
第2グループ
（2019年7月29日～8月6日）

※第1グループと視点を変えてお送りいたします！



7月29日（月）
ナナイモ校地に到着・挨拶

これから7泊8日のカナダ研修がスタートします！
Let’s start !!



7月29日（月）
現金・パスポートをスタッフへ預けます

Hi Asha!
My room is K.
This is my passport, 
and this is my wallet.



7月29日（月）
夕食後、オリエンテーション
（ベッドメイキングの方法）

ベッドメイキングで必要なもの
・a fitted sheet
・a blanket cover
・a pillow case

ベッドメイキングが完成したら…
Hi Asha!
Please check my bed!
My room is B.



7月29日（月）
オリエンテーション後、デザートタイム

アイスをもらうためには…

I scream. 
You scream. 
We all scream
for icecream!

無事、全員もらえました🍦🍦



暗記中…

7月30日（火）
オリエンテーション（ドームルールの説明）

Hi Michiko!
My room is B. Dorm Rule 5!
After bed time I don’t turn 
on the lights or talk.全員クリア！



7月30日（火）
オリエンテーション（先生に名前を覚えてもらおう！）

まずは先生が見本…

もちろん!
水性ペン(washable marker)です！

生徒は恥ずかしそうにしながら
全員顔に名前を書きました！



7月30日（火）
チームビルディングアクティビティー
（SPLインストラクターによる研修がスタートしました！）
SPLとは…アウトドアスポーツを通じて、参加者同士のチームビルディングを行う
プログラムなどで世界的に有名なストラスコナ・パークロッジから派遣された専門家たち

その講師は…
HaydenSebastian

まずは準備運動…
身体で英語を覚えます！

Down Up Left



チームビルディングアクティビティー
（Evolution）

じゃんけんをして…
負けるとeggに
1回勝つとbirdに
2回勝つとdinosaurに
※鳴き声と動作をマネします！

恐竜のマネをしています！



チームビルディングアクティビティー
（Huckle Bucle）

軽快な走りを見せる生徒

決勝戦

SPLが指示したことを
真ん中で生徒たちは実行します！
ex: Sit back-to-back with your partner. 

Huckle Bucle!
Huckle Bucle!



チームビルディングアクティビティー
（Minefield）

予めSPLが進める場所を
決めています！

どこに地雷があるのか…
生徒同士で話し合い
進めなければいけません！



チームビルディングアクティビティー
（elephant ball）

このアクティビティーは相手が取れないボールを
パスすると抜けらなればいけません…

あれ？講師も抜けてる！

このアクティビティーの最中に
白頭ワシ（bald eagle）が
ハモってました！

🎵🎵
🎵🎵

🎵🎵



チームビルディングアクティビティー
（Flips the tarp）

このアクティビティーは一体…？

見事クリア！

広がっているシートに全員が乗ったまま
シートを裏返しにしていきます！

何のアクティビティーだろ…？
と眺めるキラン

※「キラン」…犬の名前です



チームビルディングアクティビティー
（Rope-Knot Challenge）

紐を使う
アクティビティーのようですね…

両サイドから
紐の形を作ります！

SPLが見本…

続いて生徒が実践

この紐の結び方は…
・テントの張り方
・カヤックを車に乗せるとき
※こういう場面に活かせます！



7月30日（火）
ジャーナルライティング

分からない英単語を
先生に聞いている生徒

I’m ready for 
today’s questions

What does 
this mean?

How do you spell 
your name?

Name three new English words…



7月31日（水）
キャンプ出発前（Aグループ）

May I have lunch, 
please?

This is a paddle.

When you go forward, 
you paddle this way.

When you turn left, 
push the left pedal. 



7月31日（水）
カヌー（Ｂグループ）

Let’s go 
canoeing!!

Are we ready?



7月31日（水）
キャンプ事前準備
（Ｂグループ）

キャンプに必要なもの…

ズボン、洋服、サンダル、食べ物…

カヤックを乗っている時は…
〇 ⇒ together
× ⇒ apart

Write down the 
things you need to 
pack for the camping. 



無事ゴール！！8月1日（木）
キャンプから帰還
（Aグループ）

オオアオサギ
（Great Blue Heron）も
すぐ近くにいました

校地に戻り、昼食後は
ロッククライミングへ…



8月1日（木）
キャンプへ出発（Ｂグループ）

こんなに荷物入るの…？

まだ入りそうだな…

無事に荷物も積み込みました！

いざ出発！！

持ち物…
Ex: 寝袋、食料、食器、着替え



8月1日（木）
ロッククライミング（Aグループ）

一番上まで
登りました！

キャンプ・カヤックの後でも
2時間疲れを見せず取り組んで
おりました！



8月2日（金）
キャンプから帰還（Ｂグループ）

あと少し！
(Almost there!)

無事ゴール！！



8月2日（金）
カヌー（Aグループ）

Hold on!

誰かが乗る時は
カヌーを手で抑えてサポート

とてもいい
天気でした！



8月2日（金）
ロッククライミング（Ｂグループ）

隣に負けないように
皆競っておりました！

上まであと少し…



8月2日（金）
夕食後、サプライズ…

生徒・先生全員で
盛大にお祝いしました！



8月3日（土）
ネイチャーウォーク

Cable Bay Trail 入口到着

森を抜けると…

What’s the 
name of this 

leaf?

Black Berry

なぜ木に恐竜のオモチャが…



8月3日（土）
ネイチャーウォーク

What’s your  
favorite ocean sport 

or activity?

My favorite 
ocean sport 

is diving.

My favorite 
ocean sport 
is canoeing.



8月3日（土）
修了式・SPLインストラクターとの別れ

先生一人一人と握手をする生徒

Thank you!!

SPL instructors



Aグループ（Team: Tall Trees) Ｂグループ（Team: Smile Sushi)

SPLインストラクターとの別れに女子生徒は号泣です…

この男子メンバーは
泣いている…？



8月3日（土）
帰国準備・片付け

May I have 
three Timbits, 

please?

生徒は忘れ物がないか
入念にチェック中…



8月3日（土）
ビクトリア観光（事前準備）

May I have 
two brownies, 

please?

May I have my 
Canadian money, 

please?
My room is F.

Cardigan…
Water…

Sunscreen…

Please, 
check my 
backpack.



見本

上手にできました！

生徒全員、夢中で
作業していました！

8月4日（日）
ドリームキャッチャー制作



8月4日（日）
ビクトリア観光
（昼食）

研修で覚えたスキルを
いざ実践！

何を注文しようかな…

全員昼食が買えました！



8月4日（日）
現金・パスポートの返却

May I have my Japanese money 
and passport, please?



8月4日（日）
プログラムアシスタントへの
お礼のメッセージ

Duc Asha

お世話になりました！



8月5日（月）
帰国（ナナイモ校地出発） May I have 

breakfast, 
please?



Have a safe trip back home !!
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