
インターナショナル・ボーディングスクール

2023年7月30日～8月20日

ブリティッシュサマースクール
キャンプ2023



参加者の声

キャンプはとても楽しかったです。最
初は緊張していましたが、最初の数日
が過ぎると、たくさんの友達ができま
した。私の英語の上達を助けてくれる
素晴らしい先生がいました。

- WWHさん 日本

キャンプ最終の遠足は最高でした！す
ごく楽しかったです。竹のイカダを自
分たちで手作りしました！

- R.Kさん 中国

- SDNKさん インドネシア

英語を上達させるチャンスをくれた先
生に心から感銘を受けました。私にと
ってはじめての外国での体験だったの
で、特別な経験でした。

- K.C.Yさん 韓国

5つ星です!

いろんな国の友達ができました。夜間
キャンプは最高でした。特に、ロボッ
ト工学のクラスが楽しかったです。
 
- A.Oさん 韓国



東京羽田空港からご発着される生徒さんへの特別パッケージです
東京羽田空港から発着されエプソムのブリティッシュサマースクールに参
加される生徒さんには、羽田発着往復航空券とキャンプを合わせた特別価
格１6，625リンギット＊でご提供するスペシャルパッケージをお選びいた
だくことができます。

羽田空港からのご出発　2023年7月29日　23:45出発
クアラルンプール国際空港へのご到着　2023年7月30日　05:55到着

クアラルンプール国際空港からのご出発　2023年8月21日　14:20出発
羽田空港へのご到着　2023年8月21日　22:30到着

フライト情報

* 2023年6月1日までにお申し込みとお支払いをお済ませ
の場合には、早期お申し込み割引きが適用されます。

サマースクール＋羽田空港発着往
復航空券:16,625リンギット*
(通常料金18,400 リンギット)

サマースクールの
み料金:13,750リンギット*
（通常料金15,000リンギット

オプシ
ョン１

羽田空港発着往
復航空券のみ料金:
2,875リンギット

フライト情報

オプシ
ョン2

オプシ
ョン3



エプソムの価値観
私たちがマレーシア・エプソムカレッジで行うすべての物事の中心には、一定
のコアバリューがあります。これらの価値観は、単なる言葉ではなく、毎日の
相互交流において生徒と教職員一同を導く実際の原則であります。

礼儀
すべての人に礼儀と敬意をもって接しなくてはな
りません。他の人のニーズに対して注意深く接す
ることによって生まれるポジティブな文化は、私

たち皆にとって有益になります。

努力勤勉
努力と勤勉は成功の基礎です

苦しいときも決して諦めず私たちの持
てる力を最大限に引き出すことに努め

ます。

環境への配慮
私たちは、学校内で環境に配慮し、
その配慮を世界全体に広げます。

謙虚
どんな形の成功でも、驕りなく祝福しなけ
ればなりません。私たちは、自分たちの能
力については、謙虚な姿勢でいなくてはな
りません。その一方で、他の人たちの才能
については、しっかりと認識しなくてはな

りません。

無私無欲
エプソムが私たちのために何ができる
のかではなく、私たちがエプソムのコ
ミュニティにいる他の人たちのために
何ができるのかを考えましょう。



夏は探検して隠れた才能を発見し生涯の友情を築くために最適な季節です。本校は、この「サマ
ースクール」を例年企画し、初回の2017年から本校が提供する内容を皆様のニーズに応え進化

させてきました。

マレーシアのエプソムカレッジは、生活と学習を行うとても特別な場所です。

今年英国の最も優れた私立学校の一つに選ばれた英国エプソムカレッジは200年近くに渡り学術
的な秀逸さを誇ります。エプソムカレッジマレーシアはその唯一の姉妹校として、本校と同じ基
準を共有するものです。本校の個別的アプローチは、生徒の才能や能力に関わらず、すべての生
徒たちが繁栄するように設計されています。本校の緊密で支援的なコミュニティは基礎英語力で
入学してきたEALの生徒がやがて世界の名門大学で学位を取得できるようになるほど彼らを支援

しています。

エプソムは寄宿学校であるため、教師としてよりもメンターとして生徒とより密接な関係を育み
発展させていくことができます。本校は、生徒が最善の努力を行い失敗を恐れずにむしろ失敗か
ら学べる自信を生徒たちに育み、前向きで大志を抱く精神を勧めます。エプソムは、生徒が創造
的で細部まで自分でしっかりと考えることができ、「変化を起こす人間」になれるようチャレン

ジを提供しています。

エプソムは、子どもの長期的な成功のための基盤を築き上げます。ぜひ、お子様を参加させ英語
が堪能になるための道筋をお子様に歩かせて行きましょう

03EPSOM

Matthew David Brown
マシュー・デヴィッド・ブラウン

学長ミスター・マシュー・ブラウ
ンと入学事務局長ミセス・ケイト

・カーデンブラウン

歓迎のメッセージ



エプソムのブリティッシュのサマースクールは、マレーシアを探検しながら新しい友達
を作って普段ののんびりした日常から抜け出したい子どものための大変格式のある最高
の没頭型体験のひとつとして知られています。初等中等教育を専門とする国際的訓練を

受けた教職員が提供する大変質の高い英語クラスを行いながら進みます。

2022年の開催では300人の参加者が集まり、マレーシアで開催される最大のサマーキャ
ンプの一つとして認識されました。参加者は、本校姉妹校であるブリティッシュエプソ
ムカレッジの200年近くにわたる学術的卓越性に基づくカリキュラムが体験可能な強力

なプログラムに没頭することができます。

完全滞在型のブログラムであるエプソムの英国サマーキャンプでは、熟練のネイティブ
講師による特別に用意された英語クラスの授業を行っています。授業では、基礎から行
うスピーキング、リスニング、リーディング、ライティング能力の向上に取り組みます
。多様な文化的背景を持つクラスの仲間たちとの相互交流、創造的活動や楽しい競争を
安全で管理された環境で行います。エプソムのブリティッシュサマーキャンプでは、プ
ログラムの一環として、アクセント矯正の特別レッスンを新たに導入しましたことを喜

んでお伝えします。

英語の学習の一環として、観光、音楽、劇、社交的・文化的活動、そしてマレーシアの
見どころの旅といったたくさんカリキュラムが用意されています。このプログラムは、
人生に役立つスキルを磨き、一生の思い出を作り上げながら、濃縮された期間に英語力

を向上させたいと願う生徒。

歓迎のメッセージ

日時 7月30日~8月20日
対象年齢 8~16才
参加費用 13,750リンギット
参加形態 寮完備

参加者は300人限定です。参加申し込みは先着順の受付となります。
参加定員に達し次第受付終了となります。参加費用のお支払いを済ませたお申し込みが優先されます。

はじめに



プログラムの
対象となる生徒

エプソムのブリティッシュサマースクールキャンプは、すでに良い英語の語彙力があり
次のレベルの英語力に到達したい8才~16才の生徒のために作られています。マレーシア
を自分たちで探検したい生徒にとって、多くの探検の機会があります。ぜひこのプログ
ラムにご参加ください。

• 寮完備 (個室、2人部屋、または4人部屋。専用勉強スペース完備)
• 課外授業とスポーツ活動
• 文化を学ぶマレーシアの主要な観光地への遠足
• 毎日24時間サポートスタッフ常駐の個人ケア
• 週3回の洗濯サービス (月水金)
• 毎日3食の美味しいビュッフェと3度のおやつ
• ウェルカム特典
• 参加証明書の発行

本プログラムには以下のサービスが含まれます。



この相互交流のレッスンのシリーズでは、楽しく英語をより深く学べる方法を生徒
に提供するために、英語での会話を中心に授業を行います。このセッションは、サ
マースクールのカリキュラムの基礎となる要素です。各生徒の得意なところや苦手
なところを把握しながら、生徒が溶け込める授業の設定を行うことを目的としてい
ます。このレッスンは、水曜と日曜を除く毎日午前9時~11時と午前11時30~午後

12時30分に行われます。

英語マスタークラス

以下は、以前開催されたキャンプで行われた午後の探検の時間のお楽しみ活動の例
です。生徒は通常自分のクラスのグループ内の仲間と行動しますが、クラス外の仲

間とも活動を行います。

午後の探検

芸術 & 創作活動

主要な活動

歌

楽しい英語活動

英語読書

様々な形式のアートを学んでいきます。この時間では、クリエイティブに
なる必要があります。

この時間は、科学、技術、工学、数学の分野で英語を使用する機会を生徒に
与えます。生徒たちは授業の最後に自分で作成したまとめを発表し、質疑応
答を行うことが期待されています。

この時間では、歌に合わせて体を動かし、宝探し、ロールプレイ、クロス
ワードパズル、ショー＆テルや他にも盛り沢山の様々な楽しい活動通じて
英語を学ぶことへの生徒の興味関心を培うことを目的としています。これ
により学ぶことの喜びを強調し、様々な方法で英語が使用されていること
について間接的に生徒に探求させる機会となります。

現在の英語力に適した教材の範囲で、読書の喜び、理解、語彙拡大のため
や流暢さを身につけるための読書を促進します。この授業ははじめは教室
で行い、後々図書館で行います。

英語学習の方法として歌や音楽を取り入れています。人気曲に自作の歌詞を
つけるなどの活動で作曲や歌を通して、生徒が創造的になり自信を築くこと
ができます。生徒には、人気曲を覚えたり、クラスの小規模のグループ内で
自分が作った曲を披露する機会があります。

プログラムの詳細



この時間では、生徒は朗読を通じて英語に取り組みます。詩に対して自分
の反応を発表することで、生徒は詩に命を吹き込み、様々な書き言葉や話
し言葉を使って詩の実験を行います。

ポップ音楽を使用して英語力（理解度、語彙力、ディスカッション能力、
文法力）を向上させます。この時間は、別の日では、自分の主張を構築し
相手を説得し自分の主張を守るディベートを学びます。

毎回この時間のはじまりには、チェス、ヘビやはしご、ルードといったゲーム
で使用する英語の専門用語を教えます。チェスに興味がある生徒には、基本的
な駒の動かし方も教えます。

午後の活動はストーリーを軸に行います―ロールプレイング、相互の語り合い
、創造的な物語を書くこと、マスクや人形を作ることなどです。新聞紙やリサ
イクルごみを使用しておとぎ話のキャラクターの衣装を作りファッションショ
ーを行います。

以下は、ロールプレイのテーマの一例です：
電話での会話
お店に行く
ホテルの予約をする
意見交換をする
新しい友だちのことを知る

モノポリー、ジェスチャーゲーム、ハングマンなどのボードゲー
ムで遊びます。また、音楽やロールプレイを通じて学びます。

楽しい科学の実験シリーズを行います。

詩の朗読

歌またはディベート

ボードゲーム

ストーリーテリング

お楽しみ & ゲーム

科学の実験

ロールプレイ

活発になる時間

音楽

このレッスンは、子供たちに活発な生活を送り健康的な食事の重要性を教えるこ
とに焦点を当てています。この時間は2つのパートに分けられ、最初のパートで
は、生徒が健康的な食事の概念を学び、二番目のパートでは、室内の運動と選択
した教室でのゲームを行います。このレッスンは教室で行われます。使用語彙や
文法はグループによって異なります。

詩を使ったレッスンです。子どもたちに詩の中にある拍とリズムについて教えま
す。声に出して朗読するときはドラムでリズムを取ります。このレッスンは音楽
室で行われます。



月 火 水 木 金 土 日

7 / 30

7 / 31 8 / 1 8 / 2 8 / 3 8 / 4 8 / 5 8 / 6

出席確認

閉会式

8 / 7 8 / 8 8 / 9 8 / 10 8 / 11 8 / 12 8 / 13

8 / 14 8 / 15 8 / 16 8 / 17 8 / 18 8 / 19 8 / 20

授業

学芸会授業

授業

授業

授業

授業

遠足-
Putrajaya

遠足-
Tadom Hill

遠足-
Melaka Safari

遠足-
Superpark

遠足-
KL Tower

1日目: キャンプ入団日

2023 / 7 / 30 (日)時間

2:00pm

6.00pm

7:00pm

8:00pm

8:30pm

9:00pm

9:45pm

出席確認 / 学校案内

夕食

夜のプログラムの説明

安全ガイドライン

寄宿舎についての説明

リラックスと交流の時間

消灯

プログラムの日程



7:00 am

9:00 am

11:00 am

11:30 am

12:30 pm

2:00 pm

4:00 pm

5:30 pm

7:00 pm

8:30 pm

9:00 pm

開始時間 内容 追記事項 場所

朝食

英語レッスン

休み時間

英語レッスン

昼食

午後の活動

着替え / おやつ

シャワーと着替え

屋内活動

休み時間

就寝

ダイニングホール

教室

教室、ダイニングホール

教室

ダイニングホール

教室/屋外

寄宿舎、ダイニングホール

寄宿舎

シアター、教室、スポーツ館

寄宿舎

寄宿舎

ゲーム / ロボット工学 / 音楽
/ 映画 / スポーツ

デジタル機器は預かり
安全に管理します。

生徒が英語の学習に専念す
る時間

音楽 / 劇 / 
ロボット工学 / 料理

エプソムの生徒が参加するす
べての施設やスポーツを体験
できる場所で様々なスポーツ

活動が行われます。

4:30 pm スポーツ & 娯楽 スポーツ館、 屋外

プログラムの日程

月 曜 日 、 火 曜 日 、 木 曜 日 、 金 曜 日 、 土 曜 日



內容時間

7:00 am

8:10 am

8:30 am

9:30 am

1:00 pm

4:00 pm

6:00 pm

7:00 pm

9:00 pm

ショッピング・昼食

目的地出発
8/2 : KL Tower
8/6 : Melaka Safari
8/9 : KLCC
8/13 : Mitsui Mall
8/16 : Putrajaya Parks

出席確認・朝食

バス乗車

午後の活動
8/2 : KL Tower Petting Zoo
8/6 : Melaka Town
8/9 : Superpark KL
8/13 : Tadom Hill
8/16 : IOI City Mall

学芸会: 
8月19日(土曜日)

內容時間
7:00 am

8:30 am

10:30 am

11:00 am

12:30 pm

2:00 pm

4:00 pm

4:20 pm

5:30 pm

6:00 pm

7:00 pm

朝食

学芸会リハーサル / アクティビティ
(ゲーム  / ロボット工学 / 音楽)

昼食

学芸会リハーサル

着替え時間

スポーツ/ アクティビティ

シャワー・衣装着用

夕食

学芸会

最終日 8月20日(日曜日)

內容時間
8:00 am

9:00 am

11:00 am

12:00 pm

1:00 pm

朝食

キャンパス内ツアー・教職員とお別れの挨拶

閉会式のスピーチと催し

お別れ会・昼食

帰りの準備・エプソムから出発

プログラムの日程

遠足の日: 8月2日、6日、9日、13日、16日
 (水曜日 & 日曜日)

エプソムに帰る

シャワー・夕食

くつろぎ・就寝準備

消灯



19日間のブリティッシュサマースクールのキャンプ中着用する着替えを充分に用意して
ください。キャンプ期間中、子どもたちは非常に活発に活動するため、一日一度以上の
着替えが必要なことがあります。サマーキャンプの間のほとんどの時間はカジュアルな
服装で過ごします。また、屋外活動やスポーツ活動が行える服を用意する必要がありま
す。以下、ブリティッシュサマースクールのキャンプに向けて準備する必要がある服や
身の回りの品の推奨基本準備品リストです。洗濯サービスは週に三回提供されることに
ご留意ください。参加する子どもや両親が個人的に持っていきたいもの、または持って
いく必要があるものについては、基本準備品に加えることが可能です。

Tシャツ6枚 (屋外活動・スポーツに適したもの)

ポロシャツ/ワンピース/スマートカジュアル5枚

ジーンズ / ズボン / スカート3着

ハーフパンツ3着 (屋外活動・スポーツに適したもの)

靴下7足 (屋外活動・スポーツに適したもの)

水着1着 /ゴーグル

寝間着5着

スポーツシューズ2足

サンダル / スリッパ / 屋外サンダル / カジュアル履物

1足 消臭剤 1個

洗面用具 1式

日焼け止め 1個

タオル1枚

手指消毒剤

衛生用品

薬

南京錠

激しい運動や屋外活動などに適した多用途
に使用可能なTシャツ
上半身の服装は授業の出席に相応しいもの

適切な下半身の服装

激しい運動や屋外活動などに適した多用途
に使用可能なハーフパンツ

例：石鹸 / シャワージェル / シャンプー /
リンス / 香水 / 化粧品

処方薬 (キャンプではパストラルケアチーム
から提供された鎮痛剤が用意されています)

遠足のとき、現金やパスポートやお菓子
を持ち歩くため

エプソムはおやつを1日3度提供します。
生徒は自分の好きなお菓子やカップ麺を
持ち込むことができます。
マレーシアでは3ピンプラグが使用され
ています。アダプターがあれば電子機器
の充電が確実に行えます。

荷物を安全に管理するため

準備品 追記事項

旅行用コンセントアダプター

ウェストポーチ

お菓子

手荷物準備リスト



ステップ 1

ステップ 2

ステップ 3

ステップ 4

ステップ 5

ステップ 6

ステップ 7

ステップ 8

以下のサイトで申し込みます
epsom.typeform.com/BSS2023

お申込み完了後72時間以内に請求書が届きます。
お申し込みの確定にはお支払いが必要です。

ステップ3 ‒ 医療情報と英国サマースクール2023
の利用規約に関する次のフォームを提出します: 
epsom.typeform.com/BSS2023MTC

オンラインの英語力確認テストを受けます -
Oxford Placement Test (本校実施)

英国サマースクール2023のお申し込みの受理

2023年5月1日までにお申し込みの最終的
情報を受け取ります

2023年7月20日までにフライト情報を受信

2023年7月30日マレーシア到着

両親確認用
お申込みの流れ



不定期に更新される新着の文字情報が見られます
ライブFAQリンク

キャンセルポリシー
2023年5月1日までにキャンセルされたすべての支払済みのお申し込みについ
ては全額返金されます。

健康と安全
参加生徒の健康と安全は最重要事項です。エプソムでは、敷地内に専属の医療
スタッフが常駐しています。

Covidの対策
すべての参加者は、ワクチン接種歴の詳細情報を提出する必要があります。す
べての参加者は、キャンプ開始前にすべての出席者に配布される緊急医療に関
する情報の書類の提出が求められる場合があります。

エプソムマレーシアに行く方法
地図情報のリンク、住所、最寄りの空港、または最寄りのホテルなどの情報。

空港からまでエプソムまでの迎え
リクエストにより空港にお迎えが可能です。

よくある質問



宿泊施設
アスリート兼生徒は、エプソムにある6つのボーディ
ングハウスのうちの一室に宿泊します。全ての部屋は
家具付き、エアコン完備で温水の出るシャワーが完備
されています。夜は参加者はボーディングハウス備え
付けのビリヤード、フットボールゲーム、ボードゲー
ムやPS4などのゲームで楽しく遊び、リラックスする

こともできます。

食事
一日三食の食事とリフレッシュメントが一日を通じて
提供されます。食事の間の空腹時にはオールデイカフ
ェとグラブアンドゴーで軽食を購入することができま
す。食事時間には参加者は世界各国の料理を楽しんで

いただくことができます。

スポーツ＆施設
参加者はエプソムが誇る５０エーカーのキャンパス内
にある世界クラスのアスレチック施設、レジャー施設
を利用することができます。夜はテニス、フットボー
ル、スカッシュ、バドミントン、水泳そしてジョギン

グなどを楽しむことができます。

パストラルケアと見守り
キャンプの間、安全で守られた環境の中で生徒は学び、
生活し、遊びます。経験豊富なエプソムの教職員とサポ
ートスタッフ（24時間体制のメディカルチームを含む
）達が可能な限り質の高いケアと見守りを提供し、そし
てエプソムの伝統、質の高いボーディングライフを提供

します。

エプソムでの生活



QRコードを読み込ん
で申込みましょう

お申し込みは先着順の受付になります。募集定員に達し次第受付終了となります。
英語力確認テスト後に割り当てられるレベルの空き状況にも依ります。お支払い済

みのお申し込みが優先して確定されます。

エプソムのブリティッシュサ
マースクール2023

お問い合わせはEメールでevents@epsomschool.com まで、またはお電話で+606-2404188までご連絡ください。


