
大月の
古民家で
里山文化を
体験！

英語を通じて
感じる
日本の里山文化

透明度の高い
きれいな川で
心ゆくまで
水遊び！

ラフティング
ボートで
猿橋を
くぐろう！

こんにゃく作り
や機織りに
挑戦！

自然の中で
たくさん英語を
使って、
英語力を磨こう！

Have fun 

speaking 

English !

◆日時：8 月 19 日（土）-20 日（日）　
◆対象：小学生　◆定員： 40 名 
◆会場：大月みんなの家（山梨県大月市）
◆参加費：アルク Kiddy CAT 英語教室の生徒 29,000 円（税込）
　　　　　一般 32,000 円（税込）
　　　　    〈1 泊 3 食（夕・朝・昼）付き、交通費、プログラム料、保険料、消費税を含む〉

◆集合解散：新宿駅 [ 8:45 集合 -18:15 解散 ]
　　　　　　立川駅 [ 9:20 集合 -17:30 解散 ]

アルク英語教室の生徒には
更にお得に参加できるチャンスが！

　 6 月 30 日までにお申し込みの方に限り、
　早割特別価格：27,000 円（税込）！　
　 更に、昨年参加された方は申込期間関係なく、
　リピーター特別価格：25,000 円（税込）！

◆企画の詳細は裏面をご覧ください！

企画　株式会社アルク　アルク Kiddy CAT 英語教室 本部    　
事業協力　NPO 法人野外遊び喜び総合研究所　あばれんぼキャンプ　旅行主催　（株）エヌケートラベル［東京都知事登録旅行業第 2-4544 号］

 ALC SATOYAMA ENGLISH CAMP 2017 ALC SATOYAMA ENGLISH CAMP 2017
英語を通じて日本の文化にふれる

8.19 SAT　 

　　8.20 SUN 　

 [ 1 泊 2 日 ]

Play in 

beautiful

 rivers !

Try 

traditional 

weaving using 

konjak !

Experience 

satoyama 

culture 

in Otsuki.

Go under 

saruhashi 

on a raft.
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■「ALC SATOYAMA ENGLISH CAMP 2017」とは？

POINT

1

英語コミュニケーションを通じて、
日本の文化を肌で感じる異文化交流

「ALC SATOYAMA ENGLISH CAMP 2017」は、山梨県大月市の古民
家を拠点にして、豊かな自然やそこに根付く文化において、さまざ
まな体験を行うプログラムです。この日は教室を飛び出し、ネイティ
ブの先生や、他の教室で英語を学習しているお友達との遊びや体験、
コミュニケーションを通じて、楽しく英語を学びましょう！

■英語の〈アルク〉と
　体験事業の〈あばれんぼキャンプ〉が強力タッグ

英語の〈アルク〉と体験事業の〈あばれんぼキャンプ〉
それぞれが持つノウハウを合わせる形で、“楽しく英語を学べて、
安全に遊べる” 事業が実現しました。

先生に仲間に、英語でコミュニケーション！
キャンプでは、基本的に英語でコミュニケーションを取ります。教

室の外に飛び出して、自然の中でたくさん英語を使います。キミの

英語が、ネイティブの先生に、お友達にどれくらい通じるか試そう！

■お申し込みの方法は以下の通りです。
　アルク英語教室に通っている方
　　→教室の先生までお申し込みください。
　　　先生は専用の申し込み用紙にてお申し込みをお願いします。
　アルク英語教室に通っていない方
　　→下記 URL および QR コードからお申し込みください。

■お申し込みいただいた方には詳細資料を発送いたします。
　よくご覧の上、手続きをお進めください。

【お問い合わせ】
アルク Kiddy CAT 英語教室サポートセンター　　
フリーコール  : 0800-800-8431（平日 9 時 30 分〜17 時 30 分）    
E-mail  :  alckc@ndsnet.com

What’s あばれんぼキャンプ？
あばれんぼキャンプは、東京都府中市を拠点にキャンプやイベント

などの体験事業を創っているNPO法人です。1年間を通し、幼児

から中学生までを対象にさまざまな体験活動を行っています。詳細

は、下記WEBページをご覧ください！

URL　http://www.abarenbo-camp.com

POINT

2
豊かな里山の自然で遊べる！
会場は山梨県大月市の里山。川遊びにボート遊覧、ゴハンづ

くりと盛りだくさん！楽しい遊びや体験を通して、生の英語

にたくさんふれましょう！

POINT

3
山あいの古民家で里山文化体験！
築 100年の古民家を拠点に、こんにゃく作りと、機織り体

験を行います。昔の人の知恵が詰まった里山の文化にふれる、

この夏、アルクだけの特別な体験に出かけよう！

■プログラム
1 日目

移動

ハイキング

朝食
里山文化体験

（こんにゃく作り&機織り）

ボート遊覧&川遊び
古民家到着

夕食作り /夕食

クラフト（手紙作り）

移動

昼食（お弁当）

就寝

集合

2日目

昼食

解散

起床

英語はコミュニケーションのツールです。人との交流の中で使ってこそ意味のあるも
の。自分の考えを人に話したり、自分の思いを伝えたりと、ツールとして使うことが
大切です。意思疎通のために英語でコミュニケーションを図り、英語が通じるうれし
さを味わえば、さらなる英語学習の意欲もわくはずです。

「ALC SATOYAMA ENGLISH CAMP 2017」は、英語を通じて日本の文化を体感する、
異文化交流を肌で感じられる体験ツアーです。自然あふれる古民家で、英語を使って
さまざまなアクティビティや文化体験をします。

さまざまな人とのコミュニケーションをとりながら日本の文化を知ることで、英語力
だけでなく、人としての成長も見られるはず。緑あざやかな里山でのボートや川遊び
の自然体験に日本の文化体験。きっと夏休みの素敵な思い出になることでしょう。

※天候などの理由で、
　日程・行程を変更する場合があります。

お申し込み URL

http://ndsnet.com/alckc/camp/2017/

※申し込み必要事項：
　お名前 / 性別 / 年齢 / 学年 / ご住所 / 電話番号 / ご希望の集合解散場所

■企画概要・注意事項

◆日時：8 月 19 日（土）-20 日（日）　
◆対象：小学生　◆定員： 40 名 
◆会場：大月みんなの家（山梨県大月市）
◆参加費：アルク Kiddy CAT 英語教室の生徒 29,000 円（税込）※

　　　　　一般 32,000 円（税込）  
　　　　　　　〈1 泊 3 食（夕・朝・昼）付き、交通費、プログラム料、保険料、消費税を含む〉

◆集合解散：新宿駅 [ 8:45 集合 -18:15 解散 ]
　　　　　　立川駅 [ 9:20 集合 -17:30 解散 ]

※6/30 までのお申し込みの方  ☞早割特別価格 27,000 円（税込）
　昨年参加された方                      ☞リピーター特別価格 25,000 円（税込）

【注意事項】
＊上記交通費には、集合解散場所から猿橋間の交通費が含まれています。
　集合解散場所までの交通費は各自負担となります。
＊宿泊は男女別相部屋、大部屋でのご案内となります。
＊天災・不慮の事故またはやむを得ない事情により開催を中止する可能性もございます。
＊上記事由以外の事情でキャンセルされる場合は、参加費の返金はいたしかねます。
　予めご了承ください。

■お申し込み・お問い合わせ

大月みんなの家は、

あばれんぼキャンプが

管理している古民家です。

豊かな自然と文化を

体験する家です。


