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ＰＥＰKIDS
ペ ッ プ キ ッ ズ

！ サマースクール 2018 概要《一般》 

 PEP キッズ サマースクールにご参加をご検討の皆様は、必ず概要をご一読の上、お申し込みください。 

概要目次 

１）−１ PEP キッズが大切にしていること 

−２ サマースクール・サマーキャンプ 2018 こどもたちへ 

２）−１ 手続きについて 

—２ キャンセルについて 

３）−１ プログラム詳細 

—２ 出欠連絡 

—３ 集団生活と注意事項 

—４ 持ち物 

４）−１ 保険について 

—２ 緊急時対応 

１）—１ PEP キッズが大切にしていること 

１） 一つ一つ実体験を重ねていくことを大切にしています 

見て・聞いて・読んで学べることもありますが、時間のある長期休暇は「自分で体験をすることから得る学び」を重ねていくよい機会です。大人

が先回りをして言葉を掛けて成功したことや、危険なものを取り除いて安全なフィールドを用意して成功することは、純粋な実体験とは言えま

せん。実体験とは、体験を通して五感が働き、頭だけではなく全身で獲得していく体験のこと。自然の中で「痛い」「寒い」「暑い」「いやだな」

「気持ちよい」「きれい」「聞こえた」「おいしい」「くさい」等と感じること、そして「なんだろう」「どうしてだろう」「どうなるんだろう」と考えることで、

徐々に経験として身についていきます。 

例えば、山登りの時に子どもたちはどんな体験をしてるのでしょう。山の様子・音や風や天候、場所によって遊歩道が朽ちていることを知る、

坂を登る・坂を下る・岩や根っこをよけて歩く、山登りの服装と暑くなった時の服装の調整、山のルール（下山者が先、挨拶、ゴミ）、疲れた時

の気分転換方法などを知ります。いくつもの体験を全身で積み重ね、次に同じような体験した時に前の体験と重ね合わせ、自分の判断で行

動を始めることが出来ます。「あの時はこうしたから、今度はこうやってみよう！」「あの時うまくいったから、こうするといいんだったよね！」「そうだっ

た！また同じことくりかえしてしまった」と自分で考えて行動することへとつながっていきます。 

２）“様々な人との関わりから学ぶこと“を大切にしています 

PEP キッズのスプリング＆サマースクールでは、年齢、性別、在籍小学校、国籍の異なる仲間（小学生）が参加します。また、様々な分野で

豊かな経験を持つスタッフ、子どもたちと斜めの関係で接する学生スタッフが共に時間を過ごし、共に学びます。PEP キッズのスクールは参加

するすべての人たちで作り上げていくもの。作り上げるためには一人一人が相互理解をしなくてはなりません。一つの集団の中で、「聞く」「伝え

る」「議論する」「共感する」事を繰り返しながら、それぞれのコミュニケーションを深めていける場をつくります。どうしてそう言ったのだろう、どうした

ら気持ちが伝わるんだろう、こうしてもらったら嬉しい気持ちになるなぁ、これはされたらいやだなぁ等、人と人とが関わることで生まれる気持ちを

知り、行動することこそがコミュニケーションです。それを実践する場が、PEP キッズのスクールにはあります。 

３）数日かけて学びあうプログラム構成とスタッフによるサポートを大切にしています 

出会った仲間とどのような１週間・2 泊 3 日を過ごすか。楽しいことを詰め込むプログラムではなく、目的に向かって子ども達が段階的に学ぶこ

とができる内容と、仲間と少しずつコミュニケーションを深めながら学びあえる内容を組み込んだプログラム構成となっています。初めて参加する

時は、不安に思ったり、緊張もすることでしょう。スタッフは、スクールのファシリテーターとなり、最終日に「こんなことできた！」「こんな仲間ができ

た！」と話せる環境を、適切な声がけでサポートします。 
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１）—２ サマースクール・サマーキャンプ 2018 こどもたちへ 

１） 自分のことは自分で行うよ！ 

サマースクール・キャンプに必要な自分の荷物は自分で準備しよう。（親はサポートやアドバイスを） 

サマースクール・キャンプが始まったら、どんな活動をするか（スケジュール確認）、次に必要な荷物は何か・しまっておく荷物は何か（自分

の荷物は自分で管理）、楽しい場所だからこそ今そこに行っていいか・今それを使っていいか・足元は大丈夫か・考えて行動してみよう。

困ったときは、先生がいつでもサポートするよ。相談してね。 

２） たっぷり感じる！やってみる！ 

森の中に身をゆだねてみよう。見る・聞く・嗅ぐ・味わう・触れることをたくさん体験してみよう。感じたことを言葉で表現してみよう。 

やれるかわからない、でもちょっとでもやってみよう！不安な時は先生や仲間がサポートするよ！ 

３） 仲間がいるよ！ 

仲間を信じよう。仲間に助けてもらおう。仲間を助けよう。仲間と語り合おう。仲間と笑おう！ 

２）—１ 手続きについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）—２ キャンセルについて 

 

 

 

 

 

 

過去に PEPKIDS サマースクール・キャンプ・ 

スプリングスクールに参加したことがある方 

サマースクール・キャンプ概要・プログラムをご一読ください。 

初めて PEPKIDS サマースクール・ 

サマーキャンプへご参加希望の方 

 

ホームページにて利用規約をご確認の上、申込書をダ

ウンロード、メール送付ください 

 

ホームページにて利用規約をご確認の上、申込書を

ダウンロード、メール送付ください 

 

事前説明・来所日程の調整 

（遠方から参加の方はメール、スカイプまたはラインで事前説明） 

※お子さんの普段の様子や体調（アレルギー）などを教えてください。

集団活動が難しく受け入れができないと当方で判断する場合には参

加をお断りさせていただく場合があります。生活をともなう集団での活

動になりますのでご了承ください。 

内容確認後、参加費に関する振り込み連絡をします 

1 週間以内に振り込み手続きをお願いします 

PEPKIDS がご入金確認した時点で、参加確定です。 

参加者事前連絡メールを送付します。 

ペップキッズサマースクール・キャンプでは、参加に係る準

備をお子さん自身が行うことをおススメしています。子ども

用持ち物チェックリストを送付しますので、ぜひご活用いた

だき準備する期間も楽しんでいただきたいと思います。 

内容確認後、参加費に関する振り込み連絡をします 

1 週間以内に振り込み手続きをお願いします 

PEPKIDS がご入金確認した時点で、参加確定です 

参加者事前連絡メールを送付します。 

ペップキッズサマースクール・キャンプでは、参加に係る準

備をお子さん自身が行うことをおススメしています。子ども

用持ち物チェックリストを送付しますので、ぜひご活用いた

だき準備する期間も楽しんでいただきたいと思います。 
・スクール・キャンプ初日の３週間前の月曜日以前  

キャンセル料なし 

・スクール・キャンプ初日の２週間前の月曜日以前  

キャンセル料として参加費の５０％ 

・それ以降 返金はありません 

キャンセルがわかりましたら、できるだけ早くメール

にてご連絡ください。返金用口座をご連絡いただき、

振込手数料を差し引いた額を振り込みます。 
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３）—１ プログラム詳細 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サマーキャンプ①（7 月 26/27/28 日：2 泊 3 日） 

day1 7 月 26 日（木）  

アッセンブリー・オリエンテーション・移動・宿泊地到着 

グループアクティビティ・ランチタイム・チェックイン 

アウトドアクッキング・夜ご飯・片付け・お風呂・次の日の身支度 

一日の振り返り 

day2 7 月 27 日（金）  

朝の身支度・あさごはん・アッセンブリー・移動 

マスのつかみ取り・川遊び・ランチタイム 

渓流遊び・移動・お風呂・次の日の身支度 

夜ご飯・花火・一日の振り返り 

day3 7 月 28 日（土） 

朝の昆虫散策・朝ご飯・朝の身支度・荷物まとめ 

アート／クラフト・ピクニックランチ 

アッセンブリー／キャンプの振り返り・移動 

※ 

サマーキャンプ②（8 月 23/24/25 日：2 泊 3 日） 

DAY1 8 月 23 日（月） 

アッセンブリー・オリエンテーション・移動・宿泊地到着 

ランチタイム・グループアクティビティ・チェックイン 

アウトドアクッキング・夜ご飯・片付け・シャワー・次の日の身支度 

一日の振り返り 

DAY2 8 月 24 日（火）  

 朝の身支度・朝ご飯・アッセンブリー 

選択活動 1 サマーハイキング・選択活動２沢井川探検・ランチタイム 

沢遊び・川遊び・滝遊び・シャワー・次の日の身支度 

アウトドアクッキング・一日の振り返り・キャンプファイヤー・花火 

DAY3 8 月 25 日（水）  

朝の昆虫散策・朝ご飯・朝の身支度・荷物まとめ 

すいかわり・川遊び・滝遊び・アッセンブリー／キャンプの振り返り 

ピクニックランチ・移動 

サマースクール B テーマ 「カタチとカタチー自然の中に隠れたカ

タチ、私の発見― 」  

１日目 8 月 6 日（月）  

オリエンテーション、フィールドワーク：相模川流域を生態に詳しいカメ

ラマン伊藤さんと一緒に歩いてみよう 

2 日目 8 月 7 日（火）  

フィールドワーク２：相模川流域を生態に詳しいカメラマン伊藤さんと

一緒に歩いてみよう、そして自分で歩き探検してみよう。ネイチャーゲ

ームで自然とのつながりを感じよう。 

3 日目 8 月 8 日（水）  

リフレッシュ：屋外プール・こだまプールへあそびにいこう！ 

4 日目 8 月 9 日（木） 

フィールドワーク３：さてこの森ではどんな発見があるでしょう！みんな

で森を調査しよう。自分だけの発見・仲間との発見は見つかるかな?! 

5 日目 8 月 10 日（金） 

アート＆創造力：自然の中のカタチと日常の中のカタチをむずびつけ

てみよう。オリジナルのカタチをつくってみよう。 

サマースクール A テーマ 「 ワールドレポート“アフリカ”」  

１日目 7 月 30 日（月）  

オリエンテーション、世界の遊び、ピクニックランチ、リサーチ：アフリカの

国紹介 

2 日目 7 月 31 日（火）  

ワークショップ：世界から集めた本物に触れて見て遊んで比べて作って

みよう by 桜美林大学草の根国際理解教育支援プロジェクト講師に

よるワークショップ、アートクラフト～遊びの交流～ 

3 日目 8 月 1 日（水）  

アウトドア、ッキング：アフリカのごはんを作ってみんなで食べよう。火お

こし・食材準備、調理、みんなと味わう喜びを感じよう、グループアクテ

ィビティ、世界の遊び 

4 日目 8 月 2 日（木） 

ワールドレポート：わかったことを自分だけのアフリカの地図を描きなが

ら表現してみよう 

5 日目 8 月 3 日（金） 

リフレッシュ：屋外プール・こだまプールへあそびにいこう！ 

６日目 8 月 4 日（土） 

ワールドレポート：わかったことを自分だけのアフリカの地図を描きなが

ら表現してみよう。ファッションショー、ビデオレポート作成 
天候や体調によって、プログラムを変更する場合があります。安全に

楽しく活動することを優先し、現場のスタッフが判断します。 
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サマースクール 2018 

対象学年 小学校１年生から 6 年生(サマーキャンプ①のみ 2 年生以上) 

期間と費用 サマーキャンプ① 

期間：2018 年 7 月 26 日（木）9:00―28 日（土）16:00   

参加費：２年生以上¥37600(税込)(宿泊費、交通費、食費、活動費込み) 

サマースクール A  

期間：2018 年 7 月 30 日（月）―４日（土）各 9:00－17:00 （土曜日のみ 15:00 まで）  

参加費：￥38300（税込）(交通費、活動費込み) 

サマースクール B  

期間：2018 年 8 月 6 日（月）―10 日（金）各 9:00－17:00   

参加費：￥34200（税込）（交通費、活動費込み） 

サマーキャンプ② 

期間 A 2 年生以上：2018 年 8 月 23 日（木）9:00―25 日（土）16:00 ¥37600(税込) 

期間 B 1 年生 ： 2018 年 8 月 23 日（木）9:00―24 日（金）16:00 ¥23200(税込）  

(宿泊費、交通費、食費、活動費込み)  

割引 友達紹介割引 おひとりご紹介につき ￥2000 

友達紹介割引は初めて参加する方をご紹介いただく場合を対象としています。 

兄弟割引 2 人 2000 円、3 人 3000 円 

アンケート割引 次回ご参加いただく際に適用します  

集合時間・解散時間 サマースクール A,B 集合・解散 橋本駅 

サマーキャンプ 集合・解散 橋本駅 

※時間外利用制度を利用する方は 8:30 までに PEPKIDS へ入室ください。            

雨天時・緊急時 雨天時は、安全に活動を進めることを優先し、プログラムを変更することがあります。 

緊急時は、参加者の安全確保を優先し、保護者と情報共有して対応いたします。 

活動報告 Facebook 及びホームページにて活動の様子を報告します。 

申し込み 申し込み開始日 会員・リピーター6 月 11 日～/ 一般６月 18 日～ 

（先行申し込みあり、PEPKIDS 会員優先、前回スクール参加者リピーター優先） 

その他 ※保険代 1000 円（平成 30 年 4 月 1 日～3 月 31 日まで適用）を申し受けます。（スプリング 2018 参加者を除く） 

※サマーキャンプ初日（7/25,8/23）の昼食は持参ください。（*概要追記：6/2） 

※サマーキャンプ①は 2 年生以上を対象としています。 

※サマーキャンプ②は１年生１泊２日、２年生以上２泊３日できる方を対象としています。 

※プログラム時間外利用制度・・・朝８時から９時及び夕方 17 時から 20 時の間の PEPKIDS 施設

でのお預かり ¥1280/時、夕食オプション（18:30 頃目安）¥680 ご希望の方は申込書にご記入

ください。 

３）—２ 出欠連絡について 

毎日の入室・退室・集合時は混雑することが予想されます。当日の欠席、予定変更は、朝８：２０までに電話でお知らせください。 

翌日以降の変更については、混雑回避のためメールにてお知らせ頂けると確実です。メール peperson.international@gmail.com 

集合場所では、スタッフが出席を確認します。必ずスタッフへ直接お子さんを引き渡してください。連絡先０４２−７０３−４５０４ 
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３）—３ 集団活動と注意事項 

サマースクール・キャンプは、自然の中・PEPKIDS 施設内・集団を乱す行動を繰り返す場合や、宿泊が困難と判断される場合は、プログラム

の途中でも参加をお断りしお子さんのお引き取りをしていただく場合があります。その判断は PEPKIDS の責任者が行います。参加費の返金

は致しかねますこと、ご了承ください。 

ゲーム、カード、子ども携帯、おもちゃは持ってこないでください。自然を感じ、1 日を通して仲間と楽しい時間を過ごします。 

 

 

３）—４ 服装と持ち物 ★とくに重要 

■持ち物は自己管理が基本です。持ち物にはわかりやすいところに名前を書いてください。 

 ※とてもよく似た靴を履いているお子さんが多いようです。靴にも名前を書いてください。 

 ※水着や下着、靴下、エコバックなどは忘れ物、紛失の多いアイテムです。 

■持ち物の準備（準備する、リュックにいれる、その日に必要なものを確認する）は、参加するお子さん自身で準備することをお勧めしています。

自分の靴下がわからない、自分の持ち物を活動場所におき忘れてしまう、リュックのどこに何が入っているかわからない等、物の管理ができるよ

うになるために、ぜひ自己管理のサポートをお願いします。2018 年の夏、自分の物を管理できる「私」になろう！ 

■昼食の扱い：毎日酷暑が続きます。食中毒予防を意識した準備をお願いします。 

※保冷バッグの中に、保冷剤を入れて持参して下さい。 

※お弁当箱、箸、箸入れ、水筒（特にゴムパッキン）の除菌（キッチンハイターで２０分）をお願いします。 

※抗菌作用のある食材例：梅、しそ、生姜、酢など。生野菜を入れない工夫など。 

※コンビニやスーパーで購入する場合も、保冷バック＋保冷剤を用意し、その中へ入れてください。 

■適した服装について 

※サマースクールとサマーキャンプは、課外活動を伴う活動です。朝の集合時には、靴（スニーカー）を履いて集まってください。プログラムでプー

ル活動の日は現地でビーチサンダルに履き替えます。事故防止にご協力ください。 

※暑い夏に着用する帽子や靴は汗を吸います。毎日湿ったままにせず衛生的に保てるよう、工夫してください。臭いやすくなります。 

※毎日リュックサック（ショルダーバックやナップサックはご遠慮ください）でご参加下さい。 

※水着は、どんなタイプのものでも構いません。屋外プールは陽が強く、日焼けが気になる場合はラッシュガードがあると便利です。 

※水筒を忘れた場合、足りなくなってしまった場合はペットボトルを購入し、お迎え時に 1 本 300 円の計算で清算させていただきます。 

■サマースクールの持ち物：お弁当、水筒、帽子、着替えセット（Tシャツ、ハーフパンツやキュロット、下着、靴下、ビニール袋２枚）、ハンカチ、

タオル１、お弁当、コンパクトな筆記用具（鉛筆１、消しゴム１、赤鉛筆１）、冷感グッズ（首回りの冷感グッズなど） 

■サマースクール＆サマーキャンプ中の任意の持ち物：虫除け、日焼け止め（できるだけ朝塗ってきてください）、レインウエア（天候によりご家庭

で判断して下さい、雨でも課外活動へ出かけます。折りたたみ傘は×） 

■サマースクール中のプール活動の日：お弁当、水筒、帽子、バスタオル（ループ式がおすすめ）、水着、スイムキャップ、ラッシュガード（任意）、

ビニール袋、ビーチサンダル、ペットボトル水 500ml を凍らせ保冷バッグにいれたもの、全てリュックサックの中へ入れて移動します。（プールバッグ

は任意）、屋外プールのため強く日に焼けます。肩、鼻、おでこ、頬を中心に日焼け止めを塗ってくることをお勧めします。 

■サマーキャンプの持ち物 

上記スクール活動の持ち物をリュックサックに入れてください。加えて以下の持ち物をボストンバッグ（ジッパーが付いているもの）に入れてください。 

プール活動用の持ち物以外 着替えセットは大きなジップロックなどにいれると、子ども自身が扱いやすくなります。 
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１年生 着替えセット１日目(T シャツ、ハーフパンツ、下着、靴下、ビニール袋)、エコバックにいれるもの（バスタオル、浴用タオル、着替えセット

２日目）、予備の靴下２組、ウォーターシューズ（クロックス○、ビーチサンダル×）、沢遊び用タオル、ビニール袋５枚、歯磨き、ペットボトル水

500 ミリ１本、レインウエア ※リュックサックに入れている着替えセットは予備用として必要です。 

２年生以上 着替えセット１日目(T シャツ、ハーフパンツ、下着、靴下、ビニール袋)、エコバックにいれるもの（バスタオル、浴用タオル、着替え

セット２日目）、着替えセット３日目、予備の靴下３組、ウォーターシューズ（クロックス○、ビーチサンダル×）、ビニール袋５枚、歯磨き、ペット

ボトル水 500 ミリ１本、レインウエア ※リュックサックに入れている着替えセットは予備用として必要です。 

※雨でも安全に注意し内容を一部変更して活動を行う予定です。雨の日対策として、アウトドアに適したレインウエア（上下セパレートのもの）

を持参してください。 

※宿泊学習に参加する低学年でおねしょが心配な方は、スタッフへ相談の上、防水シーツを持参してください。 

※薬は基本的に持参できません。サマースクール・キャンプには良い体調でご参加いただくよう早寝早起き・栄養・水分・睡眠をとりご参加くだ

さい。もし薬がある場合は、必ず事前にスタッフへ申し出てください。集団活動の安全管理上、申告のない薬の持参は服用を許可できませ

ん。キャンプの際は、環境の変化により喘息、花粉症などが出る場合もあります。幼児期や低学年の時に症状があった方は念のため、スタッ

フへお伝えください。 

  

４）－１保険について 

PEP キッズサマーキャンプ＆サマースクールに参加する全ての皆さんは、スポーツ安全保険に加入しています。怪我の場合、入院 ４０００円

/1 日、通院 １５００円/1 日の保険求償が可能な保険です。詳しくは＜スポーツ安全保険＞で検索してください 

 

４）－２緊急時対応 

■怪我をした場合 

 活動中は、スタッフが子ども達と行動を共にしますが、思わぬケガをする場合があります。応急処置とともに、必要に応じて、近隣病院へ連

れて行き受診します。受診した場合、後日保険証を病院まで持参する必要があります（保険証のコピーは使えない病院が増えています）。べ

とご相談させていただきます。 

サマースクール活動中：りつの本医院、相模原協同病院、晃友脳神経外科眼科 

サマーキャンプ活動：山下医院、相模原市立藤野診療所、相模原協同病院、晃友脳神経外科眼科 

■災害時の避難場所 

 ペップキッズ滞施設在時 災害状況を把握するまで、PEPKIDS 施設にて待機。 

 いっとき避難場所は、東橋本公園   

 広域避難場所は、小山中学校または小山公園      

課外活動時/移動中 安全と思われる場所で一時待機、安全を確保。状況を把握後がくどうプラスへ移動 

■災害時の対応 

必要に応じて、ＮＴＴ災害伝言ダイヤル（１７１）を利用します。以下、手順です。 

電話で１７１をかける→（再生される方） 2 を押す→ （市外局番からダイヤル）０４２－７０３－４５０４ 

→スタッフが録音したメッセージが流れます 

参加者は絶対にメッセージを録音しないでください。 

■スクール活動中の緊急連絡先 

１）PEPKIDS 施設 042-405-4504      2)担当スタッフ →申し込み確定後に、参加者へお伝えします。 

PEPKIDS サマースクール 2018 概要 


