
    

Keio Academy of New York 

3 College Road, Purchase, NY 10577 

www.keio.edu 

    

    

バイリンガル夏期講習バイリンガル夏期講習バイリンガル夏期講習バイリンガル夏期講習 2016201620162016@@@@慶應義塾ニューヨーク学院慶應義塾ニューヨーク学院慶應義塾ニューヨーク学院慶應義塾ニューヨーク学院（高等部）（高等部）（高等部）（高等部）    

ハンドブックハンドブックハンドブックハンドブック    

 

    



参加の心得と規則参加の心得と規則参加の心得と規則参加の心得と規則 
バイリンガル夏期講習 2,016＠慶應義塾ニューヨーク学院（高等部）は、非常にユニークなプログラ

ムです。日米の中学生が集まり、バイリンガル・バイカルチュラルという環境で、２週間の映像制作

を主としたプログラムの間、より楽しく充実した経験を持つためにも、ぜひ積極的で協調性のある参

加を心がけてください。参加者には以下の基準に従うことを求めます。 

 

１． 他の人との違いを尊重し、傷つく行動や評言からは避ける 

２． 他の参加者やスタッフとの協調を心がける 

３． 他の人の考え方を理解するように努める 

４． 他の人の Personal Boundariesを尊重する 

５． 他の人のプライバシーを尊重する 

    

    

    

    

    

    

テクノロジー・デバイス利テクノロジー・デバイス利テクノロジー・デバイス利テクノロジー・デバイス利用規定用規定用規定用規定    

参加者は事前に追加書類の「テクノロジー・デバイスの利用規定」に同意し、サインして提出しなければ

なりません。この規定には、WiFiネットワークの利用規定や、携帯電話、タブレットやその他コミニケー

ション用端末の使用についての規定等が含まれています。授業中や食事時間帯など携帯電話やデジタルカ

メラ等の電子機器の使用を禁止します。なお、消灯時間後も睡眠の障害になりえますので、夜間、携帯電

話やデジタルカメラ等の電子機器は学院で預かります。ゲーム機のお持込（携帯型及び携帯型でないもの

を両方）は禁じられています。お持込・禁止品全ては P.8 に表されています。 
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サマープログラムオフィス：サマープログラムオフィス：サマープログラムオフィス：サマープログラムオフィス：EDT 午前午前午前午前 9999 時から午後時から午後時から午後時から午後 5555 時時時時    

Email: keiosummer@keio.edu Tel: 1-914-701-3454 Fax: 1-914-694-4830 

北寮オフィス：北寮オフィス：北寮オフィス：北寮オフィス：EDT 午後午後午後午後 5555 時から午前時から午前時から午前時から午前 9999 時時時時    

Tel:  1-914-701-3561 Fax: 1-914-694-6257 

プログラム期間中、参加生徒各自には個人用直通電話番号はあたえられません。 

■保護者の連絡先の変更 

ご自宅や会社の住所・電話番号・ FAX番号・Eメールアドレス等が変更になった場合は、必ず事務

局まで早急にご連絡ください。 

■保護者から参加者への手紙／荷物の郵送 

プログラム期間が短いので、参加者への郵便物や荷物の郵送はお勧めしておりません。 

    



Page | 1 

Program DirectorProgram DirectorProgram DirectorProgram Director からのからのからのからのごごごご挨拶挨拶挨拶挨拶 

Dear Parents & Participants, 
 
 Welcome to Keio Academy of New York’s US-Japan Summer Cultural 
Experience 2016! My name is Melissa Spooner and I am thrilled to be this year’s 
Program Director. With a record number of applicants last year, we are excited to 
be entering our ninth year of the program stronger than ever. As always, we look 
forward to meeting new faces, welcoming back repeat participants, and 
developing a fun and educational program with our dedicated staff. 
 Our two-week program is aimed at developing participants’ cultural 

awareness through a variety of activities and classes. Understandably, one of the important parts of 
the program is improving participants’ ability to communicate in their new bicultural environment. 
To accomplish this, participants will be taking either Japanese as a Second Language (JSL) or English 
as a Second Language (ESL).  The classes will be divided into levels based on prior experience and 
will be taught by language teachers from Keio Academy of New York. As a supplement to their new 
language skills, participants will also have the opportunity to learn about American and Japanese 
cultures through a wide selection of elective classes. 
 Another highlight of our program includes a collaborative project with Downtown 
Community Television (DCTV), a professional New York media company. Over the course of the 
program, participants from the United States, Japan, and around the world will have the opportunity 
to work together in groups to make short films. Participants are guided by DCTV members through 
the entire process of film making: from brainstorming ideas, storyboarding, and shooting film, as well 
as joining the editing process. It is amazing to see what the groups are able to accomplish in such a 
short period of time, and one of the best parts of the program is watching each unique video together 
with participants, parents, and staff.  
 Along with their DCTV projects and classes, the US-Japan Summer Cultural Experience 
includes an assortment of other activities taking place both on the campus of Keio Academy of New 
York and in the surrounding New York area. Some examples of previous year’s activities include 
specialized Manhattan tours, a Broadway musical, and participant-chosen recreational activities. By 
keeping a full and varied schedule, participants are able to encounter new and interesting things each 
day.      
 My goal for this year’s program is to create a welcoming place where participants from both 
Japan and the United States can expand their minds and develop valuable skills that will allow them 
to more fully navigate this increasingly connected world. From the moment participants wake up in 
Keio Academy’s residence halls, their days are filled with activities that allow them to learn and 
understand what it truly means to live in a bicultural environment. The time spent here at the 
US-Japan Summer Cultural Experience will not only give participants increased language skills and 
digital media production knowledge, but will allow for deeper cultural understanding and 
friendships that hopefully last a lifetime.  
 Thank you for joining us on our two-week summer journey here at Keio Academy of New 
York. We hope you are excited to experience all the benefits that a bicultural atmosphere has to offer! 
I look forward to seeing everyone soon! 
 
Sincerely, 
 
Melissa Spooner 

Program Director    
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概要概要概要概要    

■サマープログラムの主旨 

バイリンガル夏期講習 2016＠慶應義塾ニューヨーク学院（高等部）は、日米の中学生を対象とした語

学授業、選択科目、映像制作ワークショップを行うプログラムです。国境や言語の壁を越えたグルー

プでの映像制作を通し、異文化交流や仲間とのコミュニケーション、その表現方法や他者へ伝えるた

めのテクニックを実践的に学びます。バイリンガル、バイカルチュラルの環境での寮生活や、言語・

文化のクラスや映像制作プロジェクトを通して、参加者がより広い視野を持って自己表現をしていく

機会となることを願っています。 

            

    

■日程 

2016 年 7月 24 日(日)～8 月 6 日(土) 

■開催場所 

慶應義塾ニューヨーク学院（高等部） 

3 College Road 

Purchase, NY 10577 USA 

 

学院へのアクセス学院へのアクセス学院へのアクセス学院へのアクセス////チェックインチェックインチェックインチェックイン    

日本からのパッケージを利用されない方々は7月 24 日（日）午前 11時 00 分から午後 12 時 30 分の

間に学院北寮へお越しください。（キャンパス地図は Appendix Eを参照ください。） 

■列車を利用する場合 

New York CityのGrand Central TerminalからHarlem division of Metro Northを乗車。White Plains

駅で下車（列車は１時間に約３本）。タクシーで本学院に至る。 

列車時刻表：http://as0.mta.info/mnr/schedules/sched_form.cfm 

タクシー会社の電話番号:    

Eagle Taxi: +1 914-539-7777  Splendid Taxi: +1 914-949-1333 

Intrepid Taxi Corp: +1 914-358-9800 
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■自家用車を利用する場合 

学院のウェブサイトをご参照ください：http://www.keio.edu/page.cfm?p=572 

■チェックインの手続き 

 

 

 

1. 慶應義塾ニューヨーク学院（高等部）へようこそ！！ 

学院所在地: 

3 College Rd. Purchase NY 10577 

College Rdの一番奥が学院のキャンパスです（行き止

まりとなっております）。 

 

 

2. まず、警備ブースで一時停止してください。警備員に 

“Checking in for the Summer Program”とお伝えくだ

さい。その後北寮までまっすぐお進みください。北寮

はキャンパスの一番奥にあります。 

 

 

3. 北寮入り口からお入りください。荷物は以下のチェッ

クイン手続きの過程を全て終了したのち降ろしてく

ださい。 
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1. ステーション①では、パスポートを預からせていただき、書類不備などないか確認させていただ

きます。また、ステーション③で提出するもののアドバイスを行います。 

2. ステーション②では、参加者名簿作成のための写真をとります。 

3. ステーション③では、参加者の体温を測らせていただきます。なお、もし医薬品を持参された場

合こちらで申告して一時お預けください。 

4. ステーション ④では、入寮に必要な書類に署名していただき、鍵を受け取っていただきます。 

5. ステーション⑤では、当日のスケジュールをお受け取りください。 

6. ステーション⑥では、インターンが寮のお部屋までご案内いたします。部屋では、個人用金庫の

使い方等を説明させていただきます。 

7. 自家用車または日本から東武トップツアーズのパッケージでお越しの方々は、前述のプロセス

（1~6）が終えた時点で荷物を車またはバスから降ろしてください。 
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授業について授業について授業について授業について    

■語学 

語学のクラスは、教室棟で行われます。参加者は、能力分けテストを最初に受け、そのレベルに応じ

たクラスを受講することになります。クラスのスケジュールは日によって変わりますが、キャンプ期

間中で約１6 セッションのクラスを予定しております。  

■選択科目 

語学の授業のほか選択科目を 4 教科を 7月 24 日のオリエンテーションの際に選んでいただけます。

Appendix Dをご参照ください。 

■宿題 

参加者には、毎回多少の宿題が出ます。読む・書く・聴く・話すの各言語スキルをバランスよく学ぶ

機会となります。    

■映像メディア制作ワークショップ 

映像メディア制作ワークショップは、DCTVのスタッフメンバーが行います。７日間のセッションを

予定しています。参加者は、少人数のグループで短編映像フィルムを制作します。 

 

寮寮寮寮生活について生活について生活について生活について    

■寮の部屋 

参加者は男女別の寮棟で生活をすることになります。各寮室は、二人部屋になります（部屋によっては

若干異なる場合がありますのでご了承ください）。部屋分けについては、スタッフが行います。各寮室には

以下の家具・機器が備えられています。 

・ ツインサイズベッド及び寝具（２台） 

・ 勉強机（２台） 

・ 椅子（２客） 

・ ゴミ箱（２個） 

・ クローゼット（２つ） 

・ 個人用金庫（２個） 

・ 寮の部屋には冷房が付いていませんが、扇風

機が設置されています。（教室棟及びカフェ

テリアには冷房が完備されています。） 

・ タオル 

■鍵について 

参加者はサマープログラムレジストレーション時に、キーチェーンについた鍵が二つ（各部屋・個人用金

庫）配布・貸与されます。鍵を紛失した場合には、再交付料（各２０ドル）がかかります。 

■食事 

食事は基本的に学院内のカフェテリア（Matsushita Hall）で取ることになります。食事は栄養バラン

スを考慮した内容で、ビュッフェ形式です。様々な理由により食事制限がある場合や、アレルギー体

質の方は、ヘルス・レポートにて事前にお知らせいただきますが、参加者自身自身で制限ある食べ物

を避けていただくことになります。 

朝食 7:30-8:00 AM      昼食 12:00-1:00 PM     夕食 6:00-7:00 PM 

プログラム内容により食事時間が変更する場合があります。 
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健康管理について健康管理について健康管理について健康管理について    

参加者は、常に自分の健康に気を配り、健全な肉体と心身の維持に努めるようにしてください。また、

健康については、必要に応じて学院スタッフや看護師らに相談するようにしてください。 

■病気、怪我の場合の対応 

当学院にはヘルスセンターが設置され、看護師がオンコールで待機しております。 

参加者の健康問題を速やかに察知すること、及び必要な予防措置を図り、健全な育成を推進すること

によって、学院での生活が参加者にとって最適な環境になるよう努めております。病気や怪我など、

何らかの健康問題が生じた場合、まずは学院のヘルスセンターで対応いたしますが、症状が重い場合

には、または看護師待機時間外の場合は、近隣の総合病院で診察・治療を受けることになります。そ

の際の付き添いはスタッフが行います。 

■医療保険 

アメリカ国外から参加者は海外旅行者保険（注 1）加入してきてください。米国内からの参加者も加

入されている保険証のコピー（両面）も持参してください。無保険状態でこのプログラムに参加する

ことは出来ません。 

注１:東武トップツアーズの企画旅行に参加していただく皆さんには、旅行会社指定海外旅行者保険

に加入していただきます。 

■医薬品の持参制限 

ビタミン剤、サプリメント、頭痛薬、や整腸剤などその他あらゆる医薬品は医者の許可の無い物は持

ち込みできません。もし、持病があり医薬品を持参されなければならない場合には、担当医にヘルス･

レポートフォームに記入して頂いて下さい。学院ではヘルスレポートフォームのP.6 に記載されてい

る一般薬品を用意しておりますので、これらの医薬品を持参して頂く必要はありません。 

医薬品および吸入器等は、いかなる場合でも複数の参加者同士で共有することはできません。参加者

が投薬治療を必要とする場合には、必ず看護師の診断をうけなくてはなりません。正しい使用方法が

守られていない場合や、参加者の健康に有害であると認められた場合については、これらの医薬品を

参加者から没収することがあります。    
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持参品持参品持参品持参品    

■収納場所には限りがあります。必要最低限の荷物を持参するようにして下さい。 

1) 洋服は清潔で、シンプルな夏の衣類を持参してください。 

2) スポーツ・アクティビティの時は、T シャツやジャージなど運動しやすい服装に着替えて出席してく

ださい。アクセサリー等は、華美になりすぎてはいけません。また、撮影時やスポーツの際に必要

となりますので、履き慣れている運動靴（スニーカー）を必ず持参してください。不適切なハイ

ヒールや、ブーツ等は禁止します。スタッフから不適切な服や靴であると注意を受けた参加者は、速

やかに適切と判断される服装を着用しなければなりません。 

3) 身分証明書（米国外から参加する生徒はパスポートが必要です。米国内から参加する生徒も出来

る限りパスポートを持参してください。不可能な場合は、学生証を持参してください。） 

4) 筆記用具（ノート、鉛筆、消しゴム、ボールペンなど） 

5) バックパック(撮影や授業の移動の際に使うもの) 

6) 洗面用具 

7) 目覚まし時計（携帯電話とは別なもの） 

8) 雨具（傘、レーンコートなど） 

9) 石鹸やシャンプー収納および持ち運び用かご  

10) シャワー用スリッパ（ビーチサンダル等） 

11) ヘアーブラシ洗濯物収納袋 

12) 日焼け止め 

13) 虫よけ 

14) 生理用品 

注 2：日米では電圧が異なりますので、ヘアードライヤーを持参していただ

く場合は、変圧機能がついていることをご確認ください。 

映像メディア制作ワークショップに必要なコンピューターとビデオ機器は用意しています。コンピュ

ーターやタブレット等の電子機器を持参していただいても構いませんが、他の持参物と同様、当学院

では破損・紛失に関しましては責任を負いませんので、各自の責任で管理するようお願いいたします。 

■お小遣い 

プログラム期間中、スナックやお土産などの購入のため、多少の現金（US$の細かいもの）が必要と

なります。ただし、多額の現金を持ち込むことはお勧めできません。 
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所有物の管理所有物の管理所有物の管理所有物の管理    

参加者個人の所有物については、各自の責任の元、管理することになります。財布や貴重品類は、寮

室に備えられた金庫(6 X 12 X 4 インチ)にて保管していただくことになります。ただしパスポートに

関しては学院側が一括管理させていただきます。各自に部屋の鍵と金庫の鍵を貸与します。寮室は自

動的にロックされますので、部屋と金庫の鍵は必ず手持ちしてください。金庫の共有（ルームメート

との共有を含む）は禁じられています。不必要な貴重品、あるいは高額のものを学院に持ち込まない

ように心がけてください。所持品には必ず名前をつけるようにしてください。参加者の所有物に紛失

または盗難については、学院は一切責任は負いません。ただし、不幸にして紛失または盗難が発生し

た場合には、参加者は速やかにスタッフに連絡してください。 

■盗難・損害保険 

やむを得ず貴重品や高額品を持ち込む場合には、各ご家庭で必要な損害・盗難保険にご加入されるこ

とをお勧めいたします。 

■持ち込み・使用禁止 

・ 麻薬 

・ 自転車・キックボード・スケートボード・ローラースケート 

・ 乗用車・オートバイ・スクーター・パワーボード 

・ UAVs/無人航空機 （ドローンや模型航空機および付属品等を含む） 

・ 炊飯器 

・ アイロン 

・ オーブン・トースター 

・ TV/DVD/DVDプレイヤー 

・ ゲーム機（携帯型・携帯型でないもの両方） 

・ ハロゲンランプ 

・ 湯沸かし器 

・ 花火 

・ ろうそく 

・ 調理器具（ホットプレート等） 

・ お香 

・ ポルノ・わいせつ物 

・ マッチ・ライター 

その他、危険・不適当な物また、学院の判断で、参加者による所有が不適切とみなされたもの、その

他、スタッフが危険物または防火基準に触れると判断した場合には、持ち込み禁止の物品に記載され

ていないものでも、没収しますのでご了承ください。これらのものに関して、当学院ではいかなる破

損・紛失に関しましては責任を負いません。没収したものはプログラム終了時に破棄されるか、保護

者に返送されます。 
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参加に参加に参加に参加にああああたってのたってのたってのたっての心得と規則心得と規則心得と規則心得と規則    

プログラムのオリエンテーションは7 月 24 日か 25 日まで行われ、参加者には、プログラムの規則や

それに違反した場合の決まりなどをお知らせする予定です。参加者のみなさんには、規則や行動規範

に従っていただかなくてはなりません。万が一、深刻な問題が発生した場合には、保護者の方にご連

絡させていただく場合もあります。本学院スタッフは、正当また丁寧に規則違反に対応しますが、規

則に従わない参加者には、プログラムの途中であっても、参加費の返金なく、退去をお願いせざるを

得ない場合もありますのでご了承ください。 

下記は、参加者が従わなくてはならない大切な規則の概要になります。 

• 参加者は、アメリカ合衆国連邦法、州法、自治区の法令に従わなくてはなりません。 

• 下記の行動は禁じられており、その規則に違反した場合は、プログラムからの退去を含む処分を

うけることになります。 

１． 慶應義塾ニューヨーク学院（高等部）のキャンパス内外を問わず、下記の購入、所持、所有及

び使用 

a. 違法のドラッグ（危険ドラッグを含む）、アルコール、タバコ 

b. あらゆる種類の武器 

２． 暴力的行動やハラスメント 

３． 異性の寮を訪問すること 

４． 慶應義塾ニューヨーク学院（高等部）や DCTV の機材や備品などを許可なく使用すること 

５． 器物破損 

６． 性的に親密な行動 

７． 正直でなく、人を欺く言動 

８． キャンパス、もしくはフィールドトリップの間の決められた行動範囲から出て行動すること 

９． ヘルスセンターのスタッフから許可を得ていない医薬品の所持及び使用 

１０． ハンドブックで持ち込みが禁止されている物の所持 

１１． 授業、デジタルメディアワークショップ、グループ活動、その他のイベントなどで居眠や、 

遅刻すること 

• 授業中や食事時間帯など携帯電話やデジタルカメラ等の電子機器の使用を禁止します。なお、

消灯時間後も睡眠の障害になりえますので、夜間、携帯電話やデジタルカメラ等の電子機器は

学院で預かります。 



7/24 7/25 7/26 7/27 7/28 7/29 7/30
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

Program Starts DCTV Sessions begin DCTV Film Making Language Classes Film Shooting Film Shooting Language Classes

Orientation Getting Started Language Classes Broadway Show Udon Workshop

Ice Breakers Elective Classes A Elective Classes B

7:00 AM

Breakfast Breakfast Breakfast pick up NYC group Breakfast pick up NYC group Breakfast

8:00 AM Breakfast Breakfast Breakfast

Language Classes Language Classes Buses leave for GCT Buses leave for GCT Language Classes

9:00 AM Breakfast Language Tests Material Review Shooting Material Review Shooting

shooting-on-location shooting-on-location

10:00 AM DCTV Sessions begin Idea Pitch (*9:00AM-5:30 PM) (*9:00AM-5:30 PM)

Classrooms Lunch Udon Making

11:00 AM Check-in for US Arrivals Intro to Different Styles @Matsushita Hall

/Forms/Techniques Broadway Show

12:00 PM Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch

Lunch

1:00 PM Elective Classes B

Japan Package Arrival Camera & Sound Tech 45 min.

2:00 PM Interview Practice with Camera Planning & Scriptwriting 8 min. break then 45 min.

Material Review Create Storyboard 

3:00 PM & Shot List Elective Classes D

Ice Breaker Activites Material Review 45 min.

4:00 PM Open Gym Elective Classes A 8 min. break then 45 min.

Small Group Campus Tour 45 min.

5:00 PM Study Hour 8 min. break then 45 min. Udon Making

Video Preparation @Matsushita Hall

6:00 PM Dinner Dinner Dinner Dinner Dinner Udon Dinner

Welcome Dinner

7:00 PM Residence Hall Orientation Open Gym Study Hour Open Gym Open Gym Open Gym

General Orientation Study Hour Study Hour

8:00 PM Residence Hall Activity Residence Hall Activity Residence Hall Activity Residence Hall Activity

Residence Hall Activity Residence Hall Activity
9:00 PM Staff Intern Rotunda Social Intern Staff  Rotunda Social Staff Intern Rotunda Social

Night Check @ 10:00  PM 
Lights Out @ 10:30  PM

oshimizu
Typewritten Text
Appendix A: 2週間のスケジュール（1）

oshimizu
Callout
7月24日（日）、午前11時～午後12時30分チェックイン

oshimizu
Callout
7月24日（日）、午後7時30分参加者オリエンテーション

oshimizu
Callout
7月25日（月）、午後7時レジデンスホール・オリエンテーション

oshimizu
Text Box
*7月3日（日）に、慶應大学三田キャンパスにて、日本からこられる参加者対象のオリエンテーションが行われます。



7/31 8/1 8/2 8/3 8/4 8/5 8/6
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

Elective Classes A and B Language Classes Language Classes Language Classes Language Classes Elective Classes A and B

Shopping Mall Day Tour of NYC Film Editing Film Editing Elective Classes A, B, and C Family Day Closing

Elective Classes C Elective Classes A and B Language Classes

7:00 AM Breakfast Breakfast Breakfast Breakfast

Breakfast

8:00 AM Language Classes Language Classes Language Classes Language Classes Breakfast Breakfast

Elective Classes A

9:00 AM 45 min. T-shirt distribution and signing

8 min. break then 45 min. Farewell Party

10:00 AM Editing Editing Editing Elective Classes C

Elective Classes B 45 min.

11:00 AM 45 min. Create Paper-edit 8 min. break then 45 min.

8 min. break then 45 min. Editing/Shooting*

12:00 PM Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch Check-out by noon
Lunch

1:00 PM Elective Classes A Elective Classes A Sports Activities

Mall Shopping Field Trip 45 min. 45 min.

2:00 PM Stamford Center NYC 8 min. break then 45 min. 8 min. break then 45 min. Lecture

Corporate Visits Open to Family

3:00 PM Elective Classes D Elective Classes D

90 min. 90 min.

4:00 PM Elective Classes C Language Classes

45 min. Elective Classes B Elective Classes B Campus Tour 4-5PM

5:00 PM 8 min. break then 45 min. 8 min. break then 45 min. 45 min. Class Observation

45 min. 8 min. break then 45 min.

6:00 PM Dinner Dinner Dinner6:00 PM Dinner Dinner Dinner

Dinner Dinner Dinner

7:00 PM Open Gym Residence Hall Activity Family Day

Study Hour Study Hour Residence Hall Activity Departure Preparations Screening

8:00 PM

Residence Hall Activity Residence Hall Activity Study Hour Study Hour
9:00 PM Departure Preparations

Night Check @ 10:00  PM 
Lights Out @ 10:30  PM

oshimizu
Typewritten Text
Appendix A: 2週間のスケジュール（2）

oshimizu
Callout
8月6日（日）お昼までにチェックアウトしてください。



Appendix B ファミリーデイファミリーデイファミリーデイファミリーデイ 
 

 

 

 

 

 

ファミリーデイ：ファミリーデイ：ファミリーデイ：ファミリーデイ：8月月月月 5日日日日(金金金金) 

参加者のご家族対象 

任意参加ですが、皆様是非ご参加下さい。事前登録の必要はありません。 

 

日程日程日程日程 

午後 1時 50分：校舎内レクチャーホールにてチェックインして下さい。 

午後 2時： 講演 

午後 4時：学院ツアー及び授業参観 

午後 6時：カフェテリアにて夕食 

午後 7時～午後 9時：映像メディア制作試写会 

ファミリーデイのご案内ファミリーデイのご案内ファミリーデイのご案内ファミリーデイのご案内 



Appendix C ニューヨーク市内観光ニューヨーク市内観光ニューヨーク市内観光ニューヨーク市内観光 

 

 

7月月月月 27日日日日(水水水水) 

ブロードウェイミュージカル観劇：Gershwin Theaterにて「Wicked」 

8月月月月 1日日日日(月月月月) 

社会科見学 

見学予定地（以下の会社から一つを選んでいただきます） 

・ フジサンケイコミュニケーションインターナショナル（フジテレビジョンの現地法人） 

・ レストラン日本 

・ 日本航空ニューヨーク支店 

・ 日本政府観光局ニューヨーク事務所 

見学後、お土産などを購入する時間も設けております。 



Appendix D    授業内容の概要授業内容の概要授業内容の概要授業内容の概要 

Language Classes 
 
1. Beginner English (SPOONER) 
Let’s learn English together! By using fun games, activities, and communication practice, we 
will improve your language skills. Please don’t be afraid to make mistakes, because that’s what 
learning is all about!  
 
2. Intermediate English (COMBS) 
We will focus on reading, writing, and speaking English. Students will do some grammar work, 
some independent and in-class reading, and keep a daily journal of their summer in New York 
experience. 
 
3. Advanced English (CONSOLATI) 
One of the best ways to teach English is through content subjects. This course is to teach and 
emphasize English language skills through current events. 
 
4. Beginner Japanese (HAYAMI) 
Welcome to the Beginner Japanese class. Let’s speak Japanese as much as possible. You don’t 
have to worry about making mistakes. We will discuss ourselves and our interests in Japanese.  
We also study elementary Kanji, Hiragana, and Katakana. I hope you will experience the new 
world.  
 
5. Advanced Japanese (ABE) 
Nihongo Advanced is for students who have experienced and/or leaned Japanese language. 
Students will learn intermediate level Japanese including the materials for beginners. We will 
practice speaking, reading, and listening using various activities.  We will study hiragana, 
katakana, and kanji.  The students will discuss the characteristics of Japanese culture and 
differences between Japanese culture and their own culture.   
 

Elective A Classes - 8 sessions 
 
1. Magical World of Harry Potter (KHADABUX) 
Get your wands ready and prepare to enter the Magical World of Harry Potter! You don't need 
to be a wizard to enjoy this class! All you need is enthusiasm. Practice your English skills, read 
bits of the Harry Potter stories, learn tons of new vocabulary, play games, do crafts, and create 
your own magical beasts in this fun, Harry Potter themed class. Who will be the Hogwarts 
House Champion? Find out this summer in "The Magical World of Harry Potter.” 
 
2. Pop Culture (CONSOLATI) 
A review of recent and current popular movies, music, Broadway shows, social media, and 
other trends. What are Americans watching in the movie theaters these days? What does it take 
to be a musical success in America? What are the pro’s and con’s of social media for the average 
teenager? The class will discuss such questions and many more! 
 
3. Cultural Communication (ABE) 
In this course, students will learn about building communication. For example, people may be 
able to say “hello” to someone easily, but it is sometimes difficult to go deeper. Why do we have 
different levels of relationships?  How can we develop a relationship further?  How can people 
overcome a language barrier?  After friends fight, A SMILE may simply make the situation 



better very quickly.  Why?  After
activities and learn the best way 
 

Elective B Classes - 8 sessions
 
1. Sports in America (CONSOLATI)
A review of sporting trends in America.
discussed. Many comparisons and
this class will be Olympic sports.
American Olympians and their preparation
 
2. Scrapbook Memories (REYES)
We will journal our days together
creating a scrapbook you can take
 
3. Public Speaking (WALSH) 
Public speaking is a skill that is best
in fun public speaking activities 
will boost students confidence by
on-one student groups, student groups
front of the class. Students will be
home with them to be used in future
 
 

Elective C Classes - 4 sessions
 
1. It’s Science! (MORITANI) 
Let’s learn about science! Why do
this exciting hands-on class we will
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Cheerleading (WALSH) 
Students will learn leadership and
and life skills through cheerleading.
 
 

Appendix D    授業内容の概要授業内容の概要授業内容の概要授業内容の概要

After we discuss  different kinds of topics, we will have
 to build a good relationship with others.  

sessions 

(CONSOLATI) 
America.  Baseball, basketball, and American football
and connections to Japan will be made. The final 

sports.  Tokyo will be hosting the 2020 Olympics and 
preparation in this competition will be examined.

(REYES) 
together throughout summer camp at Keio Academy; 
take home to show your family and friends! 

 
best learned through practice. In this class students
 that can be achieved by working alone or together.
by practicing unconventional  speaking strategies
groups of 3 or more,  with the teacher, or in large
be able to bring strong interpersonal communication
future class and life experiences. 

sessions 

do spinning tops stay upright? How do electric motors
will find out the answers! 

and communication skills that are vital to friendship
cheerleading. 

授業内容の概要授業内容の概要授業内容の概要授業内容の概要 

have various 

football will all be 
 component of 
 a closer look at 

examined. 

 and spend time 

students will engage 
together. This class 

strategies in small one-
large groups in 

communication techniques 

motors work? In 

friendship building 



Appendix D    授業内容の概要授業内容の概要授業内容の概要授業内容の概要 

3. Collage Making (KHADABUX) 
Learn to express yourself through the art of collage. Students will use a variety of materials to 
create a portfolio of images that explore color, form, and meaning.  At the beginning of each 
lesson, students will be given a theme for the day, which we will discuss as a class and view 
examples of before transitioning into a free work period. 
 

Elective D Classes - 6 sessions 
 
1. Fun with Fans (HORI) 
Experience fan handling techniques from three continents in three days. Lots of Fun with Fans; 
the Japanese ‘SENSU”,  the Spanish “Abanico” or the Chinese “Veil Fan.” Each class focuses on 
proper body line to capture the essence of each country’s character.  
 
2. Friendship Building Through Games (WALSH) 
Students will be challenged to think and use various skills to complete many tasks. Games will 
include: “Human Knot”, “Ships and Sailors”, “Add ‘Em Up”, “Trust Go Around”, “Magic 
Shoes”, “Bird, Beast, or Fish”, “Scavenger Hunting” (History of Keio), “Minute To Win It”, and 
“Team Machine”. These games challenge students academically, verbally, physically, and 
mentally. 
 
3. Comics (COMBS) 
This elective will focus on “sequential narrative storytelling” or drawing comics. We will 
discuss how to develop characters and plot as well as to script and illustrate our own comic 
strips, comic books, and graphic novels.  



Appendix E キャンパスキャンパスキャンパスキャンパスマップマップマップマップ 
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