所を把握した上で、
カリキュラムおよび教材を決定します。マンツーマ
ン指導は特に弱点となる箇所は時間をかけて重点的
に分かるまで、長所は更なる上を目指した難題など
も取り入れて学習します。

グループクラス
個々の英語力に合わせ、テキストを中心とした英語
４技能強化に加え、英文法、英検対策、TOEIC対策
など専門コースなども取り入れた学習で、美術や工
作なども行い、子供が飽きないように工夫されてお
ります。

INTENSIVE PROGRAM
平日は７レッスン（マンツーマン3レッスン＋グループ4レッスン）しっかりと英語学習に取り組みます。
マンツーマンレッスンでは特にスピーキング（会話力）にフォーカスしたプログラムで短期間でも英語に対する苦手意
識を取り除き、英語でのコミュニケーション力を養います。



写真② アヤラショッピングセンター
学校より車で１０分の巨大モール

写真③ ITパーク
学校より車で１０分の経済特区パーク内には多数の日経企業の
オフィスがあります。

写真④ FOODAスーパー
学校より車で３分の大型スーパーです。

④

③

②

①

写真① 学校全景
セブ島で最初の日本人経営学校のビル型キャンパスです。１Fにセブンイレブン、カフェ、和食レストラン、マッサージ、
薬局、近郊（徒歩圏内）にファストフード、スーパーマーケット、様々なレストランが御座います。

School Campus 
SUMMER 2020 At IDEA  Academia 



キャンパス施設
●3タイプラウンジ（ソファ/カフェ/グリーン）
●フィットネスルーム
●カフェテリア
●ダイニングルーム
●プレゼンルーム
●ファンクションルーム
●W.C
●クリニック
●売店

School Campus 
SUMMER 2020 At IDEA  Academia 



キャンプの授業風景

Campus Life
SUMMER 2020 At IDEA  Academia 



ホテル名 サロッサインターナショナルホテル セブ

お部屋タイプ 3人部屋 4人部屋 ５人部屋

設備 ベッド、椅子、デスク、クローゼット、シャワー、トイレ、テレビ、ミネラルウォーター

セキュリティ 24時間 ランドリー 週２回 (学校にて）

学校まで 専用車にて3分 部屋掃除 週２回

IDEA校の専⽤ホテル寮です。
Sarrosa International	Hotel

学校周辺MAP

空港

＊学校とホテル間は専用車で３分程度の距離です。

① IDEA校
② ホテル寮

①

②

Accommodation
SUMMER 2020 At IDEA  Academia 



ACTIVITY
Summer 2020

City Tour with Teachers
ポルトガル⼈の冒険家マゼランと縁深い、マゼ
ランクロス（⼗字架）、サントニーニョ教会な
ど⾒どころ満載の歴史探訪シティツアーです。
講師と⼀緒に英語でガイドされます。

卒業Party
キャンプ最終⽇は、お世話になったガーディアン先⽣と⼀
緒にちょっと豪華な⼣⾷を⾷べて、
最後の夜を楽しみます。

Shopping Mall
セブ島にある⼤型ショッピングモールでのお買い物です。巨⼤
なスーパーマーケットではセブのドライマンゴーやスナック等
も⼿軽な料⾦で購⼊できます。⽇頃の英語レッスンの成果を⾒
せるとき。

Pool Resort (Swimming）
セブ市内にある開放的なリゾートホテルプー
ルでおもいっきりプールを満喫します。

Dance
夜のイブニングアクティビティとして、
ダンスを英語で学びます。修了式に披露す
るプレゼンテーションとなります。

English Song 
夜のイブニングアクティビティとして、
英語で歌を学びます。

＊上記アクティビティは天候や現地の情勢により変更を余儀
なくされる場合がございます。ご了承ください。

＊上記はアクティビティ⼀例でございます。

Graduation (修了式)
キャンプの集⼤成として、盛⼤に修了式を⾏います。英語スピーチも予定してます。

孤児院訪問
異⽂化交流イベントの⼀環で、現地の孤児院を訪
問します。同年代の⼦供達が⽣活する施設を⾒学
したり、歌やダンスなどで親睦を深めます。



Meal
OF IDEA EDUCATION

学校のダイニングルームにて、朝昼夕
と１日３食バイキング形式となります。

Daily Meal
SUMMER 2020

①

②



contact
SUMMER 2020

ENGLISH LANGUAGE CENTER
CEBU - PHILIPPINES

キャンプ場 IDEA Academia School 
16F GAGFA IT TOWER, Panagdait, Mabolo, Cebu City, CEBU 6000

期間 引率付き15⽇間コース：2020年7⽉27⽇(⽉)〜2020年8⽉10⽇(⽉)
発着空港：成⽥/関空

対象年齢
●⼩学４年⽣以上〜中学３年⽣以下（11歳〜15歳）
*⼩学３年以下 or 10歳以下は要相談。
●⾼校1年〜⾼校３年⽣(15歳〜18歳)

参加条件 ＊集団⾏動において規律が守れる⽅ ＊海外留学保険加⼊が必要です。
＊キャンプ同意書に署名が必要です。

募集⼈数 50名

最少催⾏⼈数 20名

募集締切⽇ 第⼀締切⽇：2020年6⽉19⽇(⾦)
第⼆締切⽇：2020年6⽉26⽇(⾦)

申込⽅法 専⽤申込書を送付ください。

キャンプ料⾦ 取扱代理店へお問合せください。

含まれる費⽤
・登録代・授業料・全宿泊代・全⾏程⾷事代・アクティビティ参加代
・おやつ代・⽇本⼈引率代・セブ空港税・空港送迎代・テキスト代
・電気代・洗濯代・部屋掃除代・

別途必要費⽤ □WEG費⽤：28,000円(代⾏⼿続き代含む) □航空代：ご相談下さい。
□海外留学保険代：ご相談ください。

指定航空会社

＜フィリピン航空直⾏便＞
往路：PR433 成⽥(14:40発)⇒セブ(18:40着)
往路：PR409 関空(15:40発)⇒セブ(19:00着)
復路：PR434 セブ(8:00発)⇒成⽥(13:40着)
復路：PR410   セブ(09:15発)⇒関空(14:40着)
＊15歳未満の⽅で上記以外の往路便をご利⽤の際は親権者の付添が必要です。
＊往復共に⽇本⼈スタッフが同⾏します。

宿泊先
サロッサインターナショナルホテル セブ 3〜5⼈部屋利⽤
*参加⼈数により部屋割りが同年代以外と同室になる場合があります。
*原則として部屋割りの変更は出来ません。

⾷事条件 朝⾷、昼⾷、⼣⾷：学校の⾷堂にてバイキング形式による１⽇3⾷

キャンセル規定

キャンプ代
<申込後>
6/29以降より出発前⽇までの取消料：30,000円
出発⽇以降の取消、期間短縮、途中帰国の取消料：費⽤100%

航空券代
<申込後>
6/29以降7/17までの取消料：30,000円
7/18以降出発⽇前⽇までの取消料：50,000円
出発⽇以降の取消、期間短縮、途中帰国の取消料：費⽤100%


