
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。 

2020年8月3日（月）～20日（木） 17泊18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、フィリピン留学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。初めて、フィリピン人ティーチャーと24時間共に生活をします。しかも、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。 
 
フィリピン留学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。 

日本 

ファーストイングリッシュ 

・ フィリピン留学専門代理店 

個別指導型・学習塾 

・ 広島市内近郊7教室  

フィリピン 

First English Global College 

・ TESDA取得 ESLスクール 

株式会社G-net First English G-net Inc. 

本社：広島県広島市中区大手町3-8-4大手町佐野ビル2F 
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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 
 
主催校は、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 模擬授業 

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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フィリピンの英語力について～第2公用語が英語～ 

• アメリカ企業のコールセンターの集積地 
  （マイクロソフト、シティバンク、IBM等） 
• ショッピングモールもタクシーもレストランも 
  映画も公共施設・公共の場はすべて英語！ 

→ フィリピンでは小学校～大学まで2言語教育のため、 
   幼少期から英語環境で育っています。 
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フィリピンの基本情報 
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首都 マニラ 
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島数 7,017 

面積 日本の70％ 

通貨 ペソ（P）1ペソ=約2.1円 
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公用語 英語、フィリピン語 
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ジュニアキャンプの特徴 

1日8時間の英語レッスン 毎日実施！サイエンスクラス 

MAN to MAN Ｇｒｏｕｐ Group Science  

４コマ 2コマ 2コマ 

＋1～２時間・日本の宿題タイム 

充実したアクティビティ しっかり異文化交流 

  日本から往復引率   安心のサポート体制 

＊15歳未満のお子様は事前にビザ（WEG) 申請が必要となります。 

ガ ー デ ィ ア ン 日本人スタッフ 

スクールドクター 

弊社スタッフ・現地日本
人スタッフが常に帯同し、
お子様をサポートいたし
ます。 

ガーディアンティチャー
が付き添い、起床から
就寝まで安心サポート。 

             「虫に刺されて腫れちゃった、 
              おなかが痛い、風邪かな
～」こんな時はスクールドクターがいるので安心。 

ロケットづくり・ペットボトルいかだづくり・
Tシャツ染など、毎日違う実験を英語
で説明を聞いて、チームで作ります。 
もちろん毎回英語でレポートづくりも！ 

アイランドホッピング・BBQ・プール 
アクティビティ・ホテルデイユース 

成田・中部・関空より出発！ 

ボランティア・ショッピング 

子供たちが最も衝撃を受けるのがボランティア。 
実際に体験して、感じて、思いを発表します。 

期間：春9日前後、夏18日前後 
対象：小学1年生～高校3年生 
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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、日本人スタッフやガーディアンに必ず相談

してください 

 体調が悪いときはすぐに日本人スタッフへ教えてください 

 水道水は飲めません。歯磨きやうがいもウォーターサーバーの水を使いま

しょう 

 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・帰国・卒業式・土日の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 

 洗濯サービスがある日には、洗濯ネットに入れて必ず出しましょう 

 フィリピンの電圧は220Vです。カメラなど充電器が220Vまで対応している

か確認してください ⇒ 差し込み口は日本の形状で使えます 

 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 

 プールアクティビティがあります。小学生（低学年～中学年）は浮き輪を忘

れず持参してください 
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出発！ジュニアキャンプ体験！ 

東京 
名古屋 
大阪 

【成田空港】 
【中部国際空港】 
【関西国際空港】 

フィリピン航空の 
直行便でセブへ出発！ 

4～5時間のフライトで 

セブへ。参加者全員指定

のTシャツで出発です！ 

ジュニアキャンプの魅力の一つガーディアンティーチャー 

セブ到着 

ホテルに到着後、ウェルカムセレ
モニー＆ディナー♪  
ティーチャーたちは、しっかり準
備して到着を楽しみに待ってい
ます！ 

部屋割り、そしてガーディアン
ティーチャーと初対面です。 
ガーディアンティーチャーはジュ
ニアキャンプ中の生活すべてを
サポートしてくれます。 

セブ国際空港では主催校：
First English Global 
Collegeの日本人スタッフがお
出迎え♪ 

人間としての付き合い 2 4時間ずっと一緒 
英 語 で の 
コ ミ ュニケーション 



レベル 

テスト 
避難訓練 

オリエン

テーション 
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朝はラジオ体操の代わりにモーニングダンスでスタート。2日目は、避難訓練とオリエンテー
ションで、ジュニアキャンプ中の安全管理やお約束を確認します。基本英語での案内です
が、注意喚起や大切なルールは日本語で説明いたします。その後、ウェルカムパーティ！
これから一緒に過ごすお友達やティーチャーとの親睦を兼ねてゲームなど楽しみます。 

モーニングダンス ウェルカムパーティー 避難訓練 

マンツーマンレッスン 

サイエンスクラス 

グループレッスン 

宿題タイム 

モーニングダンス 

いよいよ通常授業スタート！ 
1日8クラス＋復習・宿題タイム1～2時間 

今日も朝はモーニングダンスでス
タート。3日目から通常授業になり
ます。午前4時間・午後4時間計
8時間授業です。ランチの後は外
遊びもできますよ。 
また毎日夕食後は、10分間の単
語・文法を覚えるデイリーフレーズの
時間、宿題タイムと復習タイム。 
一日10時間の学習時間です。 

両替も2日目に 
行います。 
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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 モーニングダンス・朝食 

08：00 
小学生：マンツーマン×2コマ、グループ×2コマ 
中学生：マンツーマン×3コマ、グループ×1コマ 
高校生：マンツーマン×3コマ、グループ×1コマ 

12：00 ランチ・休憩(外遊びOK) 思いっきり体を動かしてください♪  

13：30 
小学生：マンツーマン×2コマ、サイエンス×2コマ 
中学生：マンツーマン×1コマ、グループ×1コマ、サイエンス×2コマ 
高校生：マンツーマン×1コマ、グループ×3コマ 

18：00 夕食 

18：50 
デイリーフレーズ、復習・予習・日本の宿題  
・小学生 ～20：00 
・中高生 ～21：00 

20：30 小学生 消灯 

21：30 中高生 消灯 

小学生 
発 音 
矯 正 

文 法 
単 語 

英 検 
対 策 
(文・絵単) 

ダ イ ア
リ ー 

ﾘｽﾆﾝｸﾞ 
/ｽﾋﾟｰ 
ｷ ﾝ ｸ ﾞ 

状 況 
実 践 
英会話 

ｻ ｲ ｴ ﾝ ｽ ｻ ｲ ｴ ﾝ ｽ 
予 習 
復 習 
宿 題 

中学生 
発 音 
矯 正 

文 法 
単 語 

英 検 
対 策
(文・絵単) 

ダ イ ア
リ ー 

プ レ ゼ
ン テ ー
シ ョ ン 

状 況 
実 践 
英会話 

ｻ ｲ ｴ ﾝ ｽ ｻ ｲ ｴ ﾝ ｽ 
予 習 
復 習 
宿 題 

高校生 
発 音 
矯 正 

文 法 
単 語 

英 検 
対 策 
( 文 単 ) 

英 検 
対 策 
(writing) 

プ レ ゼ
ン テ ー
シ ョ ン 

状 況 
実 践 
英会話 

ﾃﾞｨﾍﾞｰﾄ V O A 
予 習 
復 習 
宿 題 

マンツーマンクラス 

グループクラス 

サイエンスクラス ＊高校生は2日ほど実施予定 

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 

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 

 
 
 
 
英検対策 
絵単：5~4級 
文単：3~1級 
 

英検対策テキスト「絵単・文単」の希望級テキストをご購入いただ
き、テキストとして授業を進めます。 
 
【絵単】 
テキストを使い絵で単語を理解して語彙量を増やしていきます。 
【文単】 
3級に進むと単語量も熟語量も一気に増えます。そこで、単語を
一つずつ覚えるのではなく、テキストを使い長文読解をしながら単
語も熟語も覚えていきます。 
どちらも、日本に帰国してからも引き続き英検対策学習が続けら
れる内容です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

マンツーマン 
小・中・高 

英検対策 
(Writing) 

3級からWriting(Essay)が追加されます。英語でも日本語同様、
口語と文語があり、日本語とは文章を書く際のルールが異なります。
また、大学入試でも英作文は多くの大学で出題されます。 
このクラスでは、英語で文書を書くときのきまり(基本構成：導入
部-本文-まとめ）や基本ルールを学びます。Writingを学ぶことで、
一辺倒にならない多様な文章パターン、語彙量や表現力のアップ
につながります。 

マンツーマン 
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. 

学校における単語学習量 

小学校 中学校 高校 

600~ 
700語 

1600~ 
1800語 

1800~ 
2500語 

2級 準2級 3級 4級 英検5級 
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各クラスのご紹介 

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 

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 

ディベート 

グループ内で賛成派・反対派に分かれて様々な議題を討論します。 
英語で自分の意見や考えを伝える練習です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

グループ 
高 

VOA 

「VOA」⇒ Voice of America 
1500語からなるアメリカのニュース記事です。主にリスニング力を強
化します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

グループ 
高 

By shopping At Burger Shop Helping someone 

 女性は男性よりも強いか 
 宿題は無い方がよいか 
 有名人はお金を稼ぎすぎだと 
  思う？ 
 読書VSテレビ 

トピック一例 

Agree 

Disagree 

1. テキストを見ずにニュースを聞いて、どれくらい理解できたか
確認 

2. テキストを開き、見ながら意味を確認 
3. 講師が語彙説明 
4. 講師と記事内容についてディスカッション 
5. 再度ニュースを聞いて空欄部分の書き取り 
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マンツーマンクラス 

フィリピン人講師と1：1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。 
 
小中生：英検、発音矯正、文法/単語、ダイアリー 
高校生：英検(文単)、英検(Writing)、発音矯正、文法/単語 
 
初めての海外、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。 
 

グループクラス 
最大6人、英語のレベル別にグループ分けを行います。 
  
小学生  ：状況別実践英会話、リスニングスピーキング 
中学生  ：状況別実践英会話、プレゼンテーション 
高校生  ：状況別実践英会話、プレゼンテーション、 
        ディベート、VOA 
  
フィリピンセブ島留学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。 
 特にジュニアキャンプのグループレッスンでは人前で話す経験をします。 
しかも英語でのスピーチ！ 
生徒の自信につながります。 

サイエンスクラス science program ©Clematis 

『ジュニアキャンプの大目玉サイエンスクラスとは？』 
授業の最後は毎日サイエンスクラス！もちろんインストラクションは全て英語です。 
フィリピン人講師が英語でサイエンスクラスを進めていきます。 
小学生～中学生 (高校生は2回参加)を混合したグループ分けをし、各グループにガーディアン講師
がサポートに入ります。チームワークも大事なサイエンスクラス。英語で指示を受け、自分の頭で考えて、
自分の手を動かします。そして実験後は毎日おさらいとQ&Aを行います。 
サイエンスクラスのポイントは英語を使って他教科を学ぶということ。英語を学ぶことの理解と学習
意欲が深まります。 

英語で説明と質疑応答    ガーディアンティーチャーの         大成功！ 
                   サポートのもとチームで作成 



ロケット 
づくり 
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イカダ 
づくり 

Tシャツ 
染め 

science program ©Clematis 

語彙量UP【中学生・高校生対象グループワーク】  

テキスト参考例 

語彙力は読む・聞く・話す・書く４技能全ての
基礎になっており、英語力は語彙量に比例し
て成長します。 
 
そこでジュニアキャンプでは中学英単語
1800(中学生)、英単語ターゲット1900(高
校生)を使い毎日グループワークで単語を覚
えます。また毎日25問の単語テストも行いま
す。 
 
 
 

 

このような単語テストを毎日実施します。 
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毎日英単語・文法テスト  
『毎日の英単語、文法テスト』 
思いっきり英語漬けになってください。 
毎日出題される単語と英文法のテストを行います。 
  
まずは授業中に1回目のテスト。 
ここで満点が取れれば合格です！！ 
  
  

  
  
 

ジュニアキャンプ中は携帯をお預かりします！ 

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。 

毎晩、日本の学校の宿題を行う時間があります。 
  
事前に保護者様には宿題・課題チェックシートを 
記入していただきます。 
この日はどの教科をどこまで終わらせるのか、を明 
確にしてもらい保護者様とお子様と決めた内容を 
毎日行います。 
  
18日間（春は9日前後）も家を離れることに 
なるジュニアキャンプです。 
学校の宿題も保護者様の心配の種の1つですよ 
ね？ 
 
帰国してから「宿題が…」なんていう心配もありま 
せん。 
  
宿題提出は学校の中でもとても大切な位置づけですので、毎日、1～2時間時間を取っています。 
（小学生1時間、中高生2時間） 
  

日本の宿題タイム  
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セブ到着 

大好評！ 
セブを楽しもう 

子供たちが最も楽しみにしているのが週末のアクティビティ。 
（スケジュールや天候により平日と入れ替わることもあり）常夏らしいフィリピンが体験できるアイランドホッピング
やホテルデイユース。発展途上国であるフィリピンを実感するボランティア活動。海外の文化に触れるショッピング。 
安全面の説明は道論日本語でしっかりと説明しますが、行動はガーディアンと常に一緒。アクティビティ中も英語
に触れる環境は欠かせません。 

アイランドホッピング  
セブ島と言えば青い空！透き通った海！ 
たくさんのお魚！ 
  
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！ 
  
よりキレイな海とたくさんの魚に出会う為には陸 
続きの海ではなく船で少し離れた離島に行く必 
要があります。 
  
当日は朝から日本人による日本語での注意事 
項説明。 
海水浴はとっても楽しいけど危険もいっぱいです。 
ここは英語ではなく日本語でしっかりと説明してから出発で 
す。 
  
ジュニアキャンプの会場から大型バスにのり5分程度・・・ 
港へ到着！ そこには日本では中々見ることのないバンカー 
ボートがたくさん！ 
港からボートに揺られること約45分・・・ 
  
透き通った海に船の上からでも魚がチラホラ・・・ 
子供たちも大興奮！『ナルスアン島』で必ず思い出となる 
一日を過ごします。 

First English Global Collegeではセブで最も信頼のおけるツアー会社と提携をしています。 
こちらのツアー会社はオフィス代表の日本人の方が一緒に同行してくれるのでとても安心です。 



ホテルの外へ飛び出して大きなショッピングモールへGO! 
ここでは授業中に何度も練習した『ショッピング時に使える英会話』を存分 
に発揮してショッピングを楽しみます。 
  
お金を払うのも、商品の場所を聞くのも、値段を聞くのも全てが緊張します 
ね。でも生徒はしっかりと平日勉強しているので、いざという時は店員さんと 
コミュニケーションがとれるようになっています。ショッピングモールではただショッ 
ピングを楽しむだけではありません。各チームにミッションが与えられるのです！ 
  
【ミッションゲーム】 
例えば・・・ 
『最新映画についての上映時間、上映場所、値段を聞いてくる』 
『スーパーで売れ筋トップ5の商品名、値段を聞いてくる』 
『ギフトショップで親御様へのお土産を買ってくる』などなど 
お題は様々 
  
ミッションクリアできたチームから自分へのお土産、お友達、家族へのお土産 
を買う自由時間となります。 
  
もちろんここでも生徒だけでの行動は厳禁！ 
自由時間でも各チームにガーディアンティーチャーが1～2人同行します。 
ティーチャーと一緒に相談してご両親の顔を浮かべて一生懸命お土産を選 
びます。 
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セブ到着 

プールアクティビティ＆BBQ  
滞在先のホテルのプールを使って行います。 
といってもただ、単純に遊ぶだけではありません。 
 
しっかり日焼け止めを塗ったらプールへGO! 
ガーディアンティーチャーが中心となり英語でゲーム説明を 
します。もちろん英語を使ってティーチャーと一緒にゲーム 
スタート！楽しめたかな？ 
 
白いセブのビーチでのディナーBBQ。 
フィリピンのおにぎり『PUSO』というココナッツの葉で包まれ 
たおにぎりがおいしい！でも剥き方が難しい・・・ 
そんな時はティーチャーが英語でレクチャー。 
いろんな経験が自分の可能性を広げてくれます。 
 

ショッピング 
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セブ到着 

ボランティア  

滞在先ホテルは24時間ガードマンが在住し敷地内にはホテル滞在者のみ入ることが許されセキュリティーは万全。 
ホテル内だけで生活していれば日本と何ら変わりない生活が送られます。 
  
ホテル内で安全に過ごせればそれに越したことはないでしょう。 
ただそれだけで終わってしまってはせっかくフィリピンという発展途上国へ 
留学に来ているのに文化の違いを知ることができません。 
  
そこでジュニアキャンプでは現地の子供達と触れ合う時間を設けています。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ボランティア中のルールやボランティア会場での注意事項などを日本人スタッフから日本語でしっかりと説明。 
どのアクティビティでもそうですが、大切なことは日本語できちんとお話しいたします。 
  
ボランティア会場はFirst English Global Collegeがいつも行っているボランティア活動の場所もしくは近隣の小
学校です。 
子供達もとても懐っこくて、現地の大人も積極的にボランティア活動開催をサポートしてくれています。 
  
ジュニアキャンプ参加者と同じような年代の子供がたくさんいます。 
フィリピンの現地の子供達も私達のような外国人と出会う機会はあまりありません。 
200人近い子供達がいます。みんな現地の恵まれない子供達。それでも彼らの笑顔は輝いています。 
  
ジュニアキャンプ参加生徒には事前に日本からいらなくなったおもちゃやサイズが小さくなって着られなくなった服、その
他小さな物から大きな物まで現地の恵まれない子供達に渡すプレゼントを持参してもらいます。 
  
そのプレゼントを一つ一つ自分たちの手で渡していきます。 
現地の子供達は大喜び！ 
  
日本の生徒たちは彼らの嬉しそうな顔を見てどう感じるのでしょうか？ 
  
  
生徒の中には子供用のプレゼントだけでなく、お母さんの使わなくなった 
Tシャツやかばんを持参して現地の大人にプレゼントしている人もいます。 
子供達だけでなく大人もみんなハッピーになります。 
 
 

ボランティア当日の日程 

8:00  ボランティアの説明 

8:30  ホテル出発 

9:00  ボランティア会場に到着 

9:15  各グループに分かれて自己紹介 

9:45  プレゼントタイム 

10:00  食事・お菓子・ジュース 配膳 

10:30  現地の街や自宅訪問 

11:00  終了 

11:30  ホテル到着 
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セブ到着 

その後、恵まれない人が住んでいる街並みを訪問します。 
実際の自宅や生活風景、地元の小学校や幼稚園を見学することができます。 
一番衝撃を受けるのがこのボランティア活動です。 
 

『今まで自分が生きてきた環境って当たり前じゃない！』 
『今まで自分が当たり前のように学校に行けた！』 
『今まで自分が当たり前のようにご飯食べられた！』 
  
それって当たり前じゃない！ 
奇跡的なこと！！！ 
  
お父さん、お母さん、生まれた環境に感謝です。 
  
午後はその思いをしっかりと形に残して発表する時間です。 
  
ホテルに戻りボランティア活動の感想を英語で書きます。 
ティーチャーに文法など教えてもらいながら文章にします。 
  
思ったこと、感じたことを文章にする技術は重要です。 
  
書き終わったら今度はグループごとに発表。 
もちろん英語で発表です。 
  
  
ジュニアキャンプのボランティア活動では 

・実際に体験して 

・感じて 

・その思いを発表する 

ことに徹底しています。 



セブリゾートの中でも五つ星ホテルのプール、ビーチ、
豪華なランチブュッフェを楽しみます。 
とても広いホテルです。こちらでもガーディアンと一
緒にチームで行動します。 
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セブ到着 

ホテルデイユース  

コーリングタイム（夏期のみ実施） 

                          携帯を一時返却。携帯のない生徒は学校のパソコンから。 
                          みんな本当に嬉しそうな顔で話しています。保護者様もホッとした 
                          表情をされます。 
  
                          親の愛を感じる時間です。中学生も高校生も照れながらも嬉しそ 
                          うに話しています。 
  
                          《実体験》～泣き出す女子小学生が発した言葉～ 
                            
                          コーリングタイム中いきなり号泣し始めた女子小学生。よっぽど寂 
                          しかったのかな？お母さんの顔を見たらホッとしたのかな？ 
話を聞いているともっと深い意味がありました。 
お母さんの顔を見るなりずっと泣き止まない彼女。 
ようやく言葉にした言葉が 
「今まで親は大切だと思っていた。 
でも、今回フィリピンに来て親と離れてもっと親を大切に 
しないといけないって思った。 
もっと感謝しないといけないって思った。」 
 と嗚咽しながら話していたのです。 
  
親のありがたみを実感し、親の愛情を深く感じたフィリピン 
での生活。ジュニアキャンプはとても楽しいもの。 
それと同時に親の愛情を深く感じる場所でもあります！ 
 



帰国日の朝はとても早い！ 
最後まで、日本人スタッフが引率して最終地点の空港までしっかりとお連れ 
いたします。ここで本当に最後のお別れです。 
24時間生活を共にしたガーディアンティーチャーと、再会を約束して・・・ 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
帰国後の忘れ物 
  
生徒帰国後は速やかに現地スタッフが忘れ物のチェックを行います。キャンプ終了後1週間は学校にて保管い
たします。保護者の方からご連絡がありましたら郵送の手配をさせていただきます。 

                    キャンプ最終日はガーディアンティーチャー以外の講師も出席し全員で卒業 
                    式が行われます。このとき一人ひとり英語で自分の思いをスピーチ。生徒、 
                    ティーチャー合わせて100人以上の前でスピーチするのですから、もちろんどの 
                    子も緊張しています。 
  
みんな必死で原稿とにらめっこ。しかもスピーチは全て 
英語！最後の最後まで自分の中で繰り返し練習。 
みんなドキドキです。 
 
 
 
 
 
 
 
                              
                             
 
 
 
 
続いては、毎朝練習してきたダンスを披露。 
キャンプ期間中毎朝早起きして、何度も踊ってきた 
ダンス。最終日に全員が揃って踊る姿は感動的です。  
最後の夕食は全員で立食パーティ！ 
ガーディアンティーチャー以外の講師とはここでお別れ。 
ここで携帯を持参していた生徒には携帯が返却されま 
す。お友達や先生とたくさん写真をとってください。最高の思い出として残りますよ！ 
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モーニングダンス 

いよいよ日本へ帰国 
セブマクタン国際空港から成田・中部・関西へ！ 

• セブ空港 8：00 → 成田空港   13：25 
• セブ空港 9：50 → 名古屋空港 15：00 
• セブ空港 9：15 → 関西空港    14：25 
＊フライトの時間は航空会社の都合により変更にな
る場合があります。 
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『フィリピン』と聞いてまず不安になるのが治安の 
問題。子供だけでフィリピンに行かせても本当に大丈 
夫なの？ご安心ください。 
  
安心1：24時間ガーディアン・ティーチャーと一緒 
日本⇔セブの移動に日本人引率者が付き添いすること 
はもちろん、セブ島着後も24時間ガーディアン・ティ 
ーチャーが子供たちと一緒に生活を共にします。 
各部屋に1人、担当ガーディアン・ティーチャーが付 
き起床から就寝までサポートするので、小学生低学年のお子様も心配無用。さらに24時間英
語漬けの環境にあります。 
  
安心2：24時間ガードマンが在中 
滞在ホテルには24時間ガードマンがいるので安心して生活できます。 
  
安心3：24時間日本人スタッフが在中 
ジュニアキャンプ中はFirst English Global College現地日本 
人スタッフが24時間ホテルに在中しております。 
病気やケガ、緊急事態の際は日本人スタッフがすぐに対応し 
保護者の方へ連絡させていただきますのでご安心ください。 
  
安心4：課外授業の際も常にガーディアン・ティーチャーと一緒 
ガーディアンとは「guard+ian」。つまり、ガード（保護する）という語源から来ています。
基本はFirst English Global Collegeでフルタイムで長年働いてくれているティーチャーです。
また、毎年、同じティーチャーがガーディアンとして活躍してくれています。要領も分かって
いて、とても頼もしく、子供たちとはすぐに仲良しになります。 
土日のアクティビティや課外授業では常にグループ行動、さらに、必ずガーディアン・ティー
チャーも一緒に行動します。 
1人のガーディアン・ティーチャーが受け持つ生徒人数は最大5人までなので、しっかりとお
子様一人ひとりに目を向けて安全を配慮しています。 

 
 
 

セキュリティ・サポート  

ジュニアキャンプ安全面・衛生面 
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気を付けたいフィリピンでの衛生面 
  
その1：水道水の飲料は厳禁！ 
フィリピンセブ島の水道水は飲料用ではない為、公共スペースには 
ウォーターサーバーを設置しております。 
水筒を洗う際は水道水で洗った後に必ずウォーターサーバーの熱湯で一度綺麗にすすぐことを徹底しています。 
飲み口が複雑な形状の水筒は、洗いきれず雑菌の繁殖につながりますので、なるべく簡単な形状のもの＝洗
いやすいものをご用意いただくことをお勧めいたします。 
また、学校が提供する食事のサラダや果物など口に入るものは全て水道水ではなくミネラルウォーターを使用し
ておりますのでご安心ください。 
  
その2：歯磨きやうがい 
飲用だけでなく、歯磨きやうがいのときもウォーターサーバーの水を使うよう指導いたします。 
 
その3：殺菌/消毒 
留学中は外でのアクティビティや課外授業も多くあります。 
学校内で食事をする前は全員手洗いを徹底し、学校に設置してあるアルコールで手を消毒することを徹底し
ております。 
また、課外授業の一環で学校外にて食事をとる場合もありますので、ウェットティッシュや携帯消毒などをご持
参いただくことをおすすめいたします。 
 
その4：害虫の多さ 
南国のフィリピンでは、蚊やアリ、ゴキブリなど日本では主に活動時期を夏とする害虫が年間を通じて多いのが
実状です。ただしジュニアキャンプは高層ホテルで開催される為、お部屋内で害虫との遭遇率はかなり低いとい
えます。 
ただ、毎朝モーニングアクティビティで体操を行う際や、屋外での活動、アクティビティで外出する際はかならず虫
よけスプレーを使用するよう喚起しております。学校でも虫よけスプレーを準備しておりますが、必ず日本からご
持参ください。 
また飛行機の荷物チェックで引っかかる場合がありますので 
ガスタイプではなくプシュプシュと出るスプレータイプをお勧めします。 
 
その5：食べ物 
日本からおやつなど持参いただいて構いませんが、小分けされたものをお持ちください。大袋のお菓子を食べか
けのまま部屋に置いておくとアリなど害虫を呼ぶきっかけになってしまします。 
 
  

衛生面  

貴重品管理  
パスポート、スマホ、携帯 学校の金庫にて保管 

保険証券 到着後、回収。スタッフが管理・保管 

お小遣い 
小学生  ：スタッフが管理 
中～高校生：自己管理 
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●症状が軽い場合 
学校専属ドクターにジュニアキャンプ開催ホテルへ来てもらい往診していただ 
きます。海外保険が使える為キャッシュレス。処方箋とお薬をもらうことができ 
ます。 
  
●症状が重い場合 
高熱が続いた場合やドクターが往診に来られない場合は現地日本人スタッ 
フの引率のもと、病院に連れていきます。場所は渋滞が無ければ車で15分 
くらいのところにマクタンドクターズという病院。 
 
フィリピンでは高熱が続く場合や体調が 
悪く患者さんがグッタリしている場合はド 
クターの判断のもと入院となることが多く 
あります。また、血液検査の結果が翌 
日になる場合なども一旦入院するとい 
うケースがあります。 
  
《留学生が病院でお金を払う必要はあるの？》 
⇒フィリピン留学に来る生徒さんには必ず海外保険に入ってもらうことを条件にしています。その為すべてキャッ
シュレスです。受診の際、お金を支払う必要はありません。 
  
《入院中のお部屋は？個室？大部屋？》 
⇒日本人留学生は全員個室へと案内されます。 
大部屋に比べ個室の方が綺麗で落ち着いて治療を受けられるので安心です。 
  
《子供の状態が心配・・・》 
ただでさえ親元を離れ海外に行っているのに、さらに入院となれば保護者様は計り知れないほど心配になりま
すよね。病院へ連れていく時、入院する時はまず1番に保護者様へ直接 
ご連絡させていただきます。 
状況を正確にお伝えし、責任もってお子様を病院へお連れしサポートいた 
します。 
  
 とはいえ・・・ 
せっかくの留学ですので、ケガ・病気のないよう常にスタッフも気を 
配っています。 
 

体調管理・病気やケガをしてしまったら？  

【予防として】 

• 虫よけスプレー 

• 日焼け止め 

• 水分補給 

体調管理【常用薬の管理・サポート】  
「出発前に体調を崩してしまってお薬を処方されて 
います」「ぜんそくがあって常用薬をもたせたいの 
ですが・・・」 
こういったご心配も多いのではない 
でしょうか？ジュニアキャンプでは事前に常用して 
いるお薬があるか確認し、１度に飲む分だけ小袋に 
分けて持参してください。ジュニアキャンプ中は飲 
んだかどうかスタッフが毎回確認し、お薬チェック 
表で共有します。 
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ジュニアキャンプ番外編 

食事  
どの子も楽しみにしている食事。滞在ホテルでのブッフェが基本となりま
す。アンケートでもおいしくてびっくりと嬉しい感想が！体調がすぐれない
時はおかゆをご用意いたします。 

ジュニアキャンプ開始4日目、10日目、最終日の計3回、アンケートを実施し生徒の意見や情報を収集しま
す。 
  
生徒が快適に過ごすことが出来ていなかったら？ 
ティーチャーに不満があったら？ 
万が一いじめのようなことがあったら？ 
  
最終日にアンケートを取るだけでは問題が発生していても対応できません。 
現地スタッフが毎朝顔を合わせ、ガーディアンスタッフが常に現状を把握しています。 
しかし、本人の内面的な部分の悩みもある可能性があります。 
  
そこで定期的にアンケートをとり、何か問題がある生徒には日本人スタッフが直接面談をして解決に努めていま
す。 
  
悩みだけでなくキャンプの満足度も同時に調査しています。 
必要に応じてホテルスタッフやガーディアンティーチャーとの打ち合わせをします。 
  
問題が起こることが問題ではなく、問題が発生したことを把握していないことが一番の問題です。  
最終アンケートは英語で各質問に答えてもらい、生徒からいただいた意見をもとに、反省、改善を繰り返してよ
り満足度の高いジュニアキャンプを提供しています。 
  

 

3回のアンケート  

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。 
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Policy Book  
ティーチャーをはじめスタッフ全員がPolicy Bookを持っています。こちらに
はジュニアキャンプ中の細かいルール、注意点が記載されています。事前
研修で幾度となく読み合わせ、また、ジュニアキャンプ中も常に携帯しこれ
をもとにスタッフの意思統一を図っています。 

滞在先：セブ・マクタン島のホテル   

ジュニアキャンプ指定Tシャツ  
出発する時、帰国する時、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、各空港の
集合場所へお越しください。 

～Pacific Cebu Resort～★★★★ 

ジュニアキャンプは、非日常の空間で英語を学び異文化交流を図ることをコンセプトにしていますので、滞在先も
主催校ではなくリゾートホテルで行います。ホテルは学校の提携ホテルになりますが、参加人数などによりホテルが
決定します。 

所在地 Barangay Subabasbas,  Lapu-Lapu City, Cebu, 6015, PHILIPPINES  

日本人スタッフ ホテルに滞在 講師 ガーディアン講師またはスタッフ滞在 

セキュリティ 24時間体制の警備 ロケーション セブ空港から車で30~40分 

 エアコン 

 シャワー 

 衛星テレビ/ケーブルテレビ 

 セーフティボックス（客室内） 

 トイレタリー 

 遮光カーテン 

 冷蔵庫 

 ヘアドライヤー 

 禁煙 

～Solea Mactan Resort～★★★★ 
所在地 Victor Wahing Street, Alegria Cordova, Cebu,6017, Philippines 

日本人スタッフ ホテルに滞在 講師 ガーディアン講師またはスタッフ滞在 

セキュリティ 24時間体制の警備 ロケーション セブ空港から車で30~40分 

 エアコン 

 シャワー 

 衛星テレビ/ケーブルテレビ 

 セーフティボックス（客室内） 

 トイレタリー 

 遮光カーテン 

 冷蔵庫 

 ヘアドライヤー 

 禁煙 
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保護者の方にはお申込みの際に、両替希望金額をご指定いただきます。 
ジュニアキャンプの際は事前にご指定いただいた金額を、円でお子様にお小遣いとして持たせてください。 
  
ホテル内でのルームサービスオーダーや、レストランでの飲食は厳禁としている為、生徒がお金を使う時は限ら
れています。 
・週末ショッピングモールへ出かけた際 
・キャンプ期中間にホテル内にて学校スタッフがお菓子やジュース、お土産を販売する際 
  
※小学生のお子様の現金（両替済みペソ&余分に持参した円）は全て学校金庫にてお預かりさせていた 
  だきます。ショッピング時のみ生徒へ現金を返金いたします。 

 

両替  

フィリピンのおすすめお土産  

定番、７Dマンゴーは、
160円～から。 
グラムによって値段が 
変わります。 

バナナチップスは
「JOVY’S」と「OWL 
TREE」がおすすめ。 
1袋160円くらい。 

ココナッツチップスは 
パンダの絵がかわいらしい 
「QoQo」。 
ほんとにおいしい♪ 
1袋150円くらい。 

学校のお友達への 
お土産に最適⁉ 
セブらしいキーホルダーは 
５個で200円～。 

世界で一番ココナッツ 
オイルの生産量が多い
フィリピン。 
バージンココナッツオイル
250mlで450円くらい。 

セブらしい 
アイランドスーベニアの 
Tシャツ400円～。 
キーホルダー150円～。 

習った英語を使ってお友達やガーディアンと
一緒にお土産を買うよ！ 
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持ち物 全ての持ち物にローマ字で記名してください 

No 持ち物 参 考 Memo 

必須 

パスポート 
滞在期間+６ヶ月の残存が必要です 

(コピー1部を控えとして自宅で保管) 
＊手荷物 

海外旅行保険証券 

＊WEG申請書類一式 必ず手荷物として持参してください 対象者/手荷物 

SSP用証明写真 5cm×5cm背景白/眼鏡不可 2枚必要です   

水筒 レッスン中、外出時に必要です   

洗濯ネット(大) 
2～3日分の洗濯物をまとめて入れられるぐらいのサイズ。※

ネットに大きく名前を記入してください。 
  

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。 
  

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  替えの電池必要 

文単(絵単) 購入してご持参ください(付属のCDは不要)   

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 ＊手荷物 

衣類 

着替え ４日分程度(長袖が１枚あると便利)   

バスタオル・フェイスタオル プールやアイランドホッピングで使います ２枚くらいあると便利 

水着 プールやアイランドホッピングで使います   

履物(サンダル) 室内履き、ビーチ、プールで使用します  脱げにくいもの 

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 日本からご持参下さい   

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 虫よけは液体タイプをお勧めします   

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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• 高価な電子製品、コンピューターゲーム機器、刃物、不法な薬品等、貴重品 は、お持ちにならないでくだ

さい。※キャンプ中スマートフォンや携帯電話はお預かりします。 

• 日本国内専用ドライヤーは使えません。(現地に準備しています) 

• 液体、気体類は機内に持ち込む事ができません。必ずスーツケースの中に入れてきて下さい。 

（薬品、保湿クリーム、軟膏等） 

• ランドリーサービスは週2回のため、4日分くらいの着替えを持参してください。 

• ホテルにはタオル類はございますが、プールアクティビティ、アイランドホッピング用にお持ちください。 

（バスタオルやスカートタオル、フェイスタオルなど） 

• ホテルにシャンプー、ボディソープ等ありますが、肌に合ったものを持参してください。 

• デジタルカメラ等のデジタル機器は、変圧器なしでそのままコンセントにさして充電できます。 

• スーツケース、機内持ち込みバックどちらにも、指定のジュニアキャンプタグをつけてください。 

• 電子辞書を持参する場合は替えの電池も持ってきてください。 

 

＊15歳未満はフィリピン大使館/領事館へWEGビザの申請が必要です 

持ち物についてご注意  

WEG申請に必要な「扶養•保証の同意宣誓供述書」の認証について 
フィリピン国籍以外の15歳未満の未成年者は、有効な査証を有しても、単独ま
たは親(離婚している場合は親権者)の付き添い無しにフィリピンへ渡航する場合、
Waiver of Exclusion Ground(WEG)が必要です。 

手荷物 ７Kgまで 預け入れ荷物 20Kgまで 
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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 

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） 
とても積極的にジュニア
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！ 
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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。 

滞在するお部屋の設備はどんなものがありま
すか？ 

ベッド、机、クローゼット、エアコン、扇風機、トイレ、シャワー、
鏡、冷蔵庫などがあります。 

シャワーはお湯が出ますか？ 
はい。お湯が出るシャワーです。 
しかし、日によっては、水しか出ない場合がございますのでご了
承ください。 

貴重品の管理はどのようにしますか？ 

パスポートは金庫でお預かりします。 
現金などは、各自の管理のもと、鍵のかかるスーツケースに保
管をお願い致します。 
（小学生の現金はお預かりいたします） 

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。 

体調を崩した場合はどうなりますか？ 
語学学校のスタッフが専属のドクターを学校へ呼びます。ドク
ター到着後学校内で診察を受ける事ができます。 

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。 

普段の服装を教えて下さい。 
セブは通年を通して最高気温30℃前後です。 
クラスルーム内は冷房が効いているので長袖をお持ち下さい。 

帰国の際にも日本人スタッフの引率はありま
すか？ 

はい。 
日本までスタッフが責任を持ってお子様を引率致します。 
空港での解散となります。 

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の持ち込みは禁止です。 
初日にお預かりさせていただきます。緊急時は弊社スカイプまた
はＬＩＮＥにてご連絡が可能です。 
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。 



2019春のジュニアキャンプ 
スケジュール 

内 容 各締切 

①  ジュニアキャンプ専用申込み締め切り 6/15(月) 

②  キャンプ費用/フライト代金のお支払い⇒ フライトの確保 6月中～下旬 

③ 
 フライトチケット発券、海外旅行保険加入 
 （ファーストイングリッシュにて手配） 

ー 

④ 
 15歳未満のお子様はWEG申請最終締切り 
 （WEG申請の仕方は、ジュニアキャンプお申し込み後にご案内いたします） 

7月上旬 

⑤  出発前の最終確認 7月中～下旬 

⑥  成田・中部・関西空港 ⇒ セブへ出発 8/3(月) 

2020年夏のジュニアキャンプご出発までのスケジュール 

午前 午後 夜 
食事 

朝 昼 夜 

8/3(月) ー 成田・中部・関西よりセブへ パーティー ー 機 軽 

4(火) レベルテスト・オリエンテーション ウエルカムパーティー 日本の宿題タイム ○ ○ ○ 

5(水) マンツーマンレッスン、グループレッスン、サイエンス 1日8コマ 日本の宿題タイム ○ ○ ○ 

6(木) ホテルデイユース 日本の宿題タイム ○ ○ ○ 

7(金)-9(日) マンツーマンレッスン、グループレッスン、サイエンス 1日8コマ 日本の宿題タイム ○ ○ ○ 

10(月) ボランティア プールアクティビティ 日本の宿題タイム ○ ○ ○ 

11(火)-13(木) マンツーマンレッスン、グループレッスン、サイエンス 1日8コマ 日本の宿題タイム ○ ○ ○ 

14(金) アイランドホッピング 日本の宿題タイム ○ ○ ○ 

15(土)-17(月) マンツーマンレッスン、グループレッスン、サイエンス 1日8コマ 日本の宿題タイム ○ ○ ○ 

18(火) プールアクティビティ・BBQ・ショッピング 日本の宿題タイム ○ ○ ○ 

19(水) レベルテスト・卒業式＆卒業パーティ ○ ○ ○ 

20(木) セブ出発 成田・中部・関西空港着 ー 軽 機 ー 

＊あくまで予定です。 天候・現地の混雑具合等によりアクティビティの日程が変わる場合があります。 

2018春 2018夏 2019春 2019夏 

35名 86名 65名 105名 

 機・・・機内食、軽・・・軽食 

たくさんの子供たちが参加しています♪ 

2020夏のジュニアキャンプ  
2020.8.3(月)～20(木) 17泊18日 



33 

募 集 要 項 

キャンプ期間 
 2020年8月3日(月)出発 ～ 20(木)帰国 (17泊18日) 

※出国・帰国は引率者が同行いたします。   

募集年齢 
 小学1年生～高校3年生  
※最低催行人数は10名です。（10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  Solea Mactan Resort もしくは Pacific Cebu Resort  

代金 

 基本留学費用 346,000円 
 教材費16,500円・引率費22,000円・Tシャツ代2,800円 
 合計：387,300円 
 ※新小学3年生以下+20,000円 合計：407,300円 

 
＊引率不要の場合：▲22,000円（往復不要の場合のみ適用） 
  専用Tシャツをすでにお持ちの方：▲2,800円 
(航空券・保険料、お小遣いを除く)                
募集締切：2020年6月15日（月）        
振込締切：催行決定後10日以内 (6月下旬予定)                       

費用に含まれる 
もの 

登録料、授業料、食事（3食）、宿泊費、ＳＳＰ申請費用、教材費、洗濯代、部屋掃除代、修
了証書、アクティビティ費、付添いTeacher派遣代、空港までの往復送迎費、引率者同行サービ
ス代、専用Tシャツ代、サイエンス材料費 

費用に含まれない 
もの 

 □往復航空券 
（一括手配いたします。指定便をご自分で手配いただいても結構です。） 
 ※各空港10-15席程、早期格安席をご用意しております。先着順となりますので、お早目のお申込を 
 おススメいたします。（7万円程度のお席を確保しています） 

 □海外留学保険（一括加入いたします。料金はお尋ねください。） 
 □おこずかい 
 □各空港(成田・中部・関西)までの移動費 
 □WEG申請費用 
 ※15歳未満のお子様が、親権者(同姓)の同行なしでフィリピンへ入国する際にはWEG申請が必 
  要となります。ご自身での申請をお願いしております。 

指定航空便 
 ＜フィリピン航空直行便＞ 
成田・中部・関西の各空港から出発 

キャンセル規定 

①出発日の29日前にキャンセルされた場合は、キャンプ料金から、申込金の2万円を引いた額と、
引率費を返金致します。 
但し、WEG申請サポート費用（ご希望の方のみ）、教材費、ホテルデイユース費用、Tシャツ代金
は返金されません。 
②出発日の28日前～21日までにキャンセルされた場合は、キャンプ料金から申込金を含む、3万5
千円を引いた額と、引率費を返金致します。 
但し、WEG申請サポート費用（ご希望の方のみ）、教材費、ホテルデイユース費用、Tシャツ代金
は返金されません。 
③出発日の20日前～前日（7/14～8/2 正午まで）にキャンセルされた場合は、引率費と
SSP費用を返金致します。 
但し、引率費とSSP費用以外のキャンプ料金と、申込金及びWEG申請費用現地支払い分、
WEG申請サポート費用（ご希望の方のみ）、教材費、ホテルデイユース費用、Tシャツ代金は返
金されません。 
④入学後のキャンセルは原則として認めません。 

  
※返金時の送金手数料は学生様のご負担となります。 
※入金後のキャンセルには、キャンセル手続き料1万円が上記とは別途発生いたします。 
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■東京オフィス 
〒160-0022 
東京都新宿区新宿4-3-17 FORECAST 
 新宿SOUTH 6階CROSSCOOP 

■福岡オフィス  
〒812-0016 
福岡市博多区博多駅南1丁目11-27 
AS OFFICE博多（オフィスアテンド博多）３階 

 

著書： 
“復習オンリー”英語勉強法 
合同フォレスト出版 


