


クラブ•ケイキとは？
クラブ・ケイキ（ハワイ語でケイキ＝こども）は、教室
での英語の授業とアクティビティがひとつになった
プログラムです。
半日は英語をしっかりと勉強し、もう半日は楽しみな
がらハワイの自然を満喫できるアクティビティを行い
ます。

ケイキメンバーになると？
1. 英語学習だけでなく、アクティビティに参加するこ
とによって、アメリカ•ハワイ文化に関する知識を深め
られます。
2.アートクラフトなど、楽しいアクティビティを通し、
体験しながら英語を学べます。
3. 楽園ハワイの風に包まれながら、英語を取得でき
ます。

クラブケイキの3つのメリット

1. コミュニケーション能力が高まる
2. 好奇心旺盛に自ら進んで学ぶようになる
3. クラスメイトを思いやる心を育てる

春休み/夏休みキッズプログラム（クラブケイキ）
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Yukaさん（保護者）

参加のきっかけとクラブケイキを知った理由は？
こどもたちがみんな笑って楽しそうにしている様子
が書かれたブログを、子どもたちが見て行きたいと
言ったので決めました。

実際に参加されていかがでしたか？
自然の中でいろんな場所に連れて行ってもらって、
たくさんの新しい人と関わる難しさとか楽しさを分
かったみたいなので、とても良かったと思います。

英語の上達は感じられましたか？
（参加前は）数を数えることもできなかったのに、階段を上る時

に”1(One), 2(Two), 3(Three), 4(Four)”と言ったりとか、エレベーター
に乗った時に誰にでも”Have a good day!”と声をかけれるようにな
ったり、自分で英語でコミュニケーションをとろうとしている姿に感
動しました。

英語の上達以外に成長した点はありますか？
最初は初めての場所と人で本人たちも緊張もあったと思うし、ルー
ルも分からずに先生たちにもたくさん迷惑をかけてしまったんです
けど、今回4週間通わせてもらって、最終週には褒めていただけたの
で本当に「経験に勝るものは何もない」と思いました。

（クラブケイキ中）毎日帰ってきた時のお子様の反応は？
一番最初に楽しかったって言ってくれたのが何よりでし
た。その他のことは何も聞かなくても、日焼けした肌の色
と大量の汗（笑）と笑顔を見たら、もう他に何もいらない
と感じました。

お子様が気に入ったプログラムは？
ミニゴルフとホノルル動物園、ディスカバリーセンター 
など、全部楽しいと言っていました。

過去の参加者（保護者）インタビュー
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プログラム概要

※最少催行人員（5人）に満たない場合は、プログラムの実施を中止させていただくことがございます。

出発
アクティビティ
ランチ
クラス

アメリカとハワイの文化の理解を深め
ながら英語でのコミュニケーション力
アップ！

午前は屋外でのアクティビティ、午後はクラスで英語のレッスン

※原則的には年齢でクラス分けされますが、実際のレベルに
よってそうでない事もあります。

8:30

9:00-12:30

12:30-1:15

1:15-3:45

1日のスケジュール

参加年齢：小学生(6～11歳) 、中学生(12～14歳)
プログラム時間：8：15～15：45

項目 期間 申込み締め切り

1週間限定 3/25（月）～3/29（金） 2/22（金）

2019年春休みプログラム

対象

小学生・中学生

 項目 期間 申込み締め切り

第1週

第2週

第3週

第4週

第5週

7/22（月）～7/26（金）

7/29（月）～8/ 2（金）

8/ 5（月）～8/ 9（金）

8/12（月）～8/16（金）

8/19（月）～8/23（金）

6/28（金）

7/ 5（金）

7/12（金）

7/19（金）

7/26（金）

対象

小学生・中学生

小学生・中学生

小学生・中学生

小学生

小学生

2019年夏休みプログラム

4



キャンセル規定
•お申込み後の登録料の返金はございません。
•悪天候や災害、その他の理由によりCPCがプログラムを催行
できないと判断した場合の返金と、そのための振替授業はご
ざいません。

契約の解除期日（取消日）が、開始日から起算してさかのぼ
って21日目にあたる日以前に解除の場合は、 取消料なし

（登録料を除き全額返金）。
20日目にあたる日以降に解除の場合は、登録料を含む
一切の返金はありません。

特別割引＜春休みプログラム＞

写真販売(オプション) 

お申し込み方法

費用に含まれる内容

1.　過去に夏季プログラムに参加したリピーターは、登録料が半額（＄100→$50）
2.　家族割引：2人目以降の方はそれぞれプログラム費5％割引
※割引の併用なし
※開始前のキャンセルの場合は、割引の適用なし。（登録料の全額をお支払い）   

プログラム期間に撮影した写真をデータで販売しております。
1週間＄20、2週間＄25、3週間＄30、4週間＄35、5週間＄40

プログラムの参加期間の短縮や取消について

授業料 教材費 ランチ アクティビティ費用
（入場料、交通費等）

交通 スナック  ド リンク オリジナル
Tシャツ

オンラインにて
申込み

事前アンケート、
請求書を送付 申込み完了

アンケート、パスポートコピー、
海外保険コピー等書類の提出＆お支払い

プログラム費
金額（税込）項目

登録料
1週間
2週間
3週間
4週間
5週間

$ 100
$ 809
$ 1,314
$ 1,800
$ 2,352
$ 2,750

オンライン申込み　https://cpchawaii.edu/jp/form-keiki/

特別割引＜夏休みプログラム＞
4/30まで申込みの場合、登録料が無料（＄100→$0）
5/31まで申込みの場合、登録料が半額（＄100→$50） 
過去に参加したリピーターは、登録料が半額（＄100→$50） 
家族割引：2人目以降の方はそれぞれプログラム費5％割引
※割引の併用なし
※開始前のキャンセルの場合は、割引の適用なし。（登録料の全額をお支払い）   
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クラブケイキでは、ハワイならではの楽しく、子どもたちの知的好奇心をくすぐるアクティビティを準備して

います。 アクティビティでは、グループに分かれて実際に英語を使いながら実用的にコミュニケーション力

がアップできます。

 ✓ 上記は一例です。詳しいスケジュールは、プログラムスタート前にお知らせします。 

 ✓ 安全上の理由で全アクティビティには日本人スタッフが同行します。

  子どもたちへの指示理解を徹底するために場面によっては日本語を使用しますのでご了承ください。

WEEK 1

MONDAY

シーライフパーク アイススケート ディスカバリー
センター

カイムキアドベンチャー ミニゴルフ

THURSDAYTUESDAY FRIDAYWEDNESDAY

ACTIVITY

クラブケイキのアクティビティ

サンプルスケジュール

IT’S ALL ABOUT
AND 

LEARNING
AT THE

HAVING FUN
ENGLISH

SAME TIME!
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今年こそハワイで親子留学の夢を実現してみませんか？このパッケージではハワイに着いてから帰るまで
の すべてがセットになっているので、気軽にご参加いただけます。 日本に一番近いアメリカであるハワイ
で、青い海と心地よい風をうけて、のびのびと学びませんか？親子で過 ごすハワイでの時間はきっと忘れ
られないものになるはずです。

CPC親子留学プラン

ホームステイパッケージ

モアナハウス（シェアコンド）パッケージ

パッケージに含まれるもの：大人の登録料＆授業料（月～木）、こどもの登録料＆プログラム費（月～金）、宿泊手配料、宿泊費（ホームステイの場合は1日2食付、コ ンド

ミニアムの場合は食事なし）、空港往復送迎、各種税金                                                                                                                                                                                                                                       

パッケージに含まれないもの：航空運賃、現地生活費、海外保険費用、オプション写真代、大人の教科書代

※55歳以上の場合は、宿泊費10％追加（ホームステイパッケージのみ）

※写真はイメージです。

 ホームステイパッケージ モアナハウス（シェアコンド）パッケージ

週 金額

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

大人1名＋こども1名 大人1名＋こども2名

$ 2,702
$ 4,226
$ 5,292
$ 6,577
$ 8,078

$ 4,097
$ 6,468
$ 8,180
$ 10,274
$ 12,494

$ 2,454
$ 3,952
$ 5,393
$ 6,522
$ 7,750

$ 3,503
$ 5,646
$ 7,663
$ 9,434
$ 11,075

 ホームステイパッケージ モアナハウス（シェアコンド）パッケージ

週 金額 週 金額 週 金額
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1221 Kapiolani Blvd. Suite 740
Honolulu, HI 96814
Tel: (808) 791-7800
Fax: (808) 791-7804
info@cpchawaii.edu

www.cpchawaii.edu

ENGLISH
FOR 
THE
entire 
FAMILY.


