中に隠れ
ている
僕をみつ
けてね！

開催概要
日程

（火）〜１９（木） ２泊 3 日
８/１７

集合

８/１７ １２：００

スクール集合

解散

８/１９ １５：００

スクール解散

場所

御前山青少年旅行村

対象

年長児〜小学校 6 年生

その他

※昼食は食べてきてくださいね

〒311-4615 常陸大宮市下伊勢畑 2370

48,500 円（税抜）／ 53,350 円（税込）

費用

お預かり

雨天決行

※費用には、宿泊費、食費、保険料等が含まれます。

Engli

2021

sh

SUMMER CAMP

17 日スクール出発前、19 日スクール解散後延長保育がご利用できます。
●8/17（火） 8:00 〜 12:00 2,800 円（税別）/3,080 円（税込）
※ランチが必要な方は、420 円 (税別）/454 円（税込）でご提供いたします。
●8/19（木）15:00 〜 18:30 2,800 円（税別）/3,080 円（税込）
上記以外の時間：30分 500 円
（税別）/550 円（税込）
ご利用の方は、フォームに時間を入力してください。
●最小遂行人数 10 名
●感染拡大の状況によっては中止の可能性があります。
その場合は、返金させていただきます。
●体調不良等になってしまって参加の継続が難しくなった場合は、お迎えに
来ていただくことがあります。

2021
申込方法

3開校日
以 内

５/16 (日)

9:00 受付スタート !

受付完了

お支払

メールを
ご確認ください

①振込
②現金

メール
確認後

【振込先】
常陽銀行 研究学園都市支店
普 3719536 カ)キッズクリエーション
【申込みフォーム URL】
https://ws.formzu.net/fgen/S87012752/

※先着順での受付で、定員になり次第受付を締め切ります。
※お支払いは 6 月５日(土) までにお願い致します。お支払いいただけない場合はキャンセル待ち
の方にお席を譲らせていただきます。
人数に合わせて準備を進めておりますので６月５日(土 ) 以降のキャンセル、当日欠席の場合返金は
できませんのでご了承ください。
※県が定めるイベント開催のガイドラインに従い開催いたします。

LINE お友だち募集中！
@kidscreation
イベント情報など
お知らせしています！

TSUKUBA
つくば市桜1-18-1 029-869-5830
http://www.kidscreation.jp

8/17火 ～ 19 木

2泊 3日
雨天決行

毎年大好評！ 2 泊 3 日の English サマーキャンプ！１年ぶりに開催します！
学びの場所を教室から自然の中へ変えて
たっぷり 3 日間 英語の環境で思いっきり遊ぼう！
Kids Creation で楽しくクリエイティブな夏休みを過ごしてみませんか。
Kids Creation では、毎年アメリカのスクールプログラムをベースにした、
楽しさいっぱいのSummer Program を行っています。
年長児〜小学生を対象にした English Summer Camp も毎回大人気です。
丸一日英語漬けの生活、食事の準備、水遊び、みんなで入るお風呂、
お布団の中での内緒ばなしなど、お泊まりでしか体験できないワクワク
ドキドキがいっぱいの 3 日間！
インターナショナルな環境で過ごす夏休みは、お子様にとって貴重な体験
となり、自分への自信につながります。

TSUKUBA

日程
1日目

3 日間をたっぷりと英語の中で過ごします

前回のキャンプの様子です♪
みんな元気いっぱい！
たくさんの体験をして
大きく成長した笑顔が
頼もしくみえます！

スクール集合
Self introduction

スクール集合
これからはじまる 3 日間のキャンプ仲間に英語で自己紹介をしよう！

Check the rules

どんなお友だちなのか英語で質問してみよう。
みんなで 3 日間、安全に過ごすためのルールや 3 日間英語で

12:00

Let s go camping!

過ごすための基本センテンスを確認します。
御前山青少年旅行村へ向けて出発！

15:00

Arrivel at the hotel
Activity

宿泊施設に到着 Unpack your bag!
施設の周りを探検してみよう！

18:00

Dinner
Bath Time

山の中にある大きな宿泊施設！自然がいっぱいだよ！
Let s eat! たくさん動いたらおなかもペコペコ。みんなで食べるとおいしいね！
シャワーで汗を流そう！

Journal Time

一日をふり返って楽しかったこと、驚いたことを

Ready for tomorrow
Pajama Party

も自分でや
るよ！
英語で日記にして、みんなの前で Presentation.
明日の準備をしよう！ What do you want to try tomorrow?
パジャマでパーティー！何をするかは当日のお楽しみ！

Good Night!

消灯 Let s talk with friends in a bed...

7:00

Good Morning!

8:00

Breakfast
Literacy Time
Activity

Good Morning! のあいさつから朝がはじまります。
Let s eat together. お片付けもしようね。

12:00

21:30

2日目

9:00
12:00

Lunch

18:00

Activity
Dinner
Bath Time

朝の涼しいうちに Lesson.
Lesson が終わったら外で遊ぼう！

おそろいの
T シャツを着て
みんなで出発！

布団の上げ
下ろしや
お洗濯

虫いっぱい
とったよ！

引率した先生からのメッセージをご紹介します

食事もみ
んなで
つくるよ
！

BBQ Party をしよう！ Have fun!!
虫とり、探検、水遊び、スイカ割り... 何をするかは当日のお楽しみ！

夜は天体観測

Let s eat!
シャワーで汗を流そう！ Wash your body well.

Literacy & Journal Time 一日をふり返って楽しかったこと、驚いたことを英語で
日記にして、みんなの前で Presentation.
Camp 最後の夜のお楽しみ花火をしよう！
Pajama Party
21:30

3日目
7:00
8:00
10:00
13:00

15:00

Trekking through the forest, singing songs around the campfire, preparing meals together and
having scavenger hunts in nature… These are just a few of the ways we have fun at the Kids Creation
Summer Camp! Over three amazing days of hiking, playing, and exploring, Kids Creation students
will experience an adventure that will help build important life skills such as leadership, teamwork,
and self-confidence. It is always surprising how many great stories and memories the campers bring

Good Night!

消灯

home and the excitement they have for going back to camp again.

Good Morning!
Breakfast

Good Morning! のあいさつから朝がはじまります。
Let s eat together. お片付けもしようね。

すべてのことが挑戦です。大自然の中でハイキング、自分達で調理するバーベキュー、キャンプファイヤー、

Get ready to go
Haven t you forgotten anything? Clean up the room also.
なでいろんな経験し
Let s go back to school! スクールに向けて出発
たね！
3 日間みん
スクールに到着
Lunch
スクールに着いたら Lunch ！
Debrief
Wrap-up Party

3 日間を振り返って最後のレポートを書こう。
Camp 最後のパーティー！何をするかはお楽しみ。

解散

Goodbye everyone! See you next summer camp...

※天候等によりスケジュールは変更になる場合があります。

毎年この Camp では、子ども達がたくさんの「はじめて」を経験します。特に年齢の小さなお友だちにとっては、
Fireworks（花火）や星空探検、布団の中でのおしゃべりなど、普段の生活ではできないたくさんの体験が子ども達
をぐんと成長させてくれます。初日の夜は、ちょっぴり寂しくて泣いてしまった子も、まわりのお友だちの励ましに
元気をもらい、その後は涙を流すことはありませんでした。
友だちや先生と過ごす 3 日間は本当に特別なものです。食べ物はより美味しく、花火や夕日はより美しく感じたこと
でしょう。ぜひ一緒に、忘れられない夏の思い出をつくりましょう。
たくさんのお友だちのご参加をお待ちしています！

