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目的：
①日頃の学習習熟度を図る機会を提供する
② 同じ教材で学ぶ全国の生徒同士がつながり、

新たな友達と交流をはかる
③サマーイベントとしての機会を提供する
④日頃、孤独な先生方同士がつながるきっかけを

提供する

概要：

英語キャンプ同様の目的を遂行できる。
スクールの規模に関係なく、スクールごとに計画をたて

て気軽に参加できる。
生徒一人一人の参加費をリーズナブルに。
スクール講師の事前準備、実施のための負担をできるだ

け軽減する。
普段のスクールにいながら参加が可能な形態を考える。

↓
 チーム単位の参加（6人～15人目安）1台のPCを利用してONLINEで

参加する。
 飽きずに、疲れずに楽しめる、適度なプログラム時間を設定
（４時間※休憩含む）
 参加生徒の学習レベルを考慮し、興味、関心、達成感を得やすい

プログラムを計画（詳細は後ほど）
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参加単位：
各日程最大１２チームまで
実施の最少催行チーム数９チーム
同スクールから、1開催日あたり、3チームまで

参加可能
1チームの構成人員はスクールで決定

（参加費負担を考慮、普段のクラス単位の
参加しやすさ、などから）

参加対象：
Learning World Book 1レベル以上
（英語学習歴3年目以上）
（WELCOME=未就学生徒、低学年を含めた場合は、

プログラムに相当な幅ができる上、運営サイド、
スクールサポートの負担が増えると考えました）
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参加費：
チーム単位 12,000円（税込)

*6名なら1人あたり2000円

各種割引き💛
説明会参加で10％OFF 12,000円➡10,800円(税込)
2021LW認定校はALL 20％OFF 12,000円➡9,600円(税込)

FESTA お申込特典：先着20チーム 12ミリシールプレゼント

FESTA Content Details

【先生の役割】
①スクール側のファシリテーション
②スクール側の機械操作
（ビューの切り替え・ミュートON/OFF・カメラの角度操作等）
※主催側から強制ミュートさせていただく場合もありますのでご了承ください。

【先生の役割】
①スクール側のファシリテーション
②スクール側の機械操作
（ビューの切り替え・ミュートON/OFF・カメラの角度操作等）
※主催側から強制ミュートさせていただく場合もありますのでご了承ください。

・Welcome message

【13:00〜 Opening】※15分前にはZOOMにお入りください。

・School introduction time
各スクール１分でスクール紹介をお願いします。
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School Introduction Template

• School name
Hello! Our school name is “canvas”.

• School location
We are from Omachi city in Nagano.

• How many participants
We have 18 students today.

• What your prefecture is famous for
Omachi is famous for the beautiful mountains and lakes.
You can go skiing in winter and enjoy water activities in summer!

• Free talk
We are a very cheerful school.
We are glad to be here with you today. Let’s have fun!

・Icebreak
全員が楽しめるように、英語で大じゃんけん大会を行います！

Welcome BLUEのチャンツを活用。
Paper scissors rock, paper scissors rock!

Paper beats rock, scissors beat paper, rock beats scissors!
One two three!!!

各スクールの先生方にお声がけしますので、
生徒たちにはお声がけした先生とじゃんけんをしてもらいます！
※指名された先生はカメラに近づいて、手が見やすいようにお願いします。

Everybody Stand up!!!
あいこ・負けは着席。
最後まで残った子が優勝です！
（優勝者には英語でインタビューさせていただきます。）
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【13:30〜 Content①】

早押しクイズ大会 + The Best

【早押しクイズ大会】
Kahootを活用し、
早押しクイズ大会を開催します！体験してみましょう♪

→スマホ・タブレットのブラウザから
KahootとGoogleで検索してください♪
Play Kahoot! – Enter game PIN here!
を選択してください。

※FESTA当日は、この状態で子ども達へ渡しましょう！
（Language 設定をお願いします）

https://kahoot.it

PINを入力 チーム名を入力 メンバーを入力
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・説明、準備
ゲームの概要を説明します。
スクール側では、生徒をグループ毎に円になって座らせ、
Kahootの画面を表示したスマホ/タブレットを円の中央に配置してください。
チームリーダーに最初の操作を依頼します（先生が代わりに操作してもOK）。
PINを入力し、チーム名（※）を入力し、チームメンバーの名前を入力します。

※事前に決めておいてください。

・Let’s Start!
英語の読みが苦手な生徒さんのために、ファシリテーターがその都度クイズと
答えは読み上げます。出題されるクイズはサンプルクイズ一覧をご参照ください。

・結果発表
早押しクイズの順位と得点は、画面に表示されます！

【The Best】
早押しクイズの得点にポイントを加算するボーナスチャンス！
制限時間内に、会場内から指定された一番●●を探し、
The Bestを目指します！

BUT！ここで終わりません！！！

Find and measure
the shortest pencil
in your classroom!
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Who has the biggest foot
in your school???

Find that boy/girl!

・説明、準備
ゲームの概要を説明します。
スクール側では、生徒をグループ毎に円になって座らせ、
Kahootの画面を表示したスマホ/タブレットを円の中央に配置してください。
チームリーダーに最初の操作を依頼します（先生が代わりに操作してもOK）。
PINを入力し、チーム名（※）を入力し、チームメンバーの名前を入力します。

※事前に決めておいてください。

・Let’s Start!
英語の読みが苦手な生徒さんのために、ファシリテーターがその都度クイズと
答えは読み上げます。出題されるクイズはサンプルクイズ一覧をご参照ください。

・結果発表
早押しクイズの順位と得点は、画面に表示されます！
BUT！ここで終わりません！！！

【The Best】
早押しクイズの得点にポイントを加算するボーナスチャンス！
制限時間内に、会場内から指定された一番●●を探し、
The Bestを目指します！

The Bestの得点を加点しゲーム終了！結果発表はイベントの閉会式にて！
優勝チームには特大MVPバッジをチーム全員にプレゼントします！
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【14:10〜 SNACK TIME】
カメラをOFFにして休憩タイム

・説明
アクティビティーの説明をします。

練習タイム
4つのブレイクアウトルームに実際に分かれて、
各ルームの先生に、外国人役をしてもらい、練習をします！

※ブレイクアウトルームで外国人役・ファシリテーションをお願いする

先生には事前にお声がけさせていただきます。

【14:30〜 Content②】

Connect the World
4名の外国人と4つのブレイクアウトルーム（3チームずつ）に分かれて交流します。
子ども達からの質問は事前に提出をしていただき、
順番も含め調整させていただきます。

（各チーム、質問は６つずつです。）

※次のアクティビティのConnect the Worldの準備を整えましょう。

そして、本番！！！15:00〜
・Welcome message

ブレイクアウトルームに分かれる前に、4人の外国人とつながりますので、
Let’s say hello！
ファシリテータと外国人の会話をお楽しみください。聞き取れるかな？
アクティビティーの説明をした後、
4つのブレイクアウトルームにいってらっしゃ〜い♪

・ Let’s communicate
事前に練習した通りに、順番に外国人に質問をし、会話をお楽しみください！
※各ブレイクアウトルームでのファリリテーションをお願いします。
※外国人には、質問を受けたら、答えるだけでなく、何か聞き返して
もらえるよう、依頼しています。
※早く終わってしまった場合は、フリートークをお楽しみください！
※各ブレイクアウトルームで、外国人にNo.1スクールを選んでもらいます。
発表はイベントの閉会式にて！
選ばれたスクールにはCertificateをプレゼントします。

・ Say thank you
全員で４人の外国人にお礼を言ってお別れしましょう！
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【16:10〜 Closing】
・ Thank you message

How was it???何人かにインタビューをさせてもらいます♪

・ Let’s take a picture
全員で写真撮影を行います。

・表彰式
★じゃんけん大会Winnerの紹介
★早押しクイズ大会優勝チームの発表
★Connect the world 各ブレイクアウトルームの
スクール賞発表

【16:30 終了】
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【参加パターン①】1チーム生徒6名での参加

How to participate

●参加者全員が、
全てのアクティビティーに参加できる！

カメラ・マイク内蔵ノートPC１台
（画面サイズ １５インチ以上推奨）

＋スマートフォンorタブレット1台

●機材がシンプル、いつもの教室で実施可能！

●先生のファシリテーションが簡単！

クラス毎の参加は
いかがでしょうか？
４日程あります！

費用：1チーム 12,000円 → 1人2,000円

→満足度UP

【参加パターン②】1チーム生徒7名以上での参加

費用：1チーム 12,000円 → 12人なら1人1,000円

カメラ・マイク内蔵ノートPC１台 + ディスプレイ + HDMIケーブル

（＋ウェブカメラ ＋マイク
※大切なのは、生徒さんが全員に画面が見えて声が聞こえていることです！）

＋スマートフォンorタブレット1台
※早押しクイズ参加時に、生徒を複数グループに分けて参加する場合、複数台ご用意ください。

ロジクール C920n
¥6,805 @amazon

Anker 
PowerConf+ 
¥14,980 @amazon
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【参加パターン③】1チーム生徒6名x複数チームでの参加

費用：1チーム 12,000円 x 3 = 36,000円 →18名で 1人2,000円

カメラ・マイク内蔵ノートPC１台 + ディスプレイ + HDMIケーブル

（＋ウェブカメラ ＋マイク
※大切なのは、生徒さん全員に画面が見えて声が聞こえていることです！）

+カメラ・マイク内蔵ノートPC２台
（ブレイクアウトルーム３つに別れる時に使用... ３部屋に分かれる必要あり。
通信速度要確認 → 30Mbpsは最低限必要。)

＋スマートフォンorタブレット3台

３チームの場合...

〜 canvas 1 Day Program with FESTA 〜
9:00〜 9:30 集合 Greet the students

自己紹介、チーム分け、チーム内アイスブレイク
9:30〜11:30 Outdoor Activity (外国人スタッフ3名招待）

11:30〜12:45 Lunch + Break time
12:45 接続
13:00〜16:30 FESTA参加
16:30〜17:00 ふりかえり解散

【募集人数】 18名 → FESTAには3チーム参加
【会場】 NOMAD Hakuba

メイン会場：ラウンジ（75型テレビあり）
アウトドアアクティビティー：庭
Connect the World：ラウンジ、セミナールーム、２階

【費用】FESTA費用 12,000 x 3 = 36,000円
会場費 12,000円
ランチ代 1,000 x 18 = 18,000円 + 1,000 x 4 = 4,000円
外国人スタッフ 5,000 x 3 = 15,000円 計85,000円

【参加費】 1名6,000円 x 18 = 108,000円

How to arrange the FESTA



2021/7/15

13

〜 Yellow house 1 Week program with FESTA 〜

〜一番簡単なのは、FESTAにだけ参加〜
12:15〜12:45 集合 Greet your students

自己紹介、スクール内アイスブレイク
※いつものクラスで参加する場合は不要→12:30集合

12:45 接続
13:00〜16:30 FESTA参加
16:30〜17:00 ふりかえり解散

【費用】FESTA費用 12,000円
【参加費】 1名3,000円 x 6 = 18,000円

〜次に簡単なのは、FESTA withランチ〜
11:00〜12:00 集合 Greet your students

自己紹介、スクール内アイスブレイク、ゲーム
12:00〜12:45 ランチ
12:45 接続
13:00〜16:30 FESTA参加
16:30〜17:00 ふりかえり解散

【費用】FESTA費用 12,000円ランチ1,000円 x 6 + 1 = 7,000円
計19,000円

【参加費】 1名5,000円 x 6 = 30,000円
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① 日程を決める

② e-APRICOT  
↓

SUMMER FESTA
2021の
カテゴリーへ
http://e-apricot.net/shopbrand/summer_festa_2021/

8名の場合：1人1,500円
12名の場合：1人1,000円

クラスごとの参加がわかりやすい。
Connect the World で考える質問も相談しやすい！



2021/7/15

15

アプリコット公式HP→イベント案内の
ページに各日程ごとのリストを準備

http://www.apricot-plaza.co.jp/category/event#link1

★申し込み後の日程変更について
開催の7日前までに参加日程の変更を

お申し出ください。
例）最初8/4で申込をした➡8/22にしたい

*その時の枠の埋まり具合で係が調整しますので、
その際は直接メールでお知らせください。（決済後のみOK）

★キャンセル料(50%)
FESTA当日の３日前から発生。

7/27 ➡ 7/24（土）
8/4 ➡ 8/1（日）
8/22 ➡ 8/19（木）
8/28 ➡ 8/25（水）
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SUMMER FESTAに参加すると、
になれる!

「Learning World認定校」「APRICOT Mate」に次ぐ
新たなユニオン登場。

って？

アプリコット出版が企画する様々なイベントを
ディスカウント価格でご参加できます。
【APRICOT EVENT Mateの有効期間: 2021年7月～2022年6月】

＊Learning World 認定校、APRICOT Mate の方はすでにAPRICOT 
EVENT Mateの資格を自動的に有しております。
＊今回のSUMMER FESTAの参加費20％OFFは2021年度Learning 
World 認定校のみとなります。

先生方も…

日頃の孤独から解放される機会を！？


