
グローバルリーダー
育成プログラム！

Pacific Tree International Academy

夏休みセブ島ジュニアキャンプ留学

現地校で学ぶ



Summer 2019

英語教師と一緒に社会活動
研修中1回、英語学校の先生と一緒にボランティア活動へ参加して頂きます。実
際にフィリピンにある社会問題をまじかに目にすることで自分がいかに恵まれ
た環境にいるのかを感じる事ができ、どのようにしたら、社会問題を解決する
のかを先生と一緒に考えます。

日本人スタッフ往復引率でベストなサポート
日本出発から帰国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子様
も安心です。またキャンプ期間中も、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。 ガーディアン先生が生活面をサポート

滞在先では、ガーディアンとなる先生が生徒の
お部屋に一緒に滞在し、生活面のサポートを行
います。万が一、急な発熱や体調不良でも、担
当のガーディアンから日本人スタッフへ連絡が
入りますので、迅速な対応が可能となります。

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。

何故当ジュニアキャンプがおすすめなのか



プログラム概要
Summer 2019

年齢制限
10歳 〜 15歳

キャンプ日程
2019年8月18⽇（⽇）〜25日（日）7泊8日

キャンプ宿泊先
 PacificTree学⽣寮３〜４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）
 クラスルーム、多目的ルーム、
ダイニングルーム、自習室、休憩室、医務室、
職員室、ウォーターサーバー。

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

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、英語研修はもちろん、
社会問題をまじかにし、問題の解決策を探るボランティア
研修、更に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。
また、毎日リーダーを決め、点呼や健康管理、そしてもし
学生同士で問題があれば内が原因となってるのかリーダー
含め解決策を考えますのでリーダーシップ力も身に着ける
ことができるプログラムとなります。



CAMP Schedule 
Summer 2019

At Pacific Tree 

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 英語レッスン 現地校交流 現地校交流 ボランティア

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

先生と一緒に
リフレクション

夕方～夜 セブ島到着 宿題 宿題 宿題 宿題 ショッピング フリータイム

滞在先 学生寮 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

11:55-12:05 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 Group class    4 skills 

18:00-19:00 Dinner

Evening

19:00-19:50 Self Study

20:00-20:50 Free time

21:00-22:00 Shower and rest in the room

22:00-09:50 Light off



キャンプ詳細
Summer 2019

ENGLISHLANGUAGECENTER
CEBU-PHILIPPINES

期間 引率付き8日間コース：2019年8月18日(日)～2019年8月25日（日)

対象年齢 ●小学生4年生以上～中学生３年生以下

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 20名

最少催行人数 5名

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
□WEG費用：35,000円(代行手続き代含む) □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

＜フィリピン航空直行便＞
往路：PR433 成田(14:40発)⇒セブ(18:40着)
復路：PR434 セブ(8:00発)⇒成田(13:40着)

＊15歳未満の方で上記以外の往路便をご利用の際は親権者の付添が必要です。
＊往復共に日本人スタッフが同行します。

宿泊先

PacificTree 専用寮3～4人部屋利用
*参加人数により部屋割りが同年代以外と同室になる場合があります。
*原則、部屋割りの希望、変更はお受けできません。
*ガーディアン先生と同室になる場合があります。

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>
6/17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
Summer 2019

ショッピング
ショッピングはセブ市内にある大型ショッ
ピングモールの1つ、J Centerモールで実施
致します。モール内にはお土産屋、スー
パー、映画館、ブティック、両替所、カ
フェ、レストランなど何でも揃っています。

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。

ボランティア
セブ市内にある孤児院で行います。英語で
の自己紹介から始まり、施設⻑より施設に
関するご案内、施設見学、何故その施設が
成り立っているのか、今何が問題なのかの
レクチャーをして頂きます。そして、少し
の時間でグループワークという形で、どの
ようにしたら解決ができるのかを考えて頂
きます。その後、子供たちとの交流（歌、
ゲームなど）、そして最後に子供たちへ日
本語を教えて頂きます。

現地校紹介

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。

mailto:apasintegratedseniorhighschool@gmail.com

