
週間テーマ Mon Tue Wed Thurs Fri Sat Sun

7/23 "Australia" 〜オーストラリア〜 24 "New Zealand" ～ニュージーランド～ 25 "Antarctica"  〜南極〜 26 "Fiji"   〜フィジー〜 27 "Papua New Guinea" ～パプアニューギニア～ 28 29

無料イベント

30 "Canada" 〜カナダ〜 31 "Mexico" 〜メキシコ〜 8/1 "U.S.A" 〜アメリカ〜 2 "Brazil" ～ブラジル～ 3 "Peru" ～ペルー～ 4 5

無料イベント ペルー楽器づくり　／　スイーツクッキング

6 "Egypt"　　　　～エジプト～ 7 "Ghana" ～ガーナ～ 8 "Madagascar" ～マダガスカル～ 9 10 11 12

13 "Philippines" ～フィリピン～ 14 "Korea" ～韓国～ 15 "Japan" ～日本～ 16 "India" ～インド～ 17 "Indonesia" ～インドネシア～ 18 19

無料イベント 無料イベント

20 "England" ～イギリス～ 21 "Denmark" ～デンマーク～ 22 ”France" ～フランス～ 23 "Spain" ～スペイン～ 24 "Germany" ～ドイツ～ 25 26

無料イベント 無料イベント

■注意事項■
4) 汚れてもよい服装でお越しください。

2) イベントの進⾏状況により英語レッスンの実施時間が変更になる場合がございます。5) 基本的に毎⽇午前中に外遊び（30分〜1時間程度）を⾏います。
3) 上記のスケジュールは天候やその他の事由等により変更になる場合がございます。

　2018年度　サマースクール　スケジュール表

フィジーから飛行機でわずか4時間半、パプ
アニューギニアへ！毎年恒例の陶芸体験の後
は、パプアニューギニアの様々な部族になり
きって、暮らしや文化を体験しよう！

アトリエの先生による
陶芸ワークショップ

南北アメリカ大陸、最後の国はペルー。今日はペ
ルーの有名な楽器を手作りし、音楽会を開催しま
す♪
また、デザート作りでは、ペルーで有名な食べ物
を使って美味しいおやつを作って食べます！

熱帯の国、インドネシアへ！今日はインドネシア
レストランへ行き、インドネシア料理を堪能しま
す！その後は、インドネシアに生息する珍しい動
物などのの楽しいアクティビティでアジア大陸最
後の日を満喫しよう！

インドネシア　レストランにて昼食
遠足：レストラン
「アンバラマ」

ヨガはインド発祥の地です。今日はヨガの先
生にキッズヨガを教わります。ヨガポーズに
挑戦してみよう！リラックスをした後は、イ
ンドで有名なドリンク作りにチャレンジしま
す！

キッズヨガワークショップ
遠足：クレオ中央

手作り作家の先生を招いて、スペインで実際に使
われていた"あるもの"を再利用し、家庭で使う可
愛いグッズを作ります♪ワークショップ後はスペ
イン語にチャレンジ！さあ、どれくらい分かるか
な？！

ボウリング大会
遠足：桜橋ボウル

Let's travel around the world !
この夏のまなびおキッズのサマースクールでは、みんなで世界旅行へ出発進行！毎日違う国へ出かけ、その国の国旗や地理、言葉や食生活、動物やスポーツなどを

遊びやアクティビティを通して学んでいきます。子どもたちが様々な国や文化に触れる事で、世界に興味が広がっていく事でしょう。
世界の７大陸を旅行し、夏休みに訪れる国はなんと２０カ国以上！さあこの夏、みんなで世界一周旅行をしよう！

English Adventure Camp!

自然体験サマーキャンプ（奈良県御杖村）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

南極大陸へ冒険に出発！南極大陸はどんなと
ころかな？ 南極にいるあの可愛い動物になり
きってダンスに挑戦！その後は南極ならでは
の冷たいスイーツでひんやり過ごそう♪

プロダンサーによる
HIPHOPダンスワークショップ

遠足：クレオ中央

アメリカンレストランへ行って、皆でアメリカン
料理を食べよう！その後は、アメリカの先住民族
の衣食住を学びます。インディアンが身につける
ものを作り、アメリカの事をもっと知ろう♪

アメリカンレストランにて昼食
遠足：レストラン

「Good Provision」

マダガスカルは沢山の動物が生息している事で有
名です。今日は動物博士になり、みんなで動物探
検へ出発！また、アフリカ大陸中に沢山生えてい
る多肉植物を植え、コケ玉作りに挑戦します！

夏休み最後の日は、毎年大人気のボウリング大会
を開催します！昔、ドイツではボウリングのピン
は9本だったそうです。ボウリングを楽しんだ後
は、ドイツの有名な食べ物を食べ、最高の夏の締
めくくりをしよう♪

私たちが住む国、日本へ帰ってきました！今
日は毎年恒例の"まなびおキッズ夏祭り"をし
ます♪日本の浴衣や甚平を着て、まなびお
キッズで日本のお祭りを楽しみましょう！

縁日遊び

ボンジュール！これは、フランス語で、「こ
んにちは」といいます。今日はフランスへ
やって来ました！フランスでは有名なエッ
フェル塔を作ったり、フランスのスポーツに
チャレンジしたり、子どもの遊びなどをした
り盛り沢山な1日です！

今日は南国の島、フィジーへ！フィジーには
たくさんのトロピカルフルーツがあります。
沢山のフルーツを使って、ケーキ作りを楽し
もう！

噴水遊び
遠足：鶴見緑地公園

アフリカ大陸の中で有名な国、エジプトへ到着！
今日はアフリカ布を使ってあるものを作ります♪
アフリカ布ってどんな柄かな？また、ピラミッド
の不思議を探り、エジプトについて沢山知ろう！

アフリカ布でものづくり

アジア大陸、1か国目は、フィリピンへ！
フィリピンは、なんと７０００以上の島があ
ります。美しい島々や海を巡り、その後は
フィリピンのボードゲームにチャレンジ！
ゲームで沢山頭を使った後は、美味しい南国
スイーツでゆったり過ごそう♪

今日はイギリスの伝統習慣である「アフタ
ヌーンティーパーティ」を開きます♪ イギリ
スの古典的なマナーを学びながら英国のお茶
とお菓子を楽しみましょう♪ また、イギリス
の童話やスポーツで1日満喫します！

手作り作家による
エコハンドメイドワークショップ

料理専門家による"カカオ"を使った
クッキングワークショップ

遠足：クレオ中央

日本のお隣の国、韓国へ出発！ 韓国は、日本
の暮らしと似ているところがたくさんありま
す。今日は韓国の子どもたちが実際に遊んで
いる遊びを体験し、その後には韓国の伝統的
な楽器を製作をします。

光をテーマとした「未来の遊園地」へ遠足へ
行きます。デンマークで有名な小人（トロー
ル）になり、みんなで小さな世界の大冒険へ
レッツゴー！

チームラボ★未来の遊園地
遠足：あべのハルカス美術館

羊毛を使ったアートアクティビティ
スイーツクッキング

映画「リメンバー・ミー」のお話になったメ
キシコのお祭り「Día de Muertos」をお祝
いしよう♪カラフルなお祭りにぴったりのサ
イエンスワークショップも必見です！

理科専門講師による
サイエンスワークショップ

ガーナと言えば、チョコレートですね。今日はカ
カオを使ったクッキングを料理専門家の先生に教
わります。また、ガーナで有名な"あるもの"を見
つける宝探しにチャレンジ！ ワクワクドキドキな
１日です！

Brown Bear "English Summer Camp!"

多肉植物を使ったコケ玉作り
ワークショップ

元辻調理製菓専門学校講師
パティシエによる

スイーツワークショップ
遠足：クレオ中央

２年前に夏季オリンピックが開催されたブラジ
ル。ブラジルではどんな言葉を話すのかな？ 今日
は、ブラジル発祥のスポーツをして遊んだり、
ゲームをしてブラジルを満喫する1日です！

1) 英語レッスンは、毎⽇45分間のレッスンを2レッスン実施します。

6) 8/1,8/17の昼⾷はレストランにてとりますので、お弁当は不要です。

オセアニア
＆
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Week

北アメリカ
＆
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アフリカ
大陸

Week
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Week

ヨーロッパ
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Week

さあ、待ちに待った夏休みの始まり！ 一番初めに
訪れる国は、オーストラリア！ オーストラリアとい
えば可愛い動物がいっぱい。動物にまつわる楽し
いアクティビティや先住民族アボリジニアートで
オーストラリアを満喫しよう！

カナダには壮大な自然が沢山あります。カナ
ダで有名な"ナイアガラの滝"に入った噴水遊
びの後は、カナダの有名なおやつを作って皆
で食べます！

オーストラリアのお隣の国、ニュージーラン
ドへ♪ ニュージーランドの有名な動物のアー
トアクティビティやスイーツを楽しみます。
また、伝統のあのダンスにも挑戦です！

有料イベント


