
Touchdown
flipEnglish 

Presents

Sep 23-24, 2017(祝/日) 
　　　　　      9:30受付ー13:00解散 

小４年生ー高校生 
¥8,800 

定員40人 
お早めに申し込んでください！ 
	 	 


 場所:  関西学院千刈キャンプ 
〒669-1507　兵庫県三田市香下1817-1

英語キャンプ

Bi-lingual ・ バイリンガル   　   　International ・ 国際的   　   　Fun ・ 楽しい

Lunar Lander English Camp
タッチダウン

Can you land your astronauts safely on the moon?
あなたは宇宙飛行士を月に安全に着陸させることができますか？

Peter Thomson 
flipEnglish 

Lead Teacher

Touchdown: Lunar Lander English Camp is an exciting, active English camp 
for students. Bi-lingual camp staff encourage campers to use teamwork and 
creativity to overcome challenges. We use games, songs, and hands-on 
science projects to help students use and learn English. Come join us!

タッチダウン: ルナーランダー英語キャンプは、生徒にとって楽しい、活動的な英語
キャンプであります。バイリンガルであるキャンプスタッフは、キャンプ参加の皆さん
が課題を乗り越えられるためにチームワークと想像力を発揮できるよう励まします。こ
のキャンプではゲーム、歌、それから科学実験を通して英語を学びます。

どうぞぜひご参加ください！


Fo

r m
ore information

ウ
ェ
ブ サ イ ト を ご 覧 く

だ さ
い

flipEnglish英語教室　兵庫県三田市あかしあ台５−６−２

7月15日までに申し込むと 
割引があり、¥8,000になります!



参加費 
■キャンプ参加費に含まれるもの：料金¥8,800。この中には英語レッスン、宿泊、食事、お菓子と保険代が含まれています。 
■キャンプ参加費に含まれないもの：キャンプまでの交通費。また、送迎は各ご家庭でお願いします。 
割引：7月15日までにキャンプ参加費をお支払いいただいた方には、¥8000に割引きさせていただきます。(800円お得です！) 

お申込み条件 
お子様(20 歳未満)のご参加については、保護者自筆の参加申込書が必要です。 
教室でお申込みの場合、所定の申込書(保護者自筆)の提出とキャンプ参加費のお支払いをお願いします。 
ファックスにてご予約の場合、6日以内に申込書とキャンプ参加費をお支払いください。期間内に申込金のお支払いがなされなかっ た場合、当法人はご予約
はなかったものとして取扱います。 

キャンセル料について 
キャンプ開始日の前日から起算して 
10 日以前は無料,  
10 日~5日前まで参加費の20% 
4日~キャンプ前日まで参加費の50% 
キャンプ開始当日参加費の100% 

最少催行人員 
このキャンプの最少催行人員は１５人です。これに満たない場合、キャンプを中止することがあります。その場合、キャンプ開始日の前日から起算して13日
目に当たる日より前にキャンプを中止する旨をご連絡いたします。 

What to bring: 着替え、帽子、歩きやすい靴(サンダル禁止)、パジャマ、タオル、洗面用具、バスタオル、筆記用具、虫除け、かゆみ止め、健康保険証写
し、おやつ、懐中電灯 

親と家族はルナーランダーの着陸を見るために、日曜日の朝に来ていただけます！後に、食堂で一緒に昼ごはんを食べます。(¥670/一人)

お問い合わせは、 
トムソン・ピーターへお願い致します。

peter@flipenglish.com
0r…

Application deadline: September 2, 2017  
申込書はインターネットで 

ダウンロードしてください。

flipEnglish has a simple belief that some of the best learning is 
organic, spontaneous and fun. We are committed to helping 
students develop better communication skills through a 
combination of education, passion and fun.


This camp is based on three basic principles…

MASTER ENGLISH SKILLS! Our desire is for every student to 
learn the English skills they need to communicate well. In the 
context of communication, we teach the necessary grammar, 
vocabulary, pronunciation, intonation and writing skills.


DEVELOP SELF-CONFIDENCE! We want our students to have 
confidence in themselves and their English abilities. We desire for　
students to know their personal value, and for all to speak English 
with confidence.


HAVE FUN! We want students to develop a healthy attitude 
towards English. English is not just about ‘study’, its about 
communicating. We have fun at camp, which we believe leads to 
success.


Camp Challenge 
Design and build a shock-absorbing system that will protect two 
“astronauts” when they land. In this challenge, students follow the 
engineering design process to: (1) design and build a shock-
absorbing system out of paper, straws, and mini-marshmallows; 
(2) attach their shock absorber to a cardboard platform; and (3) 
improve their design based on testing results.


This camp uses curriculum created by NASA for use in schools across America. It 
promotes design, critical thinking and teamwork. 


flipEnglishは、”最高の教育とは自然で自発的で楽しいものである”と信じて
います。私たちは教育と情熱と楽しみという３つを組み合わせることによっ
て、みなさんがより良いコミュニケーション能力を発達させる事が出来るよ
うに、心を込めて援助いたします。


このキャンプは三つの教育理念を持ちます…

「英語能力をマスターしよう！」私たちの願いは、すべての生徒がうまくコ
ミュニケーションをとれるようになるための英語能力を学び、身につけるこ
とです。コミュニケーションに必要不可欠である文法、単語、発音、そして
イントネーションを教えます。


「自信を持って！成長しよう！」私たちは生徒のみなさんが英語能力に自信
を持てるようになってほしいです。生徒が、自身の価値を理解し、自信を持っ
て英語を話せるようにと願っています。


「楽しもう！」私たちは生徒が英語に対していい心構えを持つようになって
ほしいです。英語は「勉強」だけではなく、コミュニケーションをとるため
のものです。キャンプで楽しむことが成功へと導くと信じています。


キャンプの課題 
宇宙飛行士が着陸した時に守ってくれる ”衝撃をやわらけるシステム” をデ
ザインし作ります。この課題では、生徒たちは機関学デザインの手順に従い
ます: (1)”衝撃をやわらけるシステム” を紙、ストロー、ミニマシュマロから
作る; (2) 襲撃を消化するものをダンボールにつける; (3) デザインを実験の結

果からより改良する。


このキャンプでは、NASAがアメリカの学校のために作られた教育課程を使いま
す。デザイン、批評の考え、チームワークを進めています。

Lunar Lander English Camp
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