コース番号 KW919

韓国
チェジュ島

「国際英語教育特区」に開校されたインターナショナルスクールでの語学研修

2017 KIS JEJU
GLOBAL ENGLISH CAMP

10日間

2017年7月27日〜8月5日 羽田発（募集：90名）／中部発（募集：30名）／関空発（募集：30名）

世界を
舞
台
に

申込受付期間：2017年5月8日
（月）
〜 5月26日（金）

‼

◆１日10時間、21：00まで及ぶ英語プログラム
◆「英語力」はもちろん、
「表現力」
「創造力」も育成する洗練されたプログラム
◆韓国人生徒と同じクラスで学びあう刺激的なプログラム
◆KISJEJUの教員による授業とドミトリースタッフによるアクイティビティ
※習熟度別にプログラムチームが編成されます

Feature of KIS Jeju

Camp Schedule

KIS（Korea International School）Jeju Campusとは？

カリキュラム

韓国初の公立インターナショナルスクールで、英語で授業を行うアメリカンスクールです。
済州島、英語教育都市内に位置し、近隣にも、数校のインターナショナルスクールが開校

Day

Day 1

Day 2

Day 3

Day 4

Day 5

Day 6

Day 7

Day 8

Day 9

Day 10

Time / Date

July 27

July 28

July 29

July 30

July 31

August 1

August 2

August 3

August 4

August 5

Homeroom

Homeroom

されています。

7:30-8:20

アメリカ西部地域の教育評価機関であるWASCが認証するカリキュラムを採択し、卒業時、

8:30-9:00

韓国とアメリカ両国において卒業資格認定を得られ、 アメリカ最高レベルのBoarding

9:00-9:30

Wake up / Make up bed / Prepare for the day
Breakfast
First Assembly

Homeroom

Homeroom

Homeroom

Homeroom

Schoolと提携をする学校です。

9:35-10:30

Science Theory and Experiment

Science Theory and Experiment

また、 ソウルにある姉妹校（KIS）は、 ハーバード大学を筆頭に「世界の大学ランキング

10:35-11:30

Digital Media

Digital Media

BEST100校」に半数以上が進学する名門校で、 同校と同レベルの講師と教育の質を

11:35-12:30

English

English

KIS Jejuは提供します。

12:30-13:20

Lunch

13:20-14:15

Social Studies / Geography

Social Studies / Geography

PE

PE

＜subject＞

＜subject＞

Shower

Homeroom

Homeroom

14:20-15:15
15:35-16:30

Students Arrival /
Lunch / Settle in /
Level test

16:35-17:30

Homeroom

17:30-18:15

Performance

18:15-19:15

Dinner

19:20-20:20
20:25-20:50

Lunch

Field Trip

Students Depart

BBQ
Field Day

Preparation

House Activities

Dorm
Orientation

Field Day

Closing Ceremony
Performance / Photos

Cultural Bridges

20:50-21:15

Journal Writing

21:15-22:15

Free Time

22:15-22:45

Room Time

22:45

Lights Out

※上記は予定スケジュールとなります。クラス（チーム）により、スケジュールは異なってきます。



夏休みの英語海外研修ではアメリカなど母国語を英語としている「英語圏の国でホームステイ」というのが一般的です

 が、弊社が「韓国のKIS Jeju Campus」をお勧めしている大きな理由は、以下の４つです。

カリキュラムの特徴
Course

Course Description

English

この授業では、総合的な英語力(リスニング・スピーキング・リーディング・ライティング）
を構築する為に、創造的に楽しく、かつ実践的な学習をします。過去に使用したテキストは
「JEJU THE STONE BOY」。クラス毎にテキストの好きなシーンを選び、主要な語彙を実際に
使うことで、理解力を深め、ボキャブラリーを増やしていきます。

Digital Media

英語学習だけでなく、写真加工・編集などを通して、デジタルメディア技術も学べます。テ
キスト・グラフィック・オーディオ・ビデオ・アニメーション等を使用して、デジタル形式
でのストーリー配信開発プロセスも行います。過去には文法の練習用ゲームソフトを利用し、
英文構造を楽しく学習しました。

Science

実践的な科学プロジェクトを、簡単な実験を通して自然科学等に関連する語彙・用語を学ん
でいきます。過去には凧を設計し、どのような風や天候が飛行に影響するのかを実践したり、
火山活動に関連した地質について学習し、実験的なレポート（研究過程）を記録することでラ
イティングスキルを向上させたりしました。

Social Studies

この授業では、自分たちの生活と済州島に関連する５つの「地学テーマ」を中心に学びます。
様々な情報を画像や動画で伝えたり、ときにはアクティブなディスカッションを通して授業
を進めていきます。

PE

コミュニケーションとチームワークを大事にしたチームで取り組むスポーツを行います。体
育館でバスケットボールやフットサル、グランドでサッカー・テニスなどを行う予定です。

Field Trip

キャンプ中、課外授業を行います。過去には世界遺産にも登録されている場所、済州島で一
番美しい海岸、博物館などを訪れました。クラス毎に行動し、場所によっては課題が与えら
れる事もあり、クラスの仲間と協力をしながら課題解決をします。

Field Day

広いフィールドや体育館を使って、丸々１日体を動かします。これまではサッカー、アーチェ
リー、テニス、バスケットボール、バレーボール、フットサル、バドミントン、ゴルフなど
を行いました。チームでの活動を通して、クラスの親睦を深めました。

HomeRoom

各クラスにはネイティブの先生が担任となります。HomeRoomの時間には担任の先生が様々
なアクティビティを行い、クラス内のコミュニケーションを促進していきます。

House Activities

KISJejuのドミトリーでは、家族的なスタイルで生活をする「ハウス」制をとっており、他者に
対する気遣いや、他者を尊重する気持ちを培いながら、１つのコミュニティをつくる大切さ
も学んでいきます。KISJejuでの寮生活は、とても貴重な体験をする場になると思います。

Cultural Bridges

互いの文化を学び、理解・探究していく時間となります。クラスの枠を超えたランダムな集
団でおやつを食べながら過ごします。英語でのコミュニケーションは勿論ですが、例年、国
際交流として多くのことを学べる時間になっています。

Journal Writing

キャンプ期間中の自身の経験（発想・体験等）を振り返るともに、活動日誌として記録していき
ます。過去の活動日誌では、初日に最終日の自分に向けた手紙を書き、キャンプ後に振り返り
を行いました。ライティングスキルの向上とともに今後の自身の成長へとつなげていきます。


 ① 韓国も日本同様、英語を母国語としていない国であるから。
（聞く・話す・読む・書く）
の使える英語」へ英語教育を転換したア
 ② 日本より約15年早く、暗記中心から「４技能中心


ジアの英語教育先進国であるから。

 ③ インターナショナルスクールであるKIS Jeju Campusだから、ふだんから英語が流暢でない生徒に対してすべて英


語で授業を行っている質の高い教師の授業を受けることができるから。

「日中のみ授業、帰宅後はホストファミリーにおまか
 ④ ホームステイではなくキャンパス内にある寮で生活するため、


せ」ではなく、朝食後から寮に戻る夜の９時まで、様々なプログラムが組まれているから。




同世代の韓国の生徒も大勢参加しますので、彼らの英語力や表現力、積極性など、参加した日本の子供たちに大変刺激

 になります。また、日本のＴＶニュース等で放映されているような「反日感情」を持っている子供たちはほとんどおらず、
 逆に日本に憧れている生徒がたくさんいるため、毎年のことですが、このキャンプでできた友人と東京やソウルで再会す
 る話しを耳にします。これも朝から晩まで一緒に寮生活をしていることが大きく影響しているのではないでしょうか。

 「使える英語」の重要性がここ数年叫ばれ始め、日本もようやく国を挙げて舵を切りました。ReadingとListening中心
 の従来の英語教育ではなく、Speaking、Writingまで含めた、いわゆる「４技能」を育てる教育に方向転換され、2020年
（新中学３年生）
以降の大学入試では４技能のチカラが求められるテストになります。



今年で５回目の開催になりますが、ご参加いただいた生徒たちからはお蔭様で好評価をいただいており、リピーター

 も大勢いる英語研修です。短い期間ではありますが、この異文化体験や出逢いは彼らの未来に必ずや活きてくると思い
 ます。



株式会社

アドバンストインターナショナル
代表取締役

磯部

靖宏

※下記は過去の授業内容となります。

写真は全てイメージです

Participants´ Voice

Message From KIS Jeju

参加者の声

Dear Parents,
English education, learning about our world, friendship, and fun; these are the heart of our
summer camp program at KIS Jeju. This year we offer your child a chance to “Change Your
World” as we use the theme of exploring our environment to connect with different cultures,
gain confidence using English and enjoy the beauty of nature here on Jeju Island at the KIS
Jeju English Summer Camp.
The camp experience will be set in two interconnected programs. During the days your child
will be immersed in a structured ESL curriculum that will include programs in English Language, Environmental Science, Computer Coding, Geography and Physical Education. All of
these courses are designed to educate in a more formal setting using projects that encourage
the development of English language skills and are taught by our team of experienced international teachers. Learning will be shown in a project based environment with many opportunities to share what they have learned and practice using their English skills. Included in this
schedule of activities is an off campus field trip to explore the wonders of Jeju and an Activity
Day on campus filled with physical and academic challenges.
The dormitory program will supplement our academic learning during the evenings. Students
will continue their learning in a more informal environment while still focusing on developing
language skills. They will join together in groups divided by age in “Houses” that will allow
them to try many activities and develop bonds with those from other cultures. Students from
Japan, China and South Korea can learn from each other and share their cultures all while
practicing using the connecting language of English.
Our primary objective for the camp is to provide students the ability to improve their English
Language skills while providing a positive, educational, safe and enjoyable experience. Having
been involved with this program for the past three years I have seen many wonderful memories made and been a part of the positive change in students. All of us on our team are dedicated to your child’s success and ensuring they have a truly memorable experience. During the
camp parents and students will be able to see all of our happenings and share in the experience by following us on youtube and our webpage.

参加した生徒たちの声
未来のために、今出来ることを全力で
頑張ることがどんなに大切かを真剣に
考える機会になりました。

中学３年女子

これまで経験したどんな海外のプログラムより楽しくて、初めて
こんなに頑張れました。来年も絶対に参加したいです。

中学２年女子

韓国や中国の人は英語を話すことにためらいがなく、とてもスラスラと話して
いて尊敬しました。僕も日本ではライティングだけでなくリスニングやスピー
キングもより一層頑張りたいです。
中学３年男子

韓国の子たちと仲良くなれるか
心配したけれど、困っていると
助けてくれて、 自分の意見を
しっかり持っていたのですごく
刺激を受けた。また連絡を取っ
て会いたいです。

中学１年女子

先生との
別れのシーン

We look forward to welcoming your child for a summer of learning,
fun experiences and new friendships.
自分より年下である韓国の子ども
たちの英語力に圧倒された。もっ
ともっと英語力を向上させたいと
強く思うようになった。

中学３年男子

いつかここで働きたいです。また
必ず来ますので、よろしくお願い
します。
中学１年男子

『来年また会おうね！』
と韓国の生徒と抱き合う様子

自分の意見・やりたいこと・夢をきちんと
恥ずかしがらずに主張し、言葉にする姿勢
を学びました。
中学２年男子

Sincerely yours,

Allan Moore
2016 Summer Camp Director
KIS Jeju English Summer Camp

自分で洗濯や掃除をしたり、宿題、
就寝・起床時間など自分自身のこ
とを自分で行うということ、友達
と寮生活をすることが、大変だけ
どとても楽しくて、毎日注意され
ながら厳しい寮生活の中で自立出
来たように思います。

中学２年女子

KIS Jeju教員

写真は全てイメージです

行程・費用

申込方法

¥395,000

旅行代金
（おひとり様 ２名１室・男女別相部屋）

羽田発
7/27

10日間

●サイト内に「2017 KIS JEJU ENGLISH CAMP」バナーがございますので、アクセスしてください。
●スマートフォンからでもアクセスが可能です。

東京国際空港（羽田）発9：15(大韓航空2712便）✈ 金浦空港（乗継）✈ 済州国際空港着15：10
専用バスにてKISJejuへ移動
〔済州島泊〕

7/28〜8/4
8/5

●お申し込みの前に、パンフレットの旅行条件書（要旨）と別途お渡しする旅行条件書を必ずお読みください。

KIS JejuにてEnglish Camp

Netty Land（ネッティランド）http://www.netty.ne.jp/

〔済州島泊〕

専用バスにて済州国際空港へ移動
済州国際空港発11：00～13：00 ✈ 金浦空港（乗継）✈ 東京国際空港（羽田）着18：35（大韓航空
2709便）

ネッティランド

●お申し込み期間は、2017年５月８日
（月）10：00～2017年５月26日（金）18：00です。
●募集人数に達した場合は、申込期間内に関わらずコースごとに受付を終了させていただきます。

※7月27日の集合時間は、出発時間の約２時間前となります。

●お申し込みをされた方に「参加者対象説明会＆レベルチェックテスト」のご案内いたします。

¥385,000

旅行代金
（おひとり様 ２名１室・男女別相部屋）

中部発
7/27

10日間

7/28〜8/4
8/5

STEP1

中部国際空港発15：25
（大韓航空754便）✈ 釜山空港（乗継）✈ 済州国際空港着20：25
専用バスにてKISJejuへ移動
〔済州島泊〕
KIS JejuにてEnglish Camp

専用サイトへアクセス

STEP4

〔済州島泊〕

専用バスにて済州国際空港へ移動
済州国際空港発9：00→釜山空港（乗継）✈ 中部国際空港着14：25
（大韓航空753便）

内容をご確認の上、
「申し込む」ボタンを押下
ください

※7月27日の集合は13：30、8月5日の解散は15：30の予定です。

¥380,000

旅行代金
（おひとり様 ２名１室・男女別相部屋）

関空発

10日間

※往路は直行便です。
7/27

関西国際空港発9：00（大韓航空734便）✈ 済州国際空港着10：40【直行便】
専用バスにてKISJejuへ移動

7/28〜8/4
8/5

KIS JejuにてEnglish Camp

〔済州島泊〕
〔済州島泊〕
2017KIS
English Camp

専用バスにて済州国際空港へ移動
済州国際空港発12：50 ✈ 金浦空港（乗継）✈ 関西国際空港着18：35
（大韓航空2727便）

※7月27日の集合は7：00、8月5日の解散は19：30の予定です。
上記スケジュールは変更となる場合がございますので、ご了承の程よろしくお願い申し上げます。
また、利用航空機、並びに最終行程は、出発前に行わせていただきます、事前説明会にてご説明させていただきます。
※ご旅行代金には燃油サーチャージ、国内空港使用料、旅客保安サービス料、海外空港諸税を含みます。
※今後燃油サーチャージが増減又は廃止された場合でも旅行代金に変更はございません。

Q&A

Q1
A1

Q4
A4

STEP2

クラス編成
（英語レベル）はどのようにな

で、各部屋にはベッド、机、タンス（鍵付き）、ユ

りますか？

ニットバスが用意されております。男女は別々の

今回のキャンプには韓国・中国の小学４

寮を使用、各寮にはKISのスタッフが常駐してお

年生～中学２年生が参加予定です。事前

り、夜間はエントランスが施錠され外出できなく

にレベルチェックテストを実施、さらに初日にイ

なっております。ランドリーがありますので、洗

ンタビュー形式のスピーキングテストが行われ、レ

濯することも可能です。

フェスタイルで子供たちが好きなものを選ぶよう

ベル別に日本人と外国人混合の12〜15名程度の

気候はほとんど日本と一緒ですが、どちらかとい

になっております。

クラス編成になります。韓国の英語教育は日本よ

うと少し涼しく感じるかと思われます。

りかなり進んでおり、韓国の小学６年生は日本の
中学２〜３年生のレベルに達しております。

Q2
A2

寮生活が心配です。
今回のキャンプはKISの夏休みを利用し
て、ふだん生徒が宿泊している寮をその

まま使います。キャンプ中の生活はKISの生徒と同
じ環境で過ごしていただきます。部屋は２人部屋
宿泊部屋

Q3
A3

「Day Trip」とは、どのような内容ですか？
チェジュ島は「世界自然遺産」に登録され
ている観光地もあり、博物館等の学習施

食事はどのようなメニューでしょうか？

コース選択
※５月８日(月)10：00より選択ができます。

食事はすべて校舎内にあるカフェテリア
でとります。 メニューは「韓国料理」と

◆申込画面は右図のようになっております。
申込コースが正しいかどうかを再度、ご確
認ください。
◆参加者氏名やフリガナは、姓、名の順で２
つの枠に入力ください。
◆パスポートネームは、ローマ字でご入力く
ださい。申請がまだの方も申請予定のパス
ポートネームを入力ください。

「ウェスタン料理」の２種類が準備され、 ビュッ

Q5
A5

KISで病気になったりケガをした場合の
対応はどうなりますか？
学校内に保健室がありますので、先ずは
保健室で診てもらいます。病院も車で20

分ぐらいのところにありますので、症状が重い場

設も数多くあります。

合は病院で診てもらいます。

ツアープログラムは英語学習の一環も兼ねてお

※病院で診察をしてもらった場合は、日本の保険

り、世界自然遺産地や博物館などを回る予定です。

が適用されませんので、任意となりますが海外旅

食事の様子

STEP5

STEP3

規約
※「同意する」を押下ください。

行保険にご加入していただくことをお勧めいたし
ます。
（海外旅行保険は説明会の際にもご案内させ
ていただきます。）

詳細のＱ＆Ａは以下のサイトでご確認ください。
http://www.a i 2010.jp/

写真は全てイメージです

旅行条件書（要旨）＊お申し込みの際は、この旅行条件（要旨）と別途お渡しする旅行条件書を必ずお読みください。
【募集型企画旅行契約】この旅行は、株式会社阪急交通社東京団体支店（観

■最少催行人員：50名（羽田発30名・中部発10名・関空発10名）

光庁登録旅行業1847号）
（以下「当社」といいます）が企画・実施するもの

■対象学年：中学１年生〜３年生の男女

であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約を締

■食事回数：朝９/昼９/夕９

結することとなります。

■申込方法： アドバンストインターナショナル社運営サイト（http://

詳しい旅行条件書を説明した書面をお渡し致しますのでご確認のうえお

www.netty.ne.jp/）内の特設サイトよりお申し込みください。

申し込みください。

■申込期間：2017年５月８日（月）～５月26日（金）

募集型企画旅行契約の内容・条件は、パンフレット・別途条件書・出発

お申込者が募集定員をこえてしまった場合は上記期日より前に締め切ら

前にお渡しする最終旅行日程表及び当社旅行業約款（募集型企画旅行契

せていただきます。

約の部）によります。

■取消料：お申込後、旅行取消があった場合は規定により下記「取消料」

■KIS Jeju
（韓国済州国際学校） サマーキャンプ

に加え、
「事務手数料等（2,170円）」を申し受けます。ご入金後の取消の

■日程：2017年７月27日（木）
〜８月５日（土） ９泊10日
■場所：韓国済州島

※10日間

KIS Jeju

■引率者：日本発各空港から１名同行します。
（アドバンストインターナ

場合は、
「取消料」
「事務手数料等（2,170円）」
「振込手数料」を除いた額を
ご返金いたします。
イ

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以
降に解除する場合（ロおよびハに掲げる日を除く）… 旅行代金の20％

ショナルまたは阪急交通社スタッフが同行します。）
■ご旅行代金：

※機内含まず

ロ

旅行開始日の前々日以降に解除する場合（ハに掲げる場合を除く）
……………………… 旅行代金の50％

羽田発：お一人様

￥395,000（税込）

中部発：お一人様

￥385,000（税込）

ハ

関空発：お一人様

￥380,000（税込）

■当社および当社の手配代行者は、次に掲げるような事由によりお客様

旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合…… 旅行代金の100％

※KIS内学生寮２名部屋利用、トイレ・バス共同利用となります。

が被害を被った時は責任を負いません。天災地変、戦乱、暴動。又は

※ご旅行代金には燃油サーチャージ、国内空港使用料、海外空港諸税を

これらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止、運送・宿
泊機関の事故もしくは火災、又はこれらのために生じる旅行日程の変

含みます。
■宿泊施設：KIS Jeju内学生寮２名部屋利用、トイレ・バス共同利用と

更、もしくは旅行の中止。日本又は外国の官公署の命令、外国の出入
国規制又は伝染病による隔離、自由行動中の事故、食中毒、盗難、運

なります。
■利用航空会社：大韓航空
■代金に含まれるもの
＊日程に明示した往復の航空券（エコノミークラス）
＊日程に明示した送迎バス等の料金
＊日程に明示したKIS学生寮２名部屋利用（男女別相部屋）、トイレ・バス

送機関の遅延、運送機関の不通。又はこれらによって生じる旅行行程
の変更もしくは目的地滞在時間の短縮。
■上記の条件は2017年２月１日までに判明済みのものを基準としてお
ります。
■上記最少催行人員に満たない場合は旅行を中止する場合もあります。
その場合はご出発の３週間前までに連絡いたします。

共同利用
＊日程に明示した食事……サービス料金

■韓国のパスポート必要残存期間は入国時３ヶ月＋滞在日数以上です。

＊日程に明示された観光に伴う入場料・拝観料・及びガイド料金

■海外危険情報、現地の治安、病気については渡航先（国、又は地域）に

＊お一人様スーツケース一個の手荷物の航空機又は現地での運搬料金

よっては、外務省より危険情報等の安全関係の海外渡航関連情報がだ

＊燃油サーチャージ、国内空港使用料、旅客保安サービス料、海外空港

されている場合があります。お申込の際にご確認下さい。海外渡航関
連情報は外務省海外安全相談センターなどでもご確認いただけます。

諸税
■代金に含まれないもの

●外務省

＊超過手荷物料金
（各種運送機関で定めた重量・容積・個数を超えるもの）

＜特別補償＞お客様がご旅行参加中にその生命、身体または手荷物の上

＊クリーニング代、電報、電話代、チップ、その他追加飲食費用など個

に被られた一定の損害について、予め定める額の補償金及び見舞金を支

人的性質の諸経費用及びそれに関わる税・サービス料金
＊渡航手続き諸費用（旅券印紙代、証紙次第、査証料、予防接種料金、渡
航手続取扱料金等）
＊日本国内におけるご自宅から発着空港等集合・解散地点までの交通費・
手荷物運搬料金

及び、旅行開始日の前日・旅行終了日等の宿泊費

TEL：03-3580-3311

URL：http://www.mofa.go.jp/

払います。
＜個人情報保護について＞
弊社では、個人情報保護法の主旨を尊重いたしまして、これを遵守して
まいります。本ツアーご参加に際し、ご提出いただきます“申込書”に記
載された個人情報につきましては、お客様との連絡のために利用させて

＊傷害・疾病に関する医療費等

いただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機

＊海外旅行保険料（任意保険）

関等（主要な運送・宿泊施設などについては最終日程表に記載されていま

■利用施設：KIS Jeju

す。）の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手

■募集人員：150名（羽田発：90名、中部発：30名、関空発：30名）

続きに必要な範囲内での利用に限らせていただきます。

【お問い合わせ・お申し込み】

旅行企画・実施 ㈱阪急交通社 東京団体支店
『KIS サマーキャンプ』係 コース番号 KW919

受託販売 ㈱アドバンストインターナショナル
神奈川県知事登録旅行業第3-957
総合旅行業務取扱管理者：増山 均

観光庁長官登録旅行業1847号

〒221-0834 横浜市神奈川区台町13-11 ヒルトップ横浜１Ｆ
TEL：045-475-0570 FAX：045-475-0560
旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う営業所での取引の責任者です。このご旅行の
契約に関し、担当者からの説明にご不明な点がございましたら、ご遠慮なく上記旅行業務取扱
管理者にご質問下さい。

総合旅行業務取扱管理者：濱崎 和則
〒153-8589 東京都目黒区青葉台3-6-28 住友不動産青葉台タワー
承認番号

70250-0051

