ブリティッシュヒルズ ゴールデンウィーク開催
～1 泊 2 日の国内留学～

「GW イングリッシュキャンプ 2022」
「パスポートのいらない英国」ブリティッシュヒルズで「海外留学」を疑似体験してみませんか？
中世英国をイメージした施設内では英国文化に触れながら、楽しく英語を学ぶことができます。
「英語を習っているけど、話す機会がない・・・」「もっと英語が好きになりたい」という方、
「さらに英語の力を伸ばしたい」という方にそれぞれお薦めのレッスンをご用意しております。

■開講日程

【A 日程】 2022 年 5 月 4 日（水）～5 日（木） 1 泊 2 日（3 食付き）
【B 日程】 2022 年 5 月 7 日（土）～8 日（日） 1 泊 2 日（3 食付き）
■イングリッシュキャンプ概要
英国の学生寮をイメージした宿泊棟に滞在しながら、３つのレベルコースに分かれて英語レッスンを行います。
レッスンは全て外国人教員が指導いたしますので、英語のみでのレッスンです。分からない場合には辞書やアプ
リで意味を調べたり、グループメンバーで協力しながらレッスンに臨んでいただきます。レッスンの初めにはグル
ープメンバー、教員とコミュニケーションを図るため簡単な自己紹介を英語で行っていただく場合がございます。
■参加対象
中学 1 年生～高校 3 年生
（保護者の方のご同伴、または小学生以下のご予約は承っておりません）
■参加費 お一人様 32,000 円
（宿泊費・食事代・レッスン教材費・旅行保険加入費・消費税・サービス料が含まれます）
※食事代には初日の夕食、2 日目の朝食と昼食が含まれます
■ご滞在について
・ ご宿泊は他のご参加者と相部屋になりますが、お部屋割りについては当館にお任せください。お部屋は
コース混合となりますので相部屋の方が同じコースとは限りません。
【A 日程】のお部屋タイプは 2～４名１室でのご利用です。
【B 日程】のお部屋は 2 名１室でのご利用です。 3 名のご友人同士での同室はお承りかねますので、
２名１室、もう１名は他の参加者様と相部屋になります。また万が一、総数が奇数となってしまった
場合には１名１室をお願いする場合もございますのでご了承ください。
・ お部屋にバストイレは無く、各フロアにある共用バスルームをご利用いただきます（男女別）。バスルーム内
には洗面台、トイレ、鍵付き個室シャワーブースを備えておりますので順番にご利用ください。（大浴場では
ございません）
・ お料理はゴム手袋を着用の上、トングを使ってお好きな料理をお取りいただくブッフェ形式でのご提供です。
感染対策といたしまして、お食事中は「黙食」にご協力いただきます。

■開講コースのご案内
コース名

参考レベル

コース詳細
★「英語に楽しく触れる」をテーマに易しい英語を使って、英会話や英国文化を学びます。
レッスン１：Survival English (まずは楽しい英語のゲーム・アクティビティでウォーミング

①

Pre-Intermediate
コース
定員：15 名

アップを行い、英語に慣れる活動を行います)
英検 5 級
～4 級程度
（初級向け）

レッスン２：Team Challenge（体を動かしながらチーム対抗戦で様々な課題に挑戦
し、英語でのコミュニケーション能力を高めます）
レッスン３：Embossed Cards（絵が浮かび上がる加工の特別なグリーティングカードを
教員と一緒に作ります）
レッスン４：British Festivals（英国のお祭りやお祝いを学び、実際に体験するアクティ
ビティを用意しております）
★すでに身についている英語の基礎力を使って、更なるレベルアップを目指します。
レッスン１：Survival English (前置詞を使って旅先でのロケーション案内に役立てま
す。滞在中に必要な英語コミュニケーションを練習します)

②

Intermediate
コース
定員：15 名

レッスン２：Travel in the UK（英国の有名な観光スポット、食べ物や文化を学び、
英検 3 級
～準 2 級程度
（中級向け）

実際の旅行計画を立てます。何をしたいのか、何を見たいのか、また何を食べたいのかな
ど、英語で伝えるスキルを身に付けます）
レッスン３：Listening Skills（会話の中で最も重要となる単語を「聞き取る力」と、
会話の概要を説明するスキルを身に付けます）
レッスン４：Sherlock Holmes（英国の偉大な探偵シャーロック・ホームズが題材です。
チャレンジかつ楽しい様々な難問に「探偵」となって挑戦します。英語を使うことだけでなく
英語で考える力を養います）
★ディスカッションを通じてスピーキングスキルの向上を目指します。
レッスン 1：Team Challenge Advanced（ヒントを基にグループワークで宝探しに挑戦
します。英語の読解力を養うと共に、英語コミュニケーションスキルの向上を目指します）

③

Advanced
コース
定員：15 名

レッスン２：Introduction to Discussion（ディスカッションでの基礎知識を学び、自分
英検 2 級以上
（上級向け）

の意見をいかに相手に上手く伝えられるかを練習します）
レッスン３：Discussion (実際にディスカッションに挑戦です。テーマに沿ってまずはプレゼ
ンテーションを行い、それについて賛否を話し合います)
レッスン４：Social Media（テレビ局、Youtuber になりきって、番組をプロデュース、
撮影、放映までをグループワークで作り上げます。インタビューの原稿作成から映像撮りまで
全て英語で行い、自身が持っている英語力を出し切る最終レッスンです）

※【A 日程】、【Ｂ日程】共通レッスンのため、両方に参加することはできません
※リピーターのお客様へ：前回のご受講レッスンと同じ名前のレッスンは、内容もご一緒ですのでご注意ください

■当日のスケジュール

Day 1

Day2
7:00-

ご朝食

8:30-

チェックアウト

9:00-

レッスン３

(90 分)

12:30- チェックイン＆オリエンテーション、館内ツアー

11:00- レッスン４

(90 分)

14:00- レッスン１

12:30- 修了式

集合は 12:30 までにマナーハウスにお越しください
※ご昼食を済ませてからお越しください。

(90 分)

（約 45 分）

15:30- ご宿泊部屋に移動

12:45- ご昼食

16:00- レッスン２

ご昼食後、13:30 に解散となります

ご夕食

(90 分)
（約 1 時間）

フリータイム・入浴タイム
22:00

点呼・消灯

（約 45 分）

■集合・解散時刻のご案内
集合時刻は 12 時 30 分、解散時刻は 13 時 30 分頃（現地集合・現地解散）
※最寄り駅の JR 東北新幹線「新白河駅」高原口より無料の送迎バスもご利用いただけます。
（キャンプ申込フォームに専用の予約画面がございます）
【送迎バス時刻表】 往路：JR 新白河駅高原口 11 時 45 分発（ブリティッシュヒルズ 12 時 30 分頃着）
復路：ブリティッシュヒルズ 13 時 45 分発（JR 新白河駅高原口 14 時 30 分頃着）

■お申込み方法

募集開始： 2022 年 4 月 3 日（日）正午より
参加をご希望の方は、ブリティッシュヒルズ ホームページ上で、
【WEB 申込み】にてお申込みください。
（お電話でのお申し込みは承っておりません）
・受付は先着順となりますので定員に達し次第、締め切らせていただきます。
（最終締切は各コースとも研修開始日 10 日前）
・新型コロナウイルス感染状況により開催が急遽、中止になる場合がございますので予めご了承ください。
・最低催行人数（各コース 10 名）に満たない場合、催行中止となる場合がございます。
・催行確定後、ご自宅に「ご参加者のしおり」をお送りいたします。
・お支払いは事前の銀行振込となります。
（詳細は後日郵送の「しおり」にてご案内）
・キャンセル料は宿泊研修開始日の前日から起算して遡って、以下の内容にて発生いたします。
連絡を受けた 7 日目にあたる日 6 日目にあたる日
研修前日の連絡
日時
以前の連絡
以降の連絡
キャンセル料

無料

費用の２０％

費用の３０％

当日 12 時 30 分
までの連絡
費用の５０％

当日 12 時 30 分
以降の連絡
費用の全額

※ご返金の際は振込手数料を差し引いた金額をご指定いただきました口座へ送金いたします。ご返金
手続きにはお時間をいただく場合がございますのでご了承ください。

■その他ご案内、および感染対策について
・当社広報用に写真撮影等を行わせていただきます。ご協力いただくことが難しい場合には、お申し込み時
にお申し出ください。
（申込フォームに専用回答欄あり）
・レッスンに際して、教員はマスクの着用、フィジカルディスタンスに配慮した座席配置、定期的な換気の
実施、備品の消毒作業を行います。
・ご滞在中はお食事、就寝時以外はマスクの着用を必ずお願いいたします。
・ご滞在中は手洗い、うがい、アルコール消毒にご協力をお願いいたします。
・当日ご出発前に必ずご自宅にて検温をお願いいたします。ホテルご集合時に検温にご協力いただきますが
37.5℃以上の発熱がある場合にはご入館をご遠慮いただきます。
・ご滞在中にも毎朝、当館スタッフによる検温を実施いたしますのでご協力をお願いいたします。万が一、
ご滞在中に体調不良もしくは 37.5℃以上の発熱がある場合には、退出をお願いすることも含め、保護者
の皆様にご連絡申し上げ、ご帰宅方法などをご相談させていただきますので、予めご理解とご協力を賜り
ますようお願い申し上げます。

《イングリッシュキャンプお問い合わせ先》

ブリティッシュヒルズ

イングリッシュキャンプ担当

〒962-0622 福島県岩瀬郡天栄村大字田良尾字芝草 1-8
ＴＥＬ：0248-85-1323（平日 9:00～17:30） ＦＡＸ：0248-85-1300
ホームページ：https://www.british-hills.co.jp
E-mail：operation@british-hills.co.jp

