
白馬にいるネイティブの先生方やマユミ先生とつながろう！ 待ってるよ～!!

一生モノの英語への自信を作る

この夏、自宅からキャンプに参加してみない？

白馬の宿泊施設ノマドの
Sho-san(福島さん)

ケリン先生 ホアニ先生 マユミ先生

English Online Camp in HAKUBA 2020
FROM

■参加費：7,000円＋税（税込7,700円）

LW優秀認定校
イエローハウス代表

昨年度白馬キャンプ
コーディネーター

LW認定校
canvas代表

地球ロゴTシャツプレゼント

自宅⇔白馬をネットでつないで英語を使う10時間!

サマーキャンプ記念バッジもらえる！

この中からどのバッジがもらえるかお楽しみに！

参加者全員に★LW地球ロゴTシャツ（今年は白地）/ ★缶バッチ

★LW下敷き ★キャンプキット ★修了証 プレゼント

A日程:  8/10 (祝･月)～11(火) 13:00～翌日昼まで

B日程:  8/11(火)～12(水) 13:00～翌日昼まで

★どちらの日程も30名予定（先着順/  対象目安：小学3年生～中学生）

長野県白馬の
ノマド
から
配信します



全てを外国人の英語の先生やネイティブのスタッフと共に進行します！

英語の先生以外にも、外国人スタッフがあちこちで遊びに来ます！
オンラインならでは！ 海外からのゲスト参加も？！お楽しみに♪

■ 1日目：13:00～20:30 Zoomで集合＠配信基地NOMAD

1．13:00～14:00 ランチを済ませて集合。Ice Break Activity /子供達の自己紹介/チーム分け

（14:00～14:30：Break time  各自おやつタイム）

2．14:30～16:00 チーム対抗クイズ＆ゲーム①

（16:00～16:30：Break time  画面から離れて自由休憩）

3．16:30～17:30 チーム対抗クイズ＆ゲーム②

★Who am I? / ランキングを当てよう！GET21/まちがいさがし/ケリン＆ホアニ先生と遊ぼう！
外国人の英語の先生がクイズを出題・ゲームを進行！
ZOOMのブレイクアウトルーム機能を使って、チームごとに小部屋に集まり、
チームの仲間と相談しながらクイズ・ゲームに挑戦します。

（各自夕食タイム）（17:30～18:00：Break time ）
（18:00～18:30：Free Talk time 外国人の先生と自由にトーク）

（18:30～19:00：Break time ）

4．19:00～20:30 タレントショー 自分の得意なことを披露しよう！＊発表は希望者のみ。見るだけも勿論OK！

■ 2日目：9:00～11:30 ZOOMで集合＠配信基地NOMAD

5．9:00～ 朝食を済ませて集合。Let’s dance!!  画面の前でみんなで体を動かそう♪

6．9:15～ チームごとの個別アクティビティ（外国人の先生にインタビュー＆たくさん話そう！）

★グループ発表準備 英語でどこまで発表できるかな？

7．10:30～ チームごとに英語で発表、各種表彰、記念撮影💙

11:30     解散 ～後日修了証＆記念品が送られます！ *内容は一部変更になる場合がございます。

★リアルに英語を使うチャレンジを！ Have fun & Challenge!

ケリン先生、ホアニ先生は長くご自身の英語スクールで児童・生徒に英語を教えており、

子供達の心情を理解し発話を引き出してくれるプロの英語教師です。

＊最後の記念撮影では外国人の先生とのツーショット写真もOK！

★Break time, Free Talk time について Relax & Recharge

プログラム中に自由時間を設けています。

★ Break timeでは自由にお食事をとってください。

★ Free talk timeの30分間は外国人と自由にトークすることができます♪

★タレントショーについて Boost your confidence!

1日目19時～タレントショーでは、個人のtalentを輝かせるために人前に立つ勇気、やり遂げる

達成感を体験しませんか？自分の得意なこと（けん玉/マジック/あやとり/ピアノetc）を個人で

披露するチャンスです。＊グループ発表、道具が大がかりな物、準備に時間がかかる物はお避けください。

4つのチャレンジ：ともにチャレンジする仲間、集まれ！！

1． 間違いなんか気にしない！英語で話そう!

2． LW仲間と、キャンプメイトになろう！

3. 得意なことを披露してみよう！

4. 画面越しだから楽しいことを一緒に見つけよう！

プログラム



■参 加 費：7,000円+税（税込7,700円）早割特典：7/10までは6,500円＋税（税込7,150円）

参加者全員にLearning World地球ロゴTシャツ、LW下敷き、缶バッチ、修了証、参加記念品プレゼント

■対象学年：小学3年生～中学生
＊Book1学習者以上（英語学習歴3年以上/英単熟検を受検している場合Level 4以上が目安です）

■参加条件：
１ パソコン環境： ミーティングアプリZoomを使います。

生徒さん宅でPCまたはiPadが必須となります。

スマホでのご参加は受け付けておりませんのでご注意ください）

２ 英語歴： ・少しフォローすれば、友達や先生とコミュニケーションが取れる

・少しフォローがあれば、先生の英語の意味を理解できる

・身近な話題について、たとえば What food do you like?, Do you have a pet?, What is your favorite                 

animal?のような質問から、英語のやりとりができる

⇒オンラインキャンプ中は、英語でたくさん外国人の先生にインタビューをします。

・好きな食べ物、好きなスポーツ、好きなアニメキャラクター、得意なこと、やってみたいこと、将来の夢etc

英検５級4級レベルのスピーキングの練習にもなります。

★キャンプ前に外国人の先生の自己紹介動画or プリントが配られますのでよく見ておいてください！

（キャンプ中に英語でクイズを出します。全問正解の子供達には賞品プレゼント予定）

■配信基地：NOMAD HAKUBA (長野県北安曇郡白馬村大字北城3020-880）

■基地スタッフ：総合コーディネーター：中村真由美先生（LW認定校 canvas代表）

ケリン先生（LW優秀認定校 石川県イエローハウス代表）

ホアニ先生（愛知県プロフェッショナルコミュニケーションズ代表）

アプリコットキャンプスタッフ 和田朋子／新井顕子(予定）

■申込期間：6/29（月）～7/29（水） お申込/お問合せは TEL：03-3660-5120

■申込方法： ＊別紙申込書に保護者の方にご記入頂き、その内容を画像/メール添付/FAXで

お送りください。events@apricot-plaza.co.jp/ FAX:03-3660-5121

☚ オンラインキャンプのイメージ
動画はこちらからご覧ください

アプリコット出版は 英語学習へのモティベーションを継続するには英語を実際に使う楽しい体験を

することが必要との考えから、2020年夏はオンラインキャンプに初トライいたします。自粛で緊張を強いら

れている子供達には、自宅にいながらにして仲間を作り、今の自分を肯定して何かにチャレンジできる場を

提供することが大切であると考えています。

本キャンプはキャンプで毎年総合コーディネートをしていただいている長野県大町市在住の中村真由美先生

（canvas主宰）､夏と冬のキャンプで毎年お世話になっている宿泊施設 NOMADのオーナーである福島 翔氏、

白馬夏キャンプ経験があり英語の先生でもあるホアニ先生、石川県の優秀認定校ケリン先生と共に、1.5日の

楽しいインドアプログラムを組み、下記の目的のもと、ご案内いたします。

キャンプの目的：１ Let’s use a lot of English!

2   Let’s make a lot of friends!

3   Let’s present and share!

ラーニングワールドで学ぶ子供達が、長時間の移動なく自宅から参加できる英語体験をすることで協調性や

問題解決力をはぐくみ、今後、言葉の大切さを感じて、英語を学ぶことに、より前向きに取り組むきっかけ

になればと心から願っています。

mailto:events@apricot-plaza.co.jp/FAX:03-3660-5121


1．今回のオンラインサマーキャンプはミーティングアプリZoomを用いて行います。

wifi等のオンライン環境が安定しておりマイクとカメラを備えたPCやタブレット

での参加をお願い申し上げます（スマホでの参加はご遠慮ください）。

２．Zoomへの参加はミーティングIDとパスワードによる認証を予定しております。

キャンプ前に各スクールでZoomテスト（カメラ、音声）をお願い致します。

*Zoomの使い方を教えながら進行します。今後のオンラインレッスンのためにとても有効です。

３．A日程、B日程のどちらでもOKという場合は、申込時にその旨をお伝えください。

（どちらの日程だけに参加が偏らないよう、できるだけ配慮したいと考えております）

4．兄弟の同日程での参加は不可となります。（Zoom開催のため兄弟/姉妹で参加の場合は2台目の

パソコンを用意して頂くか、日程を分けることを検討致しますのでメールにてご相談ください）

5．お申込のメールアドレスについて

携帯のアドレス（ドメイン名：@docomo.ne.jp,@ ezweb.ne.jp, @softbank.ne.jp など）での

申込はお避けください。（自動返信メールや連絡メールが届かない場合があるため）申込後3日

経ってもアプリコット出版からメールの返信がない場合はその旨お伝え頂けますようお願いします。

６．スクールの先生方の参加について

基本的に子供達のみの参加となりますが、詳細のお問い合わせは直接お気軽にご連絡ください。

7． 申込書に保護者の方にご記入頂き、スクールでまとめるのではなく、その都度EmailまたはFAXなどで

お送りください。★早割特典★7/10までは早割で6500円＋税（税込7150円）でお受けします。

8．お支払方法につきましては参加者決定後にアプリコット出版からご連絡いたします。

オンラインキャンプに関するお問い合わせは books@apricot-plaza.co.jp まで。

Q: 1人で参加するのは心細いのですが・・・
A. 1人で果敢に挑戦する子供達もいますが初挑戦の場合、同じスクールのクラスメイト
と一緒に参加してはいかがでしょうか。チーム対抗クイズではクラスメイト＆新しい仲間
のグループで安心と刺激のバランスを熟慮します。

Q: 中学生ですが同学年の子がいれば参加したいです。英語がどれくらい話せればよい
でしょうか。
A. 小学3年、4年、5年、中1のお申込を受けています。英語歴3年（以上）、自己紹介が
でき、簡単な英語での質問ができることを目安としてください。（キャンプでのリアルな
Speakingの実践や経験は英検5級4級レベルで自分のことを話す練習にもなります。2日間子供
達と交流する外国人スタッフは英検の内容を熟知しています）

Q: 今年は夏休みが短く、生徒が自主的に挑戦する気になるか…
A: これまでレッスンの中で覚えた英語を、自分の英語としてナマでやりとりする嬉しさ
を体験できるのがこのキャンプの特徴です。
ホームステイには多額の料金と時間が必要ですが、本キャンプは安心して英語をツールと
して試す機会です。本当に英語が通じた時の喜びはオトナが思う以上に大きく、一生モノ
の英語への自信につながります。（参加費も1時間あたり700円と大変リーズナブルです）

Q: 白馬はアウトドアのアクティビティが魅力だったのでオンラインでどこまでやる気
になるか…家でゴロゴロするなら何かに集中してほしいとは思うのですが。
A. アウトドアアクティビティの楽しさは格別ですがキャンプで最も英語を話すのは
「英語を話さないと解けない」アクティビティの時です。
今まで覚えた使えるはずの英語を、外国人スタッフに導かれてナマでやりとりし、
”My English”になることを実感できる体験は言語学習に大切です。

よくある質問

スクールの先生方へ

mailto:books@apricot-plaza.co.jp

