
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受講時間：10:00～14:00（ランチが必要です） 

延長時間： 9:00～10:00 ／14:00～16:30 
 

 

 

Kindergarten Camp（KB･KI） 

【受講対象(２０２2年度学年)】年少児～年長児 

【日程】第 1 ターム：３月２７日(月)～３月 3１日(金)  

第 2 ターム：４月 ３日(月)～４月 ７日(金) 
 

 

 

 

Elementary Intermediate Camp (EI) 
【受講対象(２０２2年度学年)】小学１年生～３年生 

【日程】第 1 ターム：３月２７日(月)～３月 3１日(金)  

第 2 ターム：４月 ３日(月)～４月 ７日(金) 

※EIキャンプは一日のみの「単発キャンプ」でのお申込み可 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementary Advanced Camp (EA) 
【受講対象(２０２2年度学年)】年少児～小学３年生 

【日程】第 1 ターム：３月２７日(月)～３月 3１日(金) 
 

※EAキャンプは第１タームのみの開講です。 
 

 

 

 

 

 MSPの Kindergarten Campクラスな
ら英語が始めてのお子様も受講可
能！ 
外国人の先生+日本人の先生もアシス
タントで入るので、困ったことがあ
ればすぐにフォローしてもらえま
す。 
４月から小学１年生のお子様も
Kindergarten Campクラスはこのス
プリングキャンプが最後のチャン
ス！ 
５日間、英語を使って過ごしてみま
せんか？ 
 
まずはモーニングミーティングタイ
ム♪ 
この時間は、子ども達が日本語から
英語に切り替える とても大切な時
間。 
 
"Today is Monday, March 27th and 
it's sunny." 
  
とミーティングカードを見ながら今
日の曜日・日付・天気などを先生と
英語で繰り返します。 
次に Learning center（今日のレッ
スン）があります。タームごとに子
ども達の興味にそったカリキュラム
で英語に親しんでいきます。 
 
お部屋で過ごした後は、公園で思い
っきり体を動かそう！ 
"Where are you going?" 
 "I'm going to the park." 
 
公園まで徒歩約 3分。 
近所の犬に挨拶したり、田んぼの中
にいる虫を見つけたり、身近な春の
自然に触れながら公園までの道のり
を楽しみます。 
 
“Go straight！” 
 “Are there any cars？” 
 
先生が子ども達に注意を促します。 
公園では 30分のフリータイム。身体
を動かして遊びましょう。ブランコ
を揺らしてほしい時は何て言うのか
な？外遊びの間も使う言葉は英語だ
け。 
 
“Push me higher.” 
 “Let's have a race!!” 
 
子ども達が遊びながら自然に使いた
い表現を先生がすかさず英語の表現
に変えます。 
 
長い文章でも耳になじんでくると、
先生のヘルプなしですらすら言える
ようになりますよ。 
 
言えると楽しい！伝わると楽しい！ 
だんだん、覚えたフレーズが使いた
くなってきます。 

1日のスケジュール 
Kindergarten Camp (KB・KI) 

10:00～10:30 Morning Song ＆ Warm up 

10:30～10:50 モーニングミーティング 

10:50～11:20 ①レッスンタイム&クラフト 

11:20～12:00 トイレタイム＆校外保育 

12:10～13:15 ランチタイム 

13:15～13:30 フォニックスレッスン 

13:30～13:45 ②レッスンタイム 

13:45～14:00 Clean up 

 

 
身体を動かした後はランチタイム。 
「いただきます」をみんなで合唱し
た後は、マスクを外して静かにお弁
当を食べます。 
コロナ対策のため、黙食です。 
 
“May I eat and drink？” 
“No talking during lunch time.” 
 
 
ランチ後はリラックスタイム。 
先生や、お友達とおもちゃでのんび
り遊びます。 
 
午後からはフォニックス＆レッスン
タイム 
先生の後に続いて発音練習や工作な
ど、まだまだレッスンは終わりませ
ん。 
 
そして片づけをして終わりのミーテ
ィングタイムで先生からの質問に答
えて帰ります。 
 
“Where are you going？” 
“I'm going home.” 
 
キャンプを体験した子が、帰りの車
の中でお母さんに 
 
“Where are you going？” 
 
と先生の言葉を真似して話しかけて
くるそうです(^-^)  
お母さん、思わぬ長文にびっくり
…。 
我が子がこれからどんな風に英語を
つかっていくのか想像しただけでド
キドキしませんか？ 
 
英語の環境にたっぷり浸れる、MSP
の国内留学を体験してみませんか？ 

1日のスケジュール 

Elementary Intermediate Camp (EI) 
10:00～10:15 Warm Up 

10:15～10:30 Pair meeting 

10:30～10:50 ①レッスンタイム 

10:50～11:00 Toilet time 

11:00～11:25 ②レッスンタイム 

11:30～13:00 Lunch/Park time 

13:00～13:30 Daily board/Diary 

13:30～14:00 Game/Clean up 

1日のスケジュール 

Elementary Advanced  Camp (EA) 
10:00～10:45 Warm Up 
10:45～11:30 Lesson time 
11:30～13:00 Lunch/Park time 
13:00～13:30 Output session 
13:30～14:00 Video/Reading time 

MSPの Elementary Campクラスは、
英語が使えるレベルでクラスが分か
れます。 
 
朝のウォームアップタイムはとって
もにぎやか。 
小学生は先生や友達に話したいこ
と、伝えたいことも増えてきます
が、そこは MSPのキャンプ。もちろ
ん日本語厳禁、英語で伝えます。 
 
“Who wants to do first？” 
“Me！” 
 
トイレに行く時だって、ちゃんと伝
えます。学校と同じですね。 
“May I go to the toilet?” 
 
生活の中で使う英語のフレーズもた
くさん使ってコミュニケーションを
取ります。(^^) 
 
時々、誰かが日本語を使ってしまう
場合も。 
「No Japanese!」とすかさず注意す
る子ども達・・。 
みんなで気を付けて過ごしていくう
ちに、自然と英語で話そうとしてい
くのでびっくり！ 
「英語がしゃべれるといつもと違っ
て楽しい気分！」とみんなのりのり
です。 
 
お母さん曰く最後の 10日目になる
と、もう帰ってもずっと英語で話し
かけてくるし、クラスで使っている
英語がまるで体にしみついて離れな
いようで、環境に対する子どもの言
葉の順応性はすごいとのこと。 
 
初心者のお子様に英語を身近に感じ
てもらうためには「英語を使う環境
に速く順応すること」が重要になり
ます。 
 
キャンプ中、英語を使って伝える＆
伝わる楽しさを感じた子は、キャン
プが終わったころには「お母さん、
もっと外国人の先生とお話ができる
ようになりたい。」と言って、英語
学習を継続して頑張る子もたくさん
います。 

Welcome to MSP Spring Camp 
期間：３/27～４/7 

 
Miki Study Pals international school 

一歩踏み出せば 

そこは英語の世界!! 

英語の環境に 

たっぷり浸れる 

ＭＳＰの国内留学を 

体験してみませんか？ 


