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＊ (1)(2)(3)(4)(5)(7)(8)(12) は、小１～小６が対象です。 (6)(9)(10)(11)は、年長～小６が対象です。 
  (13)(14)(15)(16)は年長が対象です。土曜日以外はすべてランチ付きです。 
 
＊ 会員は6/17(土）までにお申し込みの場合、5%値引き、または当月固定月極利用であればチケットを使用することもできます。 
 必要なチケット枚数は別途詳細ページをご確認ください。 
 
＊7/31(月）～8/4（金）のエクスカーション以外は、13:00以降はアフタースクールとなり、通常通りの運用となります。 
 
＊ 午前プログラムだけご利用で13:00を過ぎてのお迎えは700円/30分となり14:00までとなります。14:00を過ぎた場合は 
  13:00～18:00までのスポット利用として4,500円となります。 
    早朝預かりは通常通り同時申し込みで7:45～2,000円、8:00～1,000円の追加料金で承ります。消費税が別途かかります。 
    エクスカーションの(3)(4)のみ19:00まで延長料金なしでお預かりします。 
 
＊ 会員・非会員ともキャンセル不可となります。 
 
＊ 当月固定月極利用の会員のみ、病気でやむなくお休みになった場合は、お友達チケットを差し上げます。 
    枚数は別途詳細ページに記載のとおりです。お友達チケットについてはHPの『サービスと料金』をご参照ください。 
    チケットを使用してお申込みの場合は発行されません。 
 
＊ サマープログラムのアクテイビテイは通常のアフタースクール・プレキッズコースにおけるスタッフの割合とは異なります。 
 
＊ 定員になり次第募集終了します。 
 
＊ お支払いはPaypalでメール送信しますので、Paypalまたはクレジットカードでご決裁お願いします。 
 

 

1 Terms & Condition  



2 日程表：午前プログラム,エクスカーション,プレキッズ体験 
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月 火 水 木 金 土 

7/24 7/25 7/26 7/27 7/28 7/29 

(1)夏休み計画表づくりと学習スタートダッシュ 
  

(2)英語で毎日ランチクッキング Close 

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

(3)200%ネイチャーキャンプ体験 

                   @西伊豆 

(4)英語で遊園地にＧｏ！   (13)プレキッズ 
  コース体験 

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

(5)英語でながしソーメン大会！プランナーになっちゃお！ 

  
(6)英語で 
 科学実験1 

Close (14)プレキッズ 
  コース体験 

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

(7)宿題遅れ挽回伴走                (8)IT力強化！英語でミュージックプログラミング (15)プレキッズ 
  コース体験 

8/21 8/22 8/23 8/24 8/25 8/26 

(9)英語でゲーム (10)英語で 
  科学実験２ 

(11)英語で 
ブロックづくし 

(12)読書感想文/絵日記駆け込み寺 (16)プレキッズ 
  コース体験 

午前プログラムは8:30～13:00、エクスカーション（塗りつぶし）は8:30～19:00、日本語キャンプは
7:45～   プレキッズ体験は9:30～12:30 
プレキッズ体験以外はすべてランチ付きです。赤枠は英語、青枠は日本語です。 



3(1) 夏休み計画表作りと学習スタートダッシュ  
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日本語 
3日間コース 8:30-13:00 
含まれるもの：すべてのランチ 
準備するもの：夏休みの予定（日時＆内容）を記載したメール 
       を事前にお送りください。水筒、筆記用具、夏 
       休みの宿題、課題一式 
成果物：作成した夏休みの計画表と３つの具体的目標 
対象：小1～小6 
料金：会員/非会員：18,000円+消費税 
 ＊会員は６/１７(土）までの申込みで５％Off、 
  ６/１７（土）までのお申込みでチケット利用は４枚、お休 
  み時のチケット発行は１枚/日です。 

日程 内容 

7/24 （月） 夏休みに実施することを考えて、抜けもれがないように実現できるような計画表を作り
ます。まず個別にスケジュールの概要理解を実施し、骨子をつくります。 

7/25 （火） 前日につくった骨子をもとに、詳細をつめていきます。３つの目標を各自設定しコミッ
トメントしてもらいます。 

7/26 （水） 作成した計画表をもとに夏休みの宿題を実施スタートします。Ｇａｐがでれば修正しま
す。 

＊ 社会や理科などのバックミュージックを流したり、途中休憩で遊びをいれたりします。（ベストバデイ式） 



3(2) 英語で毎日ランチクッキング  
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英語 
2日間コース 8:30-13:00 
含まれるもの：すべてのランチ・材料など 
準備するもの：水筒、エプロンと三角巾、手ぬぐいタオル 
  ＊ぼうしはベストバデイハット、非会員の方には無料で 
   お貸しします。 
成果物：買い物リスト・ランチョンマット 
対象：小1～小6 
料金：会員/非会員：9000円+消費税 
  ＊会員は６/１７(土）までの申込みで５％Off 
  ６/１７（土）までのお申込みでチケット利用は2枚、 
  お休み時のチケット発行は１枚/日です。 

日程 内容 

7/27 （木） 毎日のランチ計画立案！→買い物リスト→買い物→いよいよ調理→自分でつくったもの
はおいしいね→お片付け 

グローバルな食卓を理解しよう！ 

どんな料理かはサプライズ、お楽しみに。 
7/28 （金） 

＊ 途中休憩で英語の遊びをいれたりします。（ベストバデイ式） 



3(3) 200%ネイチャーキャンプ＠西伊豆  
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日程 内容 

7/31 （月） シュノーケリング、テント設営、ハンモックでゆったり、夕食作りは落ち葉ひろいから火おこ
し＆ダッチオーブンでローストチキン・青竹ごはん・カレーライス・星空観察 

8/1 （火） 朝食づくり、テント撤収、桟橋本気の釣り（９５％つれるそうです？！）、クラフト（年輪切
り株時計）、旅の思い出メモ 

＊ 悪天候の場合は、堂ヶ島ビジターセンター２Ｆに宿泊、ジオサイトなどでガイドツアーに変更になります。 

＊ 食材調達により食事内容が変更することもあります。 

日本語 
1泊2日コース、 7:45ベストバデイ鷺沼キャンパス集合、 18:30解散、19:00 
まで無料お預かり 
含まれるもの：ベストバデイ鷺沼キャンパスからの往復交通費、寝具類、1日目 
       の昼食・夕食、2日目の朝食・昼食・おやつ、すべてのアクテイ 
       ビテイ、筆記用具などのセット 
準備するもの：1日目のおやつ（おかしなど）、水筒・カッパ・衣類・洗面道具 
       ・水着・ゴーグル・ラッシュガード・タオル・常備薬・保険証コ 
       ピー・シャワー代12分1,200円の小銭など 
  ＊ぼうしはベストバデイハット、非会員の方には無料でお貸しします。 
成果物：振り返りメモ 
対象：小1～小6 
料金：会員/非会員：36,000円+消費税 
 ＊会員は６/１７(土）までの申込みで５％Off   ６/１７（土）までのお申込みで 
     チケット利用は8枚、コース欠席時のチケット発行は３枚です。 
NPO法人西伊豆自然学校協賛 http://npo-izu.org/  
（宮前区から移住されたご夫婦が経営。各小学校も利用しているので安心です。） 



3(4) 英語で遊園地にＧｏ！  
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英語 
3日間コース 8:30-18:０0のデイキャンプ, 19:00まで無料お預かり 
含まれるもの：ベストバデイ鷺沼キャンパスからの往復交通費、すべてのランチと 
                     おやつ 
準備するもの：水筒、2日目の遊園地でのおこづかい1000円・小リュック・タオ 
                     ル・カッパ 
  ＊ぼうしはベストバデイハット、非会員の方には無料貸し出しします。 
成果物：日程表、アルバム・絵日記 
対象：小1～小6 
料金：会員：36,000円+消費税  非会員：40,500円+消費税 
 ＊会員は６/１７(土）までの申込みで５％Off 
  ６/１７（土）までのお申込みでチケット利用は8枚、お休み時のチケット発行 
      は1枚/日です。 
よみうりランド http://www.yomiuriland.com/  

 
日程 内容 

8/2 （水） Google Mapなどでよみうりランドの位置や行き方を確認、よみうりランドＨＰ確認、日程
表（アイテナリー）作成 

8/3 （木） 英語スタッフといっしょによみうりランドでキャー・ギャー思いっきり遊んじゃう、ラン
チはＢＢＱ 

8/4 （金） つかれたから絵本の読み聞かせとお昼寝も・・・昨日のレビュー（アルバムや絵日記など
作成） この3日間でとてもなかよしに。絆が深くなり、お別れがつらく泣いちゃう子も♥ 

＊ 途中休憩で英語の遊びをいれたりします。（ベストバデイ式） 



3(5) 英語でながしソーメン大会！プランナーになっちゃお！ 
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英語 
3日間コース、8:30-13:０0 
含まれるもの：すべてのランチ、3日目はながしそうめんのランチ 
準備するもの：水筒 
＊ぼうしはベストバデイハット、非会員の方には無料貸し出しします。 
成果物：準備リスト、ヨーヨー（つれますように） 
対象：小1～小6 
料金：会員/非会員：22,500円+消費税 
 ＊会員は６/１７(土）までの申込みで５％Off 
  ６/１７（土）までのお申込みでチケット利用は5枚、お休み時 
      のチケット発行は1枚/日です。 
 

日程 内容 

8/7 （月） 流しそうめんに必要な材料や鷺沼商店会のどこで買うのがよいかを話し合い、メモをつくり
ます。 

8/8 （火） 昨日のメモをもとに英語スタッフといっしょに買い物に出かけます。英語スタッフの通訳を
します。翌日の準備 

8/9 （水） 流しそうめんの最終準備をみんなでして、いよいよ流しそうめん大会？！ 

ひゃっほー 楽しすぎるっ 最後のヨーヨー釣りは最高！ お片付けも完璧  

＊ 途中休憩で英語の遊びをいれたりします。（ベストバデイ式） 



3(6) 英語で科学実験１  
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英語 
1日のみ 8:30-13:00 
含まれるもの：ランチ 
準備するもの：水筒 
成果物：科学実験レシピに感想コメント 
対象：年長～小6 
料金：会員4,500円+消費税  非会員4,800円+消費税 
 ＊会員は６/１７(土）までの申込みで５％Off 
  ６/１７（土）までのお申込みでチケット利用は1枚、 
      お休み時のチケット発行は１枚/日です。 

日程 内容 

8/10 （木） ウインタープログラムで人気の科学実験をもう一度。 

イースト菌で膨らむ風船？ 磁石づくり？ 何・・・ニュートン流体？ 

すごいぞ～ 

＊ 途中休憩で英語の遊びをいれたりします。（ベストバデイ式） 



3(7) 宿題遅れ挽回伴走  
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日本語 
2日間コース 8:30-13:00 
含まれるもの：すべてのランチ 
準備するもの：水筒、筆記用具（赤青ペン）、課題一式
（解答も持参ください） 
成果物：ミラクル計画表、課題実施 
対象：小1～小6 
料金：会員/非会員9,000円+消費税  
 ＊会員は６/１７(土）までの申込みで５％Off 
  ６/１７（土）までのお申込みでチケット利用は２枚、 
      お休み時のチケット発行は１枚/日です。 

＊ 途中休憩で遊びをいれたりします。（ベストバデイ式） 

日程 内容 

8/14 （月） 2日間で実施する内容を計画表にもれなく見える化。計画表にあわせて課題をすすめます。 

どこまで実施するか、事前にメールでご両親と確認させてください。 
 

8/15（火） 



3(8) IT力強化！ 英語でミュージックプログラミング 
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英語 
3日間コース 8:30-13:０0 
含まれるもの：すべてのランチ 
準備するもの：水筒 
成果物：作成した動画 
対象：小1～小6 
料金：会員22,500円+消費税 非会員27,000円+消費税 
 ＊会員は６/１７(土）までの申込みで５％Off 
  ６/１７（土）までのお申込みでチケット利用は5枚、 
      お休み時のチケット発行は1枚/日です。 
 

日程 内容 

8/16（水） 音楽制作 Ipad/PC でつくろう！  

8/17（木） 動画はどんなのがいい？ Ipad/PCで編集！ 

8/18（金） あわせて、プロモーションビデオ IT力を駆使してかっこいいのをつくるぞ！ 

＊ 途中休憩で英語の遊びをいれたりします。（ベストバデイ式） 



3(9) 英語でゲーム  
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英語 
1日のみ 8:30-13:00 
含まれるもの：ランチ 
準備するもの：水筒 
成果物：単語＆センテンスリスト 
対象：年長～小6 
料金：会員/非会員 4,500円+消費税  
  ＊会員は６/１７(土）までの申込みで５％Off 
  ６/１７（土）までのお申込みでチケット利用は 
      1枚、お休み時のチケット発行は１枚/日です。 

日程 内容 

8/21 （月） カードやバルーンを使ったゲームやＰＣ・ＩＰａｄを使ったゲーム・競争をしてバンバン
英語で発話します。 
ベストバデイの通常クラスで人気のアクテイビテイを集めてみました。 



3(10) 英語で科学実験2  
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英語 
1日のみ 8:30-13:00 
含まれるもの：ランチ 
準備するもの：水筒 
成果物：科学実験レシピに感想コメント 
対象：年長～小6 
料金：会員4,500円+消費税  非会員4,800円+消費税 
 ＊会員は６/１７(土）までの申込みで５％Ｏff 
  ６/１７（土）までのお申込みでチケット利用は1枚、 
      お休み時のチケット発行は１枚/日です。 

日程 内容 

8/22 （火） スプリングプログラムで人気の科学実験をもう一度。 

波紋こしょう！ 水と油と炭酸 重いのはどれ？ オレンジバルーン バーン！ そし
てみんなでリレー大会なぜに？ 

＊ 途中休憩で英語の遊びをいれたりします。（ベストバデイ式） 

＊ 大きな音がでますので音に弱いお子様はご相談ください。 



3(11) 英語でブロックづくし 
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英語 
1日のみ 8:30-13:00 
含まれるもの：ランチ 
準備するもの：水筒 
成果物：作品の写真データ 
対象：年長～小6 
料金：会員/非会員4,500円+消費税 
 ＊会員は６/１７(土）までの申込みで５％Off 
  ６/１７（土）までのお申込みでチケット利用 
      は1枚、お休み時のチケット発行は１枚/日です。 

日程 内容 

8/23 （水） レゴ・キュービック積み木・Georell・JOVO・恐竜ニューブロック・MarbleMania・
IQKEY・KAPLA・パターンブロックなどなど  子ども心をぐっとひきつけるブランドがた
くさん。 英語で思う存分夢中になってください～ 



3(12) 読書感想文/絵日記 駆け込み寺  
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日本語 
2日間コース 8:30-13:00 
含まれるもの：ランチ 
準備するもの：水筒、筆記用具、自分の課題に必要なもの
（本・原稿用紙・本は読んでくる） 
成果物：読書感想文/絵日記 
対象：小1～小6 
料金：会員/非会員：13,500円+消費税 
 ＊会員は６/１７(土）までの申込みで５％Off 
  ６/１７（土）までのお申込みでチケット利用は3枚、 
      お休み時のチケット発行は1枚/日です。 

日程 内容 

8/24（木） 『描写』をたくさん発話し頭を柔らかくする、構成を考える 

8/25（金） ポイントは３つ！書き出し/気持ちは書いてはいけない/未来につながる結び！ 
賞をもらおう！ 

＊ ソフアでゆったりしたり、途中休憩で遊びをいれたりします。（ベストバデイ式） 



3(13)(14)(15)(16) 夏休みプレキッズコース体験♬ 

©2016 BestBuddy 17 

英語 
1日のみ 9:30-12:30 
（複数日数こられてもかまいません） 
含まれるもの：クラフトの材料、飲み水 
準備するもの：なし、楽しむ気持ちのみ 
成果物：作成したクラフト 
対象：年長 
料金：会員/非会員4,500円+消費税/日 
  

日程 内容 

8/5 （土） 
8/12 （土） 
8/19 （土） 
8/26 （土） 

通常のプレキッズコースにご参加ください。お子様の場所見知りがある場合は保護者の方
もいっしょに参加いただいてかまいません。 

ベストバディマジックをお楽しみください。 

出入り自由です。 
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4 お申込み方法 

サマープログラムご案内ホームページのオレンジ色お申込みボタンからお申込みください。 
http://www.bestbuddy.co.jp/theme121.html 
 
 
 
問合せ内容欄に以下をご記載ください。 
【タイトル】 
【ご希望のＮｏ】 
【参加されるお子様の氏名と学年】  
 
 例 
 【タイトル】サマープログラム申込み 
 【ご希望のＮｏ】(1)(2)(4)(5)(9) 
 【参加されるお子様の氏名と学年】野本××子（小1） 
 
確定の連絡を折り返し致します。 
確定連絡後にPaypalにて請求書を送付しますので、３日以内のご決裁をお願いします。 
 
会員は6/17（土）までのお申し込みは早割として５％Offまたはお友達チケットを利用
（当月固定月極利用の会員のみ）できます。 

http://www.bestbuddy.co.jp/theme121.html
http://www.bestbuddy.co.jp/form.php?fN=frm1448353516

