
Pacific Tree International Academy

SUMMER PROGRAM 2019

現地校で学ぶ
グローバルリーダー
育成プログラム！
夏休みセブ島親子留学



何故当親子留学がお勧めなのか
Summer 2019

滞在中は食事、掃除、洗濯のサービス提供
留学期間中は食事（1日3食）、掃除、洗濯を全て
ご用意させて頂きます。日頃の疲れをお取りいた
だき、セブ島での留学生活を満喫して頂けます。

日本人スタッフ常勤でベストなサポート
セブ空港到着時から日本帰国時まで日本人スタッフが引率致しますので、始めて留学へ行かれる
予定のお客様も安心です。また滞在期間中も、滞在先には専属日本人スタッフが常駐しています
ので、生活面のサポートも行います。

現地校へ行き現地の同年代の
学生と一緒に学ぶ

当プログラムのメインです。英語学校で英語を
学ぶことも大切ですが、色々な社会体験
も今後の教育制度を考えると重要です。現地校
へ行く事で「日本の学校との違い」「日本の授
業との違い」「英語力の違い」などを体験し日
本との違いを感じ取ることができるうえ、現地
の子供たちと交流することでコミュニケーショ
ン能力向上も見込めます。幼児は現地の幼稚園
へ、小学生は現地の小学校で学びます。

親御さんは半日の英語研修で
午後からフリータイムを満喫

親御さんは、滞在先寮に併設されている語学学
校で半日（1日4コマ）の英語研修を受けて頂き
ます。午後からはフリータイムになりますので、
ショッピングモール、マッサージ、カフェなど
で自分の時間を持つことができます。



プログラム概要
Summer 2019

グローバルリーダー育成プログラムとは？

東京オリンピック開催後、教育制度の変化も考えられます。今まで
も先生が知識だけを教え、頭に詰め込ませるような内容ですが、今
後は自分から問題を探し、解決策を見出す想像力が重要になります。
尚且つ、英語で説明ができればより世界で活躍できるチャンスが出
るという事で、英語の学習も重要です。当プログラムでは、フィリ
ピンでは唯一、文科省も推奨しているTKT資格保持の質の高い英語
教師より英語研修を受けて頂きます。小学生のお子様は、現地校へ
行き現地の学生と一緒に学ぶことで日本との比較ができ、現地の友
達もできますので、帰国後も現地学生とやり取りができる貴重な機
会もございます。幼児のお子様は、英語に早く触れて頂くことで、
英語に対する苦手意識を軽減することが可能で、英語を学ぶ本来の
学び方である、遊びながら英語を身に着けて頂くことが可能です。

年齢制限
お⼦様︓︓4歳 〜 9歳
※10歳以上のお⼦様へはジュニアキャンプ留学
への参加をお勧めしております。
※9歳以上のお子様は要相談

キャンプ日程
2019年8月18⽇（⽇）〜8月25日（日）7泊8日

キャンプ宿泊先
 PacificTree校専⽤寮2〜3人部屋
エアコン、トイレ、温水シャワー、勉強机、
クローゼット、WIFI、冷蔵庫（共有）

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

カリキュラム
 親御様︓1日4コマの授業（マンツーマンレッスン2コマ+グループレッスン2コマ）
 ⼩学⽣のお⼦様︓1日9コマの授業（現地校交流が無い⽇のみ）
 幼児のお⼦様︓午前中は現地の幼稚園、午後は語学学校で4コマの授業（Ex.アートやゲームなど）



CAMP Schedule 
Spring 2019

At IDEA CEBU 

日 月 火 水 木 金 土

2019/8/18 8/19 8/20 8/21 8/22 8/23 8/24

朝
レベルテスト

オリエンテー
ション

英語レッスン
幼稚は幼稚園

英語レッスン

英語レッスン

幼稚は幼稚
園/小学生は
小学校

英語レッスン フリータイム

昼 日本出発 英語レッスン 英語レッスン
アクティビ

ティー（プール）
英語レッスン 英語レッスン フリータイム

夕方～夜 セブ島到着 フリータイム 宿題 宿題 フリータイム
フリータイム

フリータイム

滞在先 学校寮 学校寮 学校寮 学校寮 学校寮 学校寮 学校寮

8/25

朝 セブ島出発

昼 日本到着

夕方～夜

滞在先

＊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。

日程表



Daily Schedule 
Summer 2019

At Pacific Tree 

Morning

07:30-08:20 Breakfast

08:20-09:10 1:1 class   Speaking

09:15-10:05 1:1 class     Listening

10:20-11:10 1:1 class     Writing

11:15-12:05 1:1 class     Reading

12:05-13:05 Lunch

Afternoon

13:05-13:55 Group class    Grammar 

14:00-14:50 Group class    Pronunciation 

15:05-15:55 Group class    4 skills 

16:00-16:50 Group class    4 skills 

17:00-17:50 Free time

18:00-19:00 Dinner



キャンプ詳細
Summer 2019

ENGLISHLANGUAGECENTER
CEBU-PHILIPPINES

期間 8日間コース：2019年8月18日(日)～2019年8月25日(日)

対象年齢 ●4歳～9歳（お子様）

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 12名（6組）

最少催行人数 6名（3組）

募集締切日
第一締切日：2019年5月31日(金)
第二締切日：2019年6月14日(金)

申込方法 お申込みフォームより記入

キャンプ料金 お取り扱いの代理店までお問合せ下さい。

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
・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
□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 特になし

宿泊先 Pacific Tree専用寮：2名～3人部屋

食事条件 プレートサービスによる１日３食(朝・昼・夕)

キャンセル規定

キャンプ代
<申込後>
6月17日以降出発日前日までの取消料：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%



ACTIVITY
Spring 2019

Pool Resort (Swimming
リゾートホテル日帰りプラン
セブ島市内にあるリゾート型のプール施設で楽しんでいただきます。
スライダー、流れるプール、ジャグジーなど数種類のプールがござい
ます。ホテル内にはシャワーもございますので、着替えも可能です。

＊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。

幼児︓Montessori School of Joy

基本データ
住所︓JEHBC Bldg., Gov. M. Cuenco Ave, Cebu City, 6000 
Cebu
電話番号︓032 415 5944
校⻑先⽣︓Honi M. Braga
種別︓私⽴
⽣徒数︓10名程度

学校の特徴
Montessori School of Joyは、セブ市内の治安の良いエリアである
マンダウエ市に位置しています。学校の敷地内には大学付属病院
がございます。当校は⼩規模な幼稚園となり先⽣が⼤切なお⼦
様を手厚くケアして下さる学校です。初めてのお子様も安心して
学べる環境になります。

⼩学⽣︓APAS INTEGRATED SENIOR HIGH SCHOOL

基本データ
住所︓Omega St. Apas Cebu City, 6000 Philippines 
電話番号︓032 416 7141
メールアドレス︓apasintegratedseniorhighschool@gmail.com
校⻑先⽣（現在）︓Mr. Nathanael C. Flores
種別︓国⽴
⽣徒数（⾼校⽣）︓約450名

学校の特徴
Apasは国⽴の学校でも珍しくセブ島の市内近くに位置している学
校機関となります。語学学校からの移動距離もそれほど離れてい
ないため（⾞で約15 分程度）、午前の語学研修後の移動に時
間がかかりません。過去にも多くの 現地校交流プログラムでの受け
入れの実施がある現地校となります。クラス のユニークな点は、日
本語のクラスや専門スキル（料理、洋服デザインや縫 製、建
築）を学ぶための科目も用意されているところです。その為、日本
語を教える交流も可能です。

現地校紹介

校章 校章 修了式校舎授業風景 授業風景

mailto:apasintegratedseniorhighschool@gmail.com

