マウイで家族英語キャンプ 2018
主催：Akari Translations
スケジュールがやむを得ず変更することもございます。
ご了承ください。

青 = 室内でのワークショップ

日・曜日

到着日

8/2
（木）

時間

午後

更新日 5/7/18

緑 = 野外でのリビング・クラスルーム

ワークショップが行われる場所：

（遠足）

Roots School (ルーツ・スクール)

子どもクラス

大人クラス

カフルイ空港にて、コーディネーターである上岡と
ホストファミリーがお待ちしております。

9 to 10
10 to 10:15

10:15 to 12

一日目

8/3
（金）

ヨガ
オープニング・セレモニー （開会式）
インストラクターと対面
英語のワークショップ 1

英語のワークショップ 1

トピック：

トピック:

ガーデニング、野菜の名前、曜日の名

ーデニング、野菜の名前、緊急時の英

前、数字

語、体調を伝える

12 to 12:45
12:45 to
1:45
1:45 to 1:55
2 to 3:30

ランチ／休憩
ケオケアへ移動 (約30分) / 移動中子ども達はお昼寝
保護者と大きなお子さんは「グランマ」というカフェを訪れたり、近くの公園を
散策

(上岡は昼寝中の子ども達と待機)

クラにあるクパア・ファームへ移動
リビング・クラスルーム 1 - オーガニックファーム
有機野菜を育てている農家でお手伝い

3:30 to 4

ルーツ・スクールへ戻る

9 to 10

フラ
英語のワークショップ 2

10 to 12

トピック: ハワイの島々、体のパーツ、
気持ちを伝える

二日目

8/4

12 to 12:45

（土）

12:45 to
1:45

英語のワークショップ 2
トピック：ハワイの文化と歴史

ランチ／休憩
イアオ渓谷へ移動 (約40分) / 移動中子ども達はお昼寝
保護者と大きなお子さんはヘリテージ・ガーデンを散策
(上岡は昼寝中の子ども達と待機)

1:45 to 3:30

リビング・クラスルーム 2 - イアオ渓谷でハイキング＆川泳ぎ

3:30 to 4

ルーツ・スクールへ戻る
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三日目

8/5

ホストファミリーと過ごす日

（日）

（各自自由行動）

9 to 10

10 to 12

四日目

ヨガ
英語のワークショップ 3

英語のワークショップ 3

トピック:

トピック:

ビーチ、ロンおじさんとココナッツの

ビーチ、ロンおじさんとウクレレレッ

葉を編もう

スン・ココナッツの葉を編もう

8/6

12 to 12:45

ランチ／休憩

（月）

12:45 to

ホオキパビーチへ移動 (約10分) / 移動中子ども達はお昼寝

1:45

保護者と大きなお子さんは先に木陰でランチを (上岡は昼寝中の子ども達と待機)

1:45 to 3:45

リビング・クラスルーム 3 - ビーチでマウイの子ども達と遊ぶ
(公衆トイレ、シャワー、屋根付きのベンチとライフガードのいるビーチです）

3:45 to 4

ルーツ・スクールへ戻る

9 to 10

フラ

10 to 12

五日目

12:10 to

（火）

1:10

海に生息する動物、外食の際の英会話

出かける準備
マアラエア港へ移動 (約40分) / 移動中子ども達はお昼寝
保護者と大きなお子さんはマアラエア港を散策してもらい、先にお昼ご飯を食べ
始めてください (上岡は昼寝中の子ども達と待機)

1:10 to 1:30

お昼寝していた子ども達もお昼ご飯

1:30 to 3:30

リビング・クラスルーム 4 - マウイ・オーシャン・センター

3:30 to 3:45

あるスーパーでお土産を買い物

3:45 to 4:15

リビング・クラスルーム 2 - ショッピング

4:15 to 4:45

ルーツ・スクールへ戻る

9 to 10

ヨガ

10 to 12

六日目

トピック:

トピック: 海に住む動物たち、色

12 to 12:10
8/7

English Workshop 4

英語のワークショップ 4

8/8

12 to 12:45

(水)

12:45 to
1:45

英語のワークショップ 5
トピック：火山、ハワイに伝わる物語

英語のワークショップ 5
トピック：火山、ハワイに伝わる物語
、最終日用のスピーチの下書き

ランチ／休憩
ハレアカラへ移動 (約60分) / 移動中子ども達はお昼寝
保護者と大きなお子さんはハレアカラの山頂を散策し始めてください
(上岡は昼寝中の子ども達と待機)

1:45 to 3:30

リビング・クラスルーム 5 - ハレアカラ

3:30 to 4:30

ルーツ・スクールへ戻る
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9 to 10
10 to 12

フラ
英語のワークショップ 6

英語のワークショップ 6

一週間のまとめ

一週間のまとめ、スピーチの練習

12 to 12:45
12:45 to
七日目

8/9
（木）

1:45

ランチ／休憩
ツイン・フォールズへ移動 (約15分) / 移動中子ども達はお昼寝
保護者と大きなお子さんは先にそのエリアを散策し始めてください
(上岡は昼寝中の子ども達と待機)

1:45 to 3:30

リビング・クラスルーム 6 - ツイン・フォールズ

3:30 to 3:45

ルーツ・スクールへ戻る
ホストファミリーと共にクロージング・セレモニー（閉会式）

4 to 5:30

(食事を用意します）
この一週間で学んだこを、シェアします。（フラ、歌、短いスピーチ等）
キャンプの修了書をお渡しいたします

出発日

8/10
（金）

午前

ホストファミリーが空港までお連れします。
上岡がチェックインをお手伝いいたします。
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