児童生徒用募集要項
１

回
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

期日・会場等

期

（対象：小学５年生～中学１年生）
日・会 場

定

参加費：食費（夕食×１回、朝食×１回、昼食×１回）及び傷害保険料 等

申込み締切日

5/26（土）～ 27（日）保呂羽山少年自然の家（横手市）
小・中学生 2,200 円程度

定員 50 名程度
平成 30 年５月８日（火）

6/ 2（土）～ 3（日）岩城少年自然の家（由利本荘市）
小学生 2,300 円程度、中学生 2,600 円程度

定員 50 名程度
平成 30 年５月８日（火）

6/23（土）～ 24（日）大館少年自然の家（大館市）

定員 50 名程度

小・中学生 2,300 円程度

平成 30 年６月１日（金）

7/ 7（土）～ 8（日）秋田県総合教育センター（潟上市）
小・中学生 2,700 円程度

定員 50 名程度
平成 30 年６月１日（金）

8/ 4（土）～ 5（日）秋田県総合教育センター（潟上市）
小・中学生 2,700 円程度
9/22（土）～ 23（日）秋田県健康増進交流センター

員

定員 50 名程度
平成 30 年６月１日（金）

ユフォーレ（秋田市）

小・中学生 3,400 円程度

定員 50 名程度

平成 30 年７月20日（金）

9/29（土）～ 30（日）あきた白神体験センター（八峰町）
小・中学生 2,200 円程度

定員 50 名程度
平成 30 年７月20日（金）

（対象：中学２年生～高校３年生）
回

期 日・会 場
参加費：食費（朝食×２回、昼食×１回、夕食×２回）及び傷害保険料 等

①

6/ 8（金）～ 10（日）秋田県健康増進交流センター
中・高校生 5,800 円程度

ユフォーレ（秋田市）
定員 45 名程度
平成 30 年５月８日（火）

②

8/24（金）～ 26（日）大館少年自然の家（大館市）
中・高校生 3,500 円程度

定員 45 名程度
平成 30 年６月１日（金）

③

10/19（金）～ 21（日）八乙女交流センター（大仙市）
中・高校生 5,300 円程度

定員 45 名程度
平成 30 年７月20日（金）

④
⑤

定
員
申込み締切日

10/26（金）～ 28（日）秋田県総合教育センター（潟上市）
中・高校生 4,200 円程度
11/ 9（金）～ 11（日）秋田県健康増進交流センター

定員 45 名程度
平成 30 年７月20日（金）

ユフォーレ（秋田市）

中・高校生 5,800 円程度

定員 45 名程度

平成 30 年７月20日（金）

（対象：中学３年生～高校３年生）※英検準２級程度以上の力を有する生徒［取得の有無は問わない］
回

期 日・会 場
参加費：食費（朝食×２回、昼食×２回、夕食×２回）及び傷害保険料 等

定
員
申込み締切日

①

7/14（土）～ 16（月）秋田県青少年交流センター ユースパル（秋田市）
定員 40 名程度
中・高校生 4,700 円程度
平成 30 年６月15日（金）

②

8/15（水）～ 17（金）あきた白神体験センター（八峰町）
中・高校生 4,100 円程度

定員 40 名程度
平成 30 年６月15日（金）

③

9/ 7（金）～ 9（日）八乙女交流センター（大仙市）
中・高校生 6,000 円程度

定員 40 名程度
平成 30 年６月15日（金）

２

日程・内容
プレティーン

ティーン

スーパー

期

間

１泊２日

２泊３日

２泊３日

受

付

12：00

15：00

12：30(*14:30)

開会行事

12：30～13：00

15：30～16：00

13：00～13：30(*15:00～15:30)

閉会行事

14：30～15：00

11：30～12：00

15：00～15：30

テ ー マ

英語による活動や異文化体験を通し

異文化理解を深め、積極的に英語で表

世界に目を向けながら、英語による表

て、楽しく英語にふれよう。

現しよう。

現力を高めよう。

アイスブレーカー、自己紹介、異文

アイスブレーカー、自己紹介、レクリ

アイスブレーカー、自己紹介、異文化

化理解、レクリエーション、グルー

エーション、スカイプ／パネルインタ

理解、ダンス、外部講師による講話、

プ別活動、プレゼンテーション

ビュー、プレゼンテーション

プレゼンテーション

活

動

等

等

等

*第３回スーパー（八乙女）のみ

３

持ち物

４

申込み

参加費、筆記用具、洗面用具、タオル、シャンプー、石けん、着替え、内履き、
健康保険証（又はそのコピー）、小遣い（飲み物代程度）、常用薬、
英語辞書（中・高校生）、腕時計（必要に応じて）等

「児童生徒用募集要
項」で内容を確認し、
保護者から参加の同
意を得る。

「参加申込書」に必要
事項を記入し、 捺印
の上、担当の 先生に
提出する。

学校でとりまとめ
て、県教育委員会
に申し込む。

参加者の決定につ
いて担当の先生か
ら連絡を受ける。

※「参加申込書」は先生からもらってください。
申込みの際は、次の点に注意してください。
・キャンプの各活動に関連したプレゼンテーションがありますので、全日程に参加することを基本とします。
・健康面で配慮してほしいことがある場合は、「参加申込書」にできるだけ具体的に記入してください。なお、
食物アレルギーについては、対象食品が多数の場合や特別限定食品での対応が必要な場合は、会場によって
は対応できないことがあります。
・申込みは、同一年度内において原則１人１回としますが、ティーンとスーパーとの申込みは兼ねてもかまい
ません。
・急な事情によるキャンセル、又は締切日以降の追加申込みがある場合は、担当の先生に知らせてください。
なお、食費及び傷害保険料にキャンセル料が発生する場合があります。また、締切日以降の追加申込みにつ
いては、各会場の申込み状況等によって受け付けできない場合があります。
５ その他
・定員を超えた場合は、主催側で抽選により参加者を決定します。その際は、昨年度の各イングリッシュキャ
ンプに参加していない人を優先します。
・参加希望者が少数の場合は、そのキャンプの開催が中止となる場合があります。
・現地集合、現地解散とします。ただし、第１回及び第５回ティーン（ユフォーレ会場）については、秋田駅
往復の送迎バスの運行を予定しています。
・開会行事と閉会行事での服装は、制服（中・高校生）とします。それ以外は、動きやすい服装（例 学校で
着用している運動着等）で活動することとします。
・参加者が体調不良等の場合、保護者に連絡し、迎えに来てもらうことがあります。
・金曜日の授業の扱いについては、担当の先生に相談してください。
・保護者の方はキャンプを見学することができます。見学の際に、スタッフにその旨を伝えてください。
・キャンプの様子は、新聞やテレビ、インターネット等に紹介される場合があります。写真等の掲載を望まな
い場合は、事前に担当の先生に伝えてください。
・キャンプの情報は、「秋田県教育委員会イングリッシュキャンプＷｅｂサイト“Akita Prefectural BOE”」
から確認することができます。（http://englishcamp.pref.akita.lg.jp）

