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1. (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)は小学生が対象、 (11)年長と小学生が対象、 (12)(13)(14)は
年中～年長が対象です。

2. (1)～(11)は、すべてに手作りランチ付です。
3. 平日の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。
4. 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。

5. 7/5（木）までのお申込みについて、全ての会員が早割料金で5％OFFとなり、固定月極利用会員
（申し込み時＋利用時）はお友達チケットも使用できます。 料金及び必要なチケット枚数につい
ては別途詳細ページをご確認ください。

6. 固定月極利用の会員で料金をお支払いただいてお申込みのお子様のみ、病気でやむなくお休みに
なり当日8:00までにご連絡いただいた場合は、お友達チケットを差し上げます。 枚数は1枚/日と
なります。チケットを使用してお申込みの場合は発行されません。＊アフタースクールをチケット
で確約してもらう方法は従来通りとなります。

7. 月極でプレキッズをご利用のかたは通常通りとなります。
8. 会員・非会員ともキャンセル不可となります。
9. 当プログラムはすべての料金に消費税が別途かかります。
10.お支払いはPaypalメールを送信しますので、Paypalまたはクレジットカードでご決裁をお願いし

ます。
11.定員になり次第募集終了となります。
12.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。

1 Terms & Condition
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2 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。

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】
【ご参加されるお子様の氏名と学年】

例
【タイトル】2018サマープログラム申込み
【ご希望のNo】(1) (3)

【参加されるお子様の氏名と学年】野本××子、小1

確定連絡としてPaypalにて請求書をメールしますので、３日以内のご決裁をお願いします。（コメン
ト欄の条件をご確認ください。）満員になってしまった場合はメールでその旨をお知らせします。

＊月極固定会員でお友達チケットをご利用の場合は、通常通り、日時とＡ（2018サマープログラム希
望Ｎｏ)を裏書してご持参ください。ご持参いただいた際に確定の回答をいたします。

＊お友達チケット発行の条件が通常とは異なりますのでTerms & Condition のご確認をお願いします。



3 日程表：午前プログラム,プレキッズ体験
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月 火 水 木 金 土 日

7/23 7/24 7/25 7/26 7/27 7/28  (12) 7/29

(1)BB英語音読
3ケ月レビュー

(2)夏休みの計画表作り＆学習スタートダッシュ (3)英語で
科学実験１

プレキッズ体験
9:30-12:30

お休み

7/30 7/31 8/1 8/2 8/3 8/4 (13) 8/5

(4)英語でグローバルボードゲーム
チェスを攻略！

(５)英語で流しソーメン大会！プランナーになっ
ちゃおう！

プレキッズ体験
9:30-12:30

お休み

8/6 8/7 8/8 8/9 8/10 8/11 8/12

(6)IT力強化！英語でミュージックプログラミング！ (7)小学生新聞
びっくり活用法

(8)英語でラン
チクッキング

お休み お休み

8/13 8/14 8/15 8/16 8/17 8/18  (14) 8/19

(9)読書感想文・絵日記駆け込み寺 (10)英語で
科学実験２

(11)英語で
ゲームゲーム

プレキッズ体験
9:30-12:30

お休み
キャンプ

8/20 8/21 8/22 8/23 8/24 8/25 8/26

キャンプ キャンプ キャンプ キャンプ キャンプ プレキッズ
キャンプ

お休み

サマープログラムは8:30～13:00 です。赤枠は英語、青枠は日本語です。サマープログラムはすべてランチ付きです。
月～金の13:00以降は通常通りのアフタースクールとなります。キャンプ期間中は通常のアフタースクールはありません。
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日程 内容

7/23(月) 4月から、朝晩、そしてＢＢのアフタースクールで、18:00からのＢＢ英語音読で、毎日数回音
読してきたテキストを、何冊かピックアップして復習します。ＢＢ流家庭学習音読の仕方の練習。
そして内容理解には意訳で確認。
ほとんどの子が読めていますが、内容理解までおいついていないお子様が半分ぐらいいます。
忘却曲線にそって理解度を定着させます。理解すれば、さらに楽しくなります。
帰ったら、ぜひ、ご両親に 意味を理解しながらの音読披露を楽しみにしていてくださいね。

4(1) ＢＢ英語音読3ヶ月レビュー

日本語/英語
１日のみ ８：３０－１３：００

含まれるもの ランチ
持ち物 水筒、筆記用具（赤・青えんぴつ）

L3以上は3ケ月分のテキスト持参のこと
成果物 弱点単語リスト
対象 小1～小6
料金 会員限定４,５００円＋消費税

会員は7/５(木）までのお申込みで5％OFF
チケット利用は１枚です。

＊レベル混合で実施したり、レベルごとに確認したり、友達どうしでのチェックをしてもらったりします。集中
力を高めるＢＢ流サンドイッチ方式で実施します。異なるレベルの子をみて刺激もうけます。
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日程 内容

7/24(火) 夏休みに実施することを自分で考え、抜け漏れがないように、そしてどのくらい実施することがあるのか見える
化することで深く理解することができます。まず、個別に計画の概要理解をし、骨子をつくります。

7/25(水) 前日につくった骨子をもとに、詳細をつめていきます。きれいにつくるということがいかに難しいか。集中力・
忍耐力も身につきます。自分で書くので表の見方も身につきます。

7/26(木) 作成したら代表面談。３つの具体的な目標を考え宣言してもらいます。

4(2) 夏休みの計画表作りとコミットメント

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
持ち物 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（赤・青えんぴつ）
夏休みの宿題・課題一式

成果物 作成した夏休みの計画表、３つの具体的目標
対象 小1～小6
料金 会員18,000円＋消費税 非会員20,000円＋消費税

会員は7/５(木）までのお申込みで5％OFF
チケット利用は4枚です。

＊レベル混合で実施したり、レベルごとに確認したり、途中で遊びを入れたりします。集中力を高めるＢＢ流サ
ンドイッチ方式で実施します。
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日程 内容

7/2７(金) 今回初めての実験を３つ！ 今度は何をするのかお楽しみ。
今までの科学実験を参考にしてみてくださいね。
ベストバディの科学実験はうらぎりません！ どきどき

4(3) 英語で科学実験１

英語
１日のみ ８：３０～１３：００

含まれるもの ランチ
持ち物 水筒
成果物 科学実験レシピ
対象 小1～小6
料金 会員４,５００円＋消費税 非会員５,000円＋消費税

会員は7/５(木）までのお申込みで5％OFF、
チケット利用は１枚です。
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日程 内容

7/30(月) 世界中でチェスは親しまれています。今回のオーストラリアキャンプの宿泊先のYHA中庭にも大
きなチェスがおいてあり、人が駒になって遊べるようになっています。自然に楽しみたいですね。
チェスができると、人の輪も広がります。
さらに、将棋・囲碁・チェス・オセロは思考力を伸ばし、戦略力を高めます。
チェスに関する語彙をカードゲームをはさんで理解していきます。
Ipadゲームで実際に駒がどう動くのか楽しみながら実体験！

7/31(火) チェス界のスーパーチェスキッズをみて興奮！
昨日ならったことを再復習！
いよいよ本物のトーナメントへ、だれがBBトップになるかな。

4(4) 英語でグローバルボードゲーム・チェス攻略！

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
持ち物 水筒
成果物 チェス用語シート
対象 小1～小6
料金 会員/非会員 13,500円＋消費税

会員は7/５(木）までのお申込みで5％OFF
チケット利用は3枚です。
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日程 内容

8/1(水) 流しソーメンの動画を鑑賞。ブレインストーミングをしてショッピングリストを作ります。

8/2(木) ショッピングリストをもとにスタッフといっしょにお買い物。そして翌日の準備をします。ヨー
ヨー釣りの準備はものすごくわくわく。ヨーヨーがうまくふくらまない～

8/3(金) そうめんを流す竹のセッテイングをして、最終準備です。ヨーヨーの釣糸は、センテンスを間違
えなく5回言えたらもらえます。みんな毎日必死で覚えるので笑っちゃいます。

4(5) 英語で流しソーメン大会！プランナーになっちゃお！

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日目は流しソーメンのランチ
持ち物 水筒
成果物 準備リスト、ヨーヨー（釣れますように）
対象 小1～小6
料金 会員/非会員 2２,500円＋消費税

会員は7/５(木）までのお申込みで5％OFF
チケット利用は5枚です。

＊英語の遊びを途中に入れながら関連する単語やセンテンスをどんどんインプットしていきます。
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日程 内容

8/6(月) 公園に遊びにいって動画制作、PCで編集

8/7(火) 音楽制作、アプリを使ってベートーベン！

8/8(水) 動画と音楽を統合してプロモーションビデオを作ります、ＩＴ力を駆使してかっこいいのをつく
るぞ

4(6) IT力強化！ 英語でミュージックプログラミング

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
持ち物 水筒
成果物 作成した動画
対象 小1～小6
料金 会員/非会員 2２,500円＋消費税

会員は7/５(木）までのお申込みで5％OFF、
チケット利用は5枚です。

＊英語の遊びを途中に入れながら関連する単語やセンテンスをどんどんインプットしていきます。
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日程 内容

8/９(木) 毎日のＣコースでおおはやりの山手線ゲーム！おかしをつまみながら楽しみます。
環境問題か、米朝首脳会談か、地震か・・・ 話題はお楽しみ
Ｗｅｂサイトを確認したり、1年生でも社会問題に強くなります。
まずは、通常のＣコースでならしてからもありですね。

4(7)小学生新聞びっくり活用法

日本語
１日のみ ８：３０～１３：００

含まれるもの ランチ
持ち物 水筒
成果物 本日の話題資料
対象 小1～小6
料金 会員４５００円＋消費税 非会員５000円＋消費税

会員は7/５(木）までのお申込みで5％OFF、
チケット利用は１枚です。
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日程 内容

8/10(金) ランチの計画立案→ 買い物リスト→買い物→いよいよ調理→自分で作ったものはおいしいね→
お片付け
クッキングは重さを計ったりして科学実験的です。

グローバルな食卓を体験しよう！ どんな料理かはサプライズ！

4(8)英語でクッキング

英語
１日のみ ８：３０～１３：００

含まれるもの ランチ
持ち物 水筒、エプロンと三角巾、手ぬぐいタオル
成果物 買い物リストとランチョンマット
対象 小1～小6
料金 会員４,５００円＋消費税 非会員５,000円＋消費税

会員は7/5(木）までのお申込みで5％OFF、
チケット利用は１枚です。

＊英語の遊びを途中に入れながら関連する単語やセンテンスをどんどんインプットしていきます。
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日程 内容

8/13 (月) 『描写』をたくさん発話し頭を柔らかくする、構成を考える。
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！

8/14 (火) ゴーギャン・ピカソ・五十嵐光昭＠Ipadで鑑賞
『ピンポイント画』『丁寧に、実物通り』画家をまねるのです。

8 /15 (水) 自分がもっとも表したいことをタイトルに！
昨年も、ぞくぞく賞をもらいました。今年も、感じたままに書く！

4(9) 読書感想文/絵日記 駆け込み寺
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
持ち物 水筒、筆記用具（赤＆青えんぴつ）、

自分の課題に必要なもの
（本・原稿用紙・本を読んでくる）

成果物 読書感想文/絵日記
対象 小1～小6
料金 会員/非会員18,000円＋消費税

会員は7/5(木）までのお申込みで5％OFF
チケット利用は4枚です。

＊ソフアでゆったりしたり、途中休憩で遊びを入れたりします。（ベストバデイ流）
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日程 内容

8/16(木) この実験は一度はでておくべき。
昨年No1の英語で科学実験。
2回目の子は科学実験レシピを読んできてね。さらに英語力が高まります。リピートがとにかく
大切です。

大人も意外にまちがいます。食器洗いのお手伝いしている子は応用できるんだけどね。
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 きゃ～ そしてみん
なでリレー大会！ なぜに？

4(10) 英語で科学実験２

英語
１日のみ ８：３０～１３：００

含まれるもの ランチ
持ち物 水筒
成果物 科学実験レシピ
対象 小1～小6
料金 会員４,５００円＋消費税 非会員５,000円＋消費税

会員は7/5(木）までのお申込みで5％OFF
チケット利用は１枚です。

＊英語の遊びを途中に入れながら関連する単語やセンテンスをどんどんインプットしていきます。
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日程 内容

8/17(金) 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ィを集めてみました。

4(11) 英語でゲームゲーム

英語
１日のみ ８：３０～１３：００

含まれるもの ランチ
持ち物 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４,５００円＋消費税 非会員５,000円＋消費税

会員は7/５(木）までのお申込みで5％OFF、
チケット利用は１枚です。
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日程 内容

7/28(土）
8/4（土）
8/18（土）
のうちお好み
の2日間

自己紹介、お天気、トレジャーゲーム、ミステリーボックス、読み聞かせ、クラフトなど
夏休みのショート幼稚園留学しませんか？

4(12)(13)(14) プレキッズコース体験

英語
お好みの2日間に参加 9：0０～１2：3０
(どの組み合わせでもかまいません）
含まれるもの クラフトの材料、飲み水
持ち物 なし、楽しむ気持ちのみ
成果物 作成したクラフト
対象 年中、年長
料金 会員/非会員 14,000円＋消費税

会員は7/５(木）までのお申込みで5％OFF、
兄姉チケット使用可4枚です。


