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PEPキッズ！サマースクール・キャンプ 2019概要【一般参加用】 

 PEPキッズ サマースクール・キャンプにご参加の皆様は、必ずご一読の上、お申し込みください。 
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−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 服装と持ち物 

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いるのでしょう。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、ゴミ拾いなど）、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ることで、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、緊張もしたりすることでしょう。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。 

 



PEP キッズ！サマースクール・キャンプ2019（一般参加用） 2 

１）—２ サマースクール・キャンプ 2019 こどもたちへ 

①自分
じ ぶ ん

のことは自分
じ ぶ ん

でするよ！ 

サマースクール・キャンプに必要
ひつよう

な荷物
に も つ

は自分で準備
じゅんび

しよう。そして自分で管理
か ん り

しよう。 

サマースクール・キャンプでは、自分で考
かんが

えて行動
こうどう

してみよう。 

☆どんな活動
かつどう

をするか  

☆次
つぎ

の活動
かつどう

に必要
ひつよう

なものは何
なに

か・しまっておくものは何
なに

か → ものの扱い
あつかい

、準備
じゅんび

 

☆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 → 安心
あんしん

、安全
あんぜん

 

こまったときは、いつでも先生がサポートするよ。そうだんしてね。 

②たっぷり感
かん

じる！やってみる！ 

森
もり

に身
み

をゆだねてみよう。見
み

る・聞
き

く・嗅
か

ぐ・味
あじ

わう・触
ふ

れることをたくさん体験
たいけん

してみよう。感
かん

じたことを言葉
こ と ば

で

表現
ひょうげん

してみよう。やれるかわからない時
とき

はちょっとでもやってみよう！不安
ふ あ ん

な時は先生や仲間がサポートするよ！ 

③仲間
な か ま

がいるよ！ 

仲間を信
しん

じよう。仲間に助
たす

けてもらおう。仲間を助
たす

けよう。仲間と語
かた

りあおう。仲間と笑
わら

おう！ 

 

２）—１ 参加と申し込み方法について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEPKIDSサマースクール・キャンプへご参加希望の方 

ホームページにて概要、利用規約をご確認の上、 

HP専用ページからお申込み 

 
申込書記載内容、事前のやり取りを踏まえて、必要に応じメール、 

スカイプコールまたはラインコールで事前確認を行います。 

 

※お子さんの普段の様子や体調（アレルギーの有無）などを教えていただきます。 

集団活動が難しく受け入れができないと判断する場合には参加をお断りさせて頂く場合があります。 

生活を伴う集団活動になりますのでご了承ください。 

 

参加費振り込みに関するご連絡をします。1週間以内に振り込み手続きをお願いします。 

PEPKIDSがご入金を確認した時点で、参加確定となります。 

 
参加者事前連絡メールを送付します。 

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。子どもたち用持ち物チェックリストを 

配布（送付）しますので、ぜひご活用いただき、準備する時間も楽しんでもらえたらと思います。 
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２）—２ キャンセルについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３）—１ プログラム詳細 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プログラム B テーマ  

「小学生が感じる世界の不思議～紙（かみ）～」 

 

１日目 8月５日（月）：Play and Reserch 

オリエンテーション、紙を使って遊ぼう！（つなげて、き

って、ひねって、ならべて）生活の中にある紙でできたも

のを探してみよう 

2日目 8月６日（火）：Workshop① 

世界に 1枚だけ！自分だけのオリジナル紙を作るよ！ 

パピルス（古代エジプトに伝わる紙）作りにもチャレンジ 

3日目 8月７日（水）：Museum 

公共交通機関を使って、紙の博物館へ出かけよう！ 

4日目 8月８日（木）：Refresh 

プールへあそびにいこう！ 

5日目 8月９日（金）Workshop② and Reserch 

紙粘土は紙？それとも粘土？紙粘土クラフトを楽しもう！

“紙”を通して環境を考えよう 

６日目 8月 10日（土）：Report and Try 

知ったこと、学んだことをまとめよう 

紙の可能性をみんなで考えてみよう 

 

プログラム A テーマ 

 「相模原市緑区！地野菜の旅」  

 

１日目 7月 29日（月）：Fieldwork① 

オリエンテーション、農場へ農業体験に行こう、ピクニ

ックランチ、農家の方たちの話を聞いて、野菜の基本を

知ろう！（旬の野菜、育て方、土、肥料） 

2日目 7月 30日（火）：Fieldwork② and Research 

農業体験 2か所目～地域によって野菜は違う？～ 

3日目 ７月 31日（水）：Art and Research 

好きな野菜を細かいところまで観察しよう！描こう！ 

収穫された野菜の旅調査～市場調査に出かけよう～ 

4日目 ８月１日（木）：Outdoor Cooking 

アウトドアクッキング：収穫した野菜を使って BBQをし

よう！素材の味、新鮮な味、夏の味を堪能しよう！ 

5日目 8月２日（金）：Refresh 

夏はやっぱりプール！ 

こだまプール（屋外）へ遊びにいこう！ 

６日目 8月３日（土）：Report and Try 

知ったこと、学んだことをまとめよう！ 

野菜を使ったオリジナルレシピをみんなで考えてみよ

う！ 

 

プログラム A                     プログラム B 

・7月１日（月）までのキャンセル         ・7月８日（月）までのキャンセル  

→キャンセル料なし                 →キャンセル料なし 

・７月８日（月）までのキャンセル          ・7月 15日（月）までのキャンセル 

→キャンセル料として参加費の５０％    →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    ・それ以降 返金はありません 

 

プログラム C（キャンプ） 

・7月 29日（月）までのキャンセル  

→キャンセル料なし 

・8月 5日（月）までのキャンセル  

→キャンセル料として参加費の５０％       ★キャンセルがわかりましたら、できるだけ早くメール 

・それ以降 返金はありません          にてご連絡ください。 



PEP キッズ！サマースクール・キャンプ2019（一般参加用） 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サマースクール 2019（一般参加用） 

対象学年 小学校１年生から 6年生 

期間と費用 プログラム A  

期間：2019年 7月 29日（月）～8月３日（土）各 9:00－17:00 

参加費 39,500円（税込 交通費、施設入場料、活動費込み、Day 4の昼食代込み） 

プログラム B  

期間：2019年 8月 5日（月）～8月 10日（土）各 9:00－17:00  

参加費 39,000円（税込 交通費、施設入場料、活動費込み） 

プログラム C（キャンプ） 

●1年生：2019年 8月 22日（木）9:00集合～23日（金）17:00解散 1泊 2日 

参加費：25,500 (税込、宿泊費、交通費、食費、活動費含む) 

（1年生は藤野芸術の家の宿泊施設に泊まります） 

●2年生以上：2019年 8月 22日（木）9:00集合～24日（土）16:00解散 2泊 3日 

参加費：37,600 (税込、宿泊費、交通費、食費、活動費含む)  

割引 友達紹介割引 おひとりご紹介につき ￥2,000 

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。 

リピーター割引 ￥1,500 

集合場所・解散場所 プログラム A,B 集合・解散：橋本駅 （3日、10日はがくどうプラス施設にて解散） 

プログラム C（キャンプ） 集合・解散：橋本駅 

※朝 8時からの利用をご希望の場合は 8:15までにがくどうプラス施設に入室してくださ

い。 

プログラム Cでは、新宿、横浜への無料送迎をいたします（1年生の解散時の送迎除く）。

個別にご相談ください。            

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。 

プログラム C（キャンプ）（8月 22/23/24日：2泊 3日）※1年生は 1泊 2日 

DAY1 8月 22日（木） 

出発式・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、荷物整理、 

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 23日（金）  

朝の散策、朝の身支度、朝ご飯、メイン活動（川あそび ニジマスのつかみ取り）、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、スイカ割り、花火 

DAY3 8月 24日（土）  

朝の散策・朝ご飯・朝の身支度・荷物まとめ、思い出アート体験、キャンプの振り返り 

ピクニックランチ・移動、解散式 

天候や子どもたちの体調、様子によって、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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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。 

申し込み開始日 6月 11日～ 

その他 ※保険代 1000 円（2019年 4月 1日～2020年 3月 31日まで適用）が必要です。 

※プログラム C（キャンプ）初日（8/22）の昼食は持参してください。 

※プログラム A,B,Cの最終日（土曜日）お預かりは 17時まで対応しますが、スクール活

動は A,Bは 15時（がくどうプラス解散）、Cは 16時（橋本駅解散）で終了となります。 

※プログラム設定時間外のお預かり（朝 8時～、17時以降のご利用）は事前にお申込み

が必要です（有料）。時間外のお預かりの入退室場所はがくどうプラス施設になります。 

※重要：サマースクールは一つのテーマを掘り下げて学びテーマ探究型体験学習です。1

週間を通しての参加をおすすめしています。ご家庭の予定で休む場合は、理解度・満足

度・達成感を持ちにくく、成果物も異なる場合がありますので、ご理解の上ご参加くださ

い。初日を休む場合は、事前にスタッフへご相談ください。 

 

３）—２ 出欠連絡 

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 8：15 までに電話でお知らせく

ださい( 042-703-4504 )。翌日以降の変更については、連絡漏れ回避のためメールにてお知らせください。

( gakudo.pep@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。 

 

 

３）—３ 集団生活と注意事項 

●サマースクール・キャンプは、自然の中・PEPKIDS施設内・公共の場で活動を行います。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、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 ◆子どもチェック用持ち物リストを後日配布（送付）します 

①その日に必要なものを確認する ②準備する ③リュックにいれる 

 

①～③は、お子さん自身で準備することをお勧めしています。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。（自分の靴下がわからない、自分の持ち物を活動場所に置き忘れてしまう、リュックのどこに何が入

っているかわからない、といったことにならないように。） 

 

■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。（コンビニやスーパーで購入する場合も同様） 

※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）を毎日お願いします。 

※抗菌作用のある食材例：梅、しそ、生姜、酢など。生野菜、汁気の多いものを入れない工夫などをしましょう。 

mailto:gakudo.pep@gmail.com
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■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、課外活動を伴います。集合時には、靴（スニーカー）を履いてきてください。プ

ール活動の日は現地でサンダルに履き替えます。事故防止にご協力ください。 

※帽子や靴は汗を吸います。毎日湿ったままにせず清潔に保てるよう、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いため、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。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。 

※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円で精算させていただ

きます。 

 

■サマースクールの持ち物  ★後日配布の持ち物リストが最新版となります。合わせてご確認下さい。 

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枚、お弁当、筆記用具、冷感グッズ（首回りの冷感グッズなど）、レインウエア（上下セパレートのもの、折りた

たみ傘は×）、軍手と長靴（※プログラム Aのみ） 

■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 

 

■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。 

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

遊び用水着セット（ループ式のバスタオル、水着、スイムキャップ&ラッシュガード（任意）、ビニール袋）、ビニール袋５

枚、歯ブラシ、ペットボトル水 500ミリ１本、虫除け&日焼け止め（任意） 

２年生以上 寝袋、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×）沢遊び用水着セット（ループ式のバスタオル、水着、スイムキャップ&ラッシュガード（任意）、

ビニール袋）、ビニール袋５枚、歯ブラシ、ペットボトル水 500ミリ１本、虫除け&日焼け止め&懐中電灯（任意）  

 

※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。 

※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。 

※キャンプ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。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。スタッフが預かり、服

薬を見守ります。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。サマースクール・キャンプには

元気に参加できるよう、早寝早起き・栄養・水分・睡眠をしっかりとるなど日頃から生活リズムを整えておきましょう。

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 

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ます。怪我の場合、入院 4,000

円/1日、通院 1,500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 



PEP キッズ！サマースクール・キャンプ2019（一般参加用） 7 

■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）。その際は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   ※再生のみとし、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 042-703-4504      2)担当スタッフ →7月上旬ごろ、参加者へお伝えします。 

 

■場所のご案内  

① PEPKIDS 施設：相模原市緑区東橋本 2 丁目１４－３（橋本駅北口を出て右手に徒歩 15 分。ホッ

“HottoMotto”を過ぎたあたり。向かい側に、 

“どうぶつ病院東橋本”あり。 

  

② 橋本駅集合解散の場合： 

橋本駅北口を出て右手の商業ビル「MEWE（ミウィ）」 

1 階ミスタードーナツ横を出る。交番前を目印に。  

 

 

運営：ぺパーソンキッズアンドユース 
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