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WHY Tamwood?  
 1993 年から毎年開催している自信とノウハウ。201８年には約 2200 人が参加。 

 2018 年 18 歳以下のコース STM Award（留学業界のアカデミー賞）をノミネート、昨年は世界 No1 に選ばれています。 

 それぞれ個性的なキャンプをカナダ 4 ヶ所、アメリカ 3 ヶ所で開催。 

 世界 30 カ国以上からの参加者と友達になれる。（リピーターが多いプログラムでもあります。） 

 資格を持った経験豊かな ESL講師陣が週に 15 時間講義します。 

 アクティビティは毎日１から２種類、遠足は週に３～４回用意され、内容も数も豊富に提供し、様々な体験をとおして子供た

ちが英語をより多く話す機会の提供し、成長を促します。 

 ベテランのカウンセラー（毎年働いている人）が多い。 

 少人数グループに分かれ、トレーニングを受けたカウンセラーたちがほぼ２４時間ケアします。 

 安全に気を使った運営：すべてのカウンセラーは First Aid の資格をもち、Health Attendant も滞在します。 

開催地ごとの特徴 

バンクーバー： 世界で一番住みやすい街に選ばれるバンクーバー、海と山に囲まれた街で自然と都市生活が調和したカナダ西岸 

ならではの生活を体験できます。サイモンフレイザー大学の寮と施設を利用します。 
 

ウィスラー： カナダの雄大な自然の中での、2010 年冬期オリンピック開催地となった世界最大のゲレンデを持つ 

高級リゾート地でアウトドア・スポーツを心行くまで満喫できます。 
 

トロント： カナダ最大の都市トロントはイギリス文化が色濃く残る歴史ある大都市です。 

  カナダ文化の中心でもあり、有名なナイアガラの滝や CNタワー、MLB 観戦などアクティビティや遠足も 

たくさん用意しています。トロント大学の寮と施設を利用します。 
 

モントリオール：カナダ・フランス語圏、フランスの歴史を色濃く残したオシャレな街モントリオール、ヨーロッパを思わせる建物や 

人々の中、大学生活を疑似体験できます。他都市への１泊遠足も予定され、色々な文化を見ることができます。 
 

サンフランシスコ： アメリカでも自由で活気のある街です。文化都市としても映画のロケ地としても有名です。サンフランシスコ

を中心に見学し、アメリカ大リーグを見に行ったりします。サンノゼ州立大学の寮や施設を利用します。  

英語でなくロボット工学を学ぶ小学生対象の LEGO ロボティクス・キャンプも提供しています。 
        

ロスアンゼルス： アメリカを代表する名門校、UCLA の寮や施設を利用します。 

日本では体験できない、アメリカのマンモス大学の生活を体験できます。      

 ハリウッドやディズニーランドなどの観光地にも遠足で出かけます。 
 

ボストン：   世界的なアカデミック都市ボストン、歴史と東海岸独特の文化を肌に感じながら、東海岸中規模の大学生活を

体験できます。ハーバード大学などへも出かけます。カリー大学の寮や施設を利用します。 

  英語ではなくロボットを作るロボティクス・キャンプも提供しています。 

201９年キャンプ日程：  

 バンクーバー 、ロスアンゼルス、トロント      6 月 30 日～8 月 11 日   

 ボストン、ボストン ロボティクス、ウィスラー、モントリオール 6 月 30 日～8 月 4 日 

 サンフランシスコ、サンフランシスコ LEGO ロボティクス     7 月 7 日～8 月 11 日 

    

※それぞれ最初の到着日と最終の出発日となります。毎週日曜日に到着・出発となります。 
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FAQ － タムウッド・サマーキャンプ－ 

 

カウンセラー（指導員）について 

 

Q. カウンセラーは、どのような人たちですか？ 

A. タムウッドのカウンセラーは２種類に分かれます。キャンプの指揮・運営を担当するシニア・スタッフと、生

徒達と一緒に生活･行動する一般カウンセラーです。 

タムウッドのサマーキャンプは 26 年の歴史がありますので、シニアスタッフの中には大学生のときにタムウッ

ド・キャンプの一般カウンセラーを経験し現在公立学校などで学校の先生として働いている人たちも多くいます。 

一般カウンセラーは教員を目指す大学生が多く、またスポーツのインストラクターや学校の先生もいます。 

全てのカウンセラーは、北米の学校で働く人々が学校へ提出するように犯罪履歴証明書と医療証明書をタムウッド

へ提出しています。また、ファーストエイド（緊急応急処置）の資格を全てのカウンセラーが所持しています。 

彼らの他に専任の看護担当が生徒と同じ寮に宿泊し、アクティビティに引率します。 

 

Q. カウンセラーの仕事は？ 

A. 一般のカウンセラーが担当のカウンセラー･グループ (日本の学校の生活班) を指導・ケアします。起床から就

寝まで生徒達へ注意を注ぐとともに、仲の良い友達として生活します。生活の悩みについてはいくらでも相談に乗

ってくれます。シニアスタッフはキャンプ運営とともに、一般カウンセラーへの指導を行うのが仕事となります。

シニアスタッフの中には一般の学校の校長先生のように、生徒指導をするキャンプ･ディレクターもいます。 

彼らは毎朝生徒が起床する前から、その日の打ち合わせをし、問題になっている生徒やその日の注意事項を話し合

います。 

 

Q. 夜中に子供が目を覚ましてしまった場合、カウンセラーは対応してくれますか？ 

A. もちろんです。カウンセラーは各自受け持ちのグループと同じ階に滞在しますので、何かあった時にはすぐに対

応が可能です。 

 

Q. サマーキャンプにはルールがありますか？ 

A. サマーキャンプにも日本の学校の校則のようにルールがあります。

特にいろいろな国から参加者があるので、お互いに尊重しあい英語で

話をすることなど 10 個のルールがあります。ルールについては、出

発前の手引きに説明があるほか、現地でもカウンセラーが生徒たちへ

到着時に指導します。 
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寮生活について 

 

Q. 各キャンプ到着後、最初に何が行われるのですか？   

A. インテイク (キャンプ到着手続き) を行います。インテイクでは、Ｔシャツ（キャンプから外出する際やアクテ

ィビティにて必要な時のみ着用、ＴＡＭＷＯＯＤのロゴ入り）、ランドリーバッグ、ＩＤカードを受け取り、

Health Form のチェックを行います。その後、バンキング（キャンプ内の銀行システム）にてパスポート・必要の

ない現金・航空券等の貴重品を個別に預けます。 

全てのインテイク終了後、担当カウンセラーが各自の部屋へと案内します。各自の部屋に入ったら夕食まで自由時

間です。荷物整理をしたり、休憩をとることができます。もちろん外で遊ぶことも可能です。 

 

Q. カウンセラーグループはどのように決められるのですか？ 

A. グループは大きく「ジュニア７～１２歳」「ティーン１３～１７歳」の二つに分けられ別々のスケジュールが組

まれます。さらにその中で性別・年齢・国籍等を考慮の上グループ分けがされます。(日本の学校の生活班をイメ

ージしてください) 

ジュニア： １グループ最大生徒 9 人に対しカウンセラー１人 

ティーン： １グループ最大生徒 15 人に対しカウンセラー１人 

 

Q. 通常の一日の流れは？ 

A. サンプル・スケジュールをご覧下さい。(英語授業は 15 時間/週、遠足は週に 3～４回) 

 

Tamwood サマーキャンプ ティーン スケジュール例 寮滞在の場合 
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Q. ランドリーサービスとは？ 

A. 週１回タムウッドが依頼している業者のランドリーサービスを利用することが出来ます。生徒は、初日に渡され

たランドリーバッグへ洗濯物を入れ、ドアの側に置いておくと洗濯されて返却されます。 

 

Q. 初めての家族を離れての旅行ですが大丈夫でしょうか？ 

A. 私どもは 1993 年から世界中の子供を受け入れており、毎年子供達にはキャンプでの生活を楽しんでいただいて

います。家族から長期間離れ外国に滞在することが初めての子供がほとんどです。皆同じ気持ちですからすぐに友

達を作ることができますし、最終日にはキャンプで出来た友達と別れるのが辛くて帰りたくないと言う子供がたく

さんいます。 

 

Q. 寮ではどのような部屋で眠るのですか？ 

A. 子供達は用意されたベッドにて眠ります。ベッドには枕・シーツが備え付けられています。部屋は性別・年齢・

国籍・各グループを考慮の上割り当てられます。また、男女が一緒のフロアになることはありません。通常部屋は

特別の理由が無い限り変更することは出来ません。 

個 室：    バンクーバー、トロント、 

2 人から 3 人相部屋：   サンフランシスコ、ボストン、ロスアンゼルス、モントリオール 

4 人部屋（寝室は 2 人相部）：  ウィスラー（2 つの寝室の間にリビングがあります。） 

 

 

 

 

 

 

 

   バンクーバー                   ウィスラー              トロント   

 

                    

 

 

 

 

 

        モントリオール             ボストン           ロスアンゼルス 

 

 

 

 

 

サンフランシスコ 
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ホームステイについて (バンクーバーとトロントのみ、中高校生のみへ提供しています。) 

Q. 一日の流れはどのようになるのですか？   

A. 下記のスケジュールを参考にしてください。ホームステイの生徒は決められた時間までに帰宅しなくてはなりま

せん。ホームステイの生徒は土曜日のタムウッド・ディスコを除いてナイトアクティビティへは参加できません。

また、ディスコへ参加する場合には、ホストファミリーからの許可が必要となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q. 通学はどのようにするのですか？ 

A. 通学は各自、自費で行っていただきます。金額は 1 週間に 40 ドルくらいかかります。 

通学時間は平均で３０から４０分です。参加者は全員名前とキャンプの緊急連絡先が記載されたネームカードを首

から下げて行動します。万が一道に迷った場合でも、これを見せて助けを求めることができます。 

Q. 日曜日はどのように過ごすのですか？ 

A. ホストファミリーと一緒に過ごします。お買い物へ連れて行ってもらえる場合もありますし、家で一緒にバーベ

キューなどをして過ごすこともあります。ホストの予定により変わります。 

 

Q. ホストファミリーの家族構成などに希望は出せますか？ 

A. できません。タムウッドではホストファミリーを厳選していますので、どのホストファミリーでも子供達へ対応

してもらえる家族を提供しています。様々な人種の人々が集まってできたカナダでは、ホストファミリーがアジア

系の家庭もあります。また、預かっていただく生徒の国籍のバランスを調整したり、ホストファミリーの個人的な

事情(病気など)により、ホストファミリーが出発前に変更される場合もありますのでご了承ください。 
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ESL (英語) の学習に付いて 

 

Q. ＥＳＬの授業について教えて下さい。 

A.タムウッドはサマーキャンプの他にも年を通して語学学校をバンクーバー、ウィスラー、トロントで開校してい

ますし、ウィンター･キャンプも開催しています。26 年のキャンプとこうした毎日の経験から、英語が母国語では

ない生徒への知識と経験を積み、改善を繰り返して作られたカリキュラムです。 

小学生の授業では、視聴覚を利用して英語の文法や語彙を学ぶなど年齢と英語の力に応じ、英語が身に付きやすい

ように工夫されています。 

中高生は授業の他に週ごとにプロジェクトが与えられ、週の終わりにはグループでプレゼンテーションをするなど

楽しみながらも挑戦ができるように工夫されています。 

  

Q. ESLの先生はどんな人たちですか？ 

A. タムウッド･キャンプの先生は、英語が母国語ではない生徒へ英語を教える資格を持った先生方です。カウンセ

ラーのように公立学校の先生方も多く、普段から移民を含んだ国際的なクラスの運営をしており、英語の教え方ま

でプロフェッショナルな方々が講師です。 

 

Q. ESLのクラス分けは？ 

A. 到着日の翌日に最初のＥＳＬクラスが行われます。初日はテストと面接を受けます。この日のテストの結果に

よってレベル別にクラスが編成され、翌日よりクラスごとの授業が始まります。毎週土曜日にテストを受け現在の

実力を知るとともに、結果によってはレベルアップも可能です。クラスの数は参加生徒の人数によって異なります

が、レベルは最大 6 つに分かれています。 

 

Q. 英語は殆ど話せませんが大丈夫ですか？ 

A. 世界各国から子供たちが集まります。アメリカやカナダの中学校や高校へいけるような英語の力を持っている

生徒から、全く英語を知らない生徒まで参加しています。 

こうした環境で英語を学ぶことで、他の子供たちから刺激を受け、自分の英語に自信がついたり、意欲がわいたり、

英語が好きになることを目指しています。 

アクティビティは遊びと捉えがちですが、英語のクラスで学んだことを実際に楽しく機会を多く提供するための物

です。楽しい時間の中で授業で学んだ英語を使うことを目指しています。 
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アクティビティについて 

 

Q. 遠足には何が含まれていますか？ 

A. キャンプでは週１回１日遠足、週２回の半日遠足が提供されます。 

キャンプ料金にはスケジュールに含まれる全ての交通費・入場料・食事等が含まれます。 

 

ただし、日曜日のみ有料のオプションナル・アクティビティを用意していること、遠足の自由時間などに予定されていな

いものへ子供たちの意思で参加するなどの場合は料金に含まれないことをご注意ください。日曜日のオプショナルアクテ

ィビティの種類と料金は各キャンプごとに別資料があります。 

 

Q. 遠足ではどのような所に行くのですか？ 

A. バンクーバーキャンプでは、一日遠足ではウィスラー・ビクトリア、半日遠足ではグランビルアイランド・バン

クーバー水族館・等を訪れます。 

ロスアンゼルスやサンフランシスコでは 1 日遠足でディズニーランドやアルカトラズ刑務所、半日遠足では MLB

野球観戦や博物館などへ出かけます。 

ボストンではハーバード大学やマサチューセッツ工科大学の見学、遊園地、MLB野球観戦、アメリカの独立当時を

歩き名があら学べるトレッキングなどへ出かけます。 

 

各キャンプによって遠足の行き先が異なります。週ごとの詳細スケジュールを別途参照ください。 

 

Q. 遠足以外の毎日のアクティビティとは？ 

A. 平日行われるアクティビティです。 

ロケーションで異なりますが、カヤックやプール、陸上ホッケー、サッカーやバレーボールなどのスポーツ、図工

のアクティビティもあり、STEM は理工系の考え方を取り入れたゲームとなります。 

タムウッドのキャンプでは 1 日に１～2 種類のこうしたアクティビティを提供します。 

 

移動時間や交通事情などから平日のアクティビティの提供数が少ない場合があります。 
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食事や怪我・病気などの健康管理について 

 

Q. どのような食事が出されるのですか？  

A. 毎食違ったメニューです。メインディッシュにご飯またはパン・サラダ・デザート・フルーツが基本的なスタイ

ルです。飲み物はジュースと牛乳が中心となります。 

ただし、利用する大学によりメニューの種類には違いが出てきます。 

 

Q. アレルギーについて  

A. アレルギーは申込み書または Health Form を利用して必ずご連絡ください。殆どの食物アレルギーには対応で

きますが、対応できない場合は事前にご連絡することになります。医師に処方された常備薬も必ずご連絡ください。 

 

Q. もし子供が病気になった場合はどうなりますか？ 

A. 全てのカウンセラーは緊急の応急処置（First Aid）の資格取得が義務付けられており、トレーニングも受けてい

ます。また各キャンプには Health Attendant（看護担当）が常駐しており緊急時に対応します。また全てのキャ

ンプは救急病院まで車ですぐの所に位置しています。必要であれば日本語の話せるカウンセラーが病状を Health 

Attendant、病院に行った際は医師に伝えます。 

 

気候について 

 

Q. 天候はどうですか？ 

A. 北米西海岸では一般的に日中は晴れて暖かく、夜になると気温が下がります。 

日中は半袖で快適に過ごせますが、朝と夜は肌寒く感じることもあるため上着を用意した方が良いでしょう。また

夏は夜の１０時位まで明るく、紫外線量は日本と比べて約７倍といわれていますので、日焼け止めは必ず持参しま

しょう。 

北米東海岸は西海岸に比べ多少湿度があります。気温は日本のように高くなりませんが、日焼け対策や汗をかくこ

とを考えて着替えの T シャツをすこし多めに持って来ると良いでしょう。東海岸ではジーンズよりも短パンが必需

品になります。 

 

バンクーバー、ウィスラー:   24 度（朝夕は 13 度まで下がることもあります。） 

サンフランシスコ（サンノゼ）：  28 度（朝夕は 17 度まで下がることもあります。）  

ロスアンゼルス：    28 度（朝夕は 17 度まで下がることもあります。） 

トロント、モントリオール、ボストン： 27 度（朝夕は 17 度まで下がることもあります。） 
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バンキングの様子 

現金、貴重品の管理について 

Q. バンキングとは何ですか？ 

A. バンキングとはキャンプ内の銀行システムのことです。キャンプ内では必要以上の現金を持たせないようにし

ています。現金とともにパスポートなどの貴重品もタムウッドで個別に管理します。これらは明細を取って、キャ

ンプ内の金庫に保管されます。カウンセラーと相談して現金をいくら持ってアクティビティに行くかを決め、必要

な金額を週に２回引き出すことができます。(寮滞在者はダメージ・デポジットの＄１５０を預けます。この金額

は部屋などに損壊がなければ帰国日に返却されます。) 

 

 

 

          

 

Q. お小遣いはいくら位持たせればよいですか？またどのように管理するのですか？ 

A. タムウッドで 1000から 1500 カナダドルくらいにしておくことをお奨めしています。全ての食事、日程に含

まれる全てのアクティビティ、エクスカージョンにかかる費用は予め含まれています。 

お小遣いは、お土産を買う、遠足の際に好きなオヤツやジュースをを買う、日曜日のオプションのアクティビティ

等にかかる費用のために必要になります。 

現地では、日本円からドルへ返金する機会は全くないとお考えください。お小遣いについては、ご家庭でお子さん

と話し合い決めてきてください。 

 

その他 

Q. 空港でキャンプの参加者はどのように集合するのですか？ 

A. タムウッドのスタッフは乗客出口にてＴＡＭＷＯＯＤのロゴ入りの紺色のＴシャツかポロシャツを着用し、

「TAMWOOD CAMPS」の旗を持って子供達の到着を待っていますので簡単に見つけることが出来ます。出発前に

お送りする出発前の手引きもご覧下さい。 

 

Q. 国籍比率はどのようになっていますか？ 

A. 次ページのグラフを参照ください。 

次ページ以降のグラフは、ひと夏の参加者を国別で表したものです。日本に比べ他の国では夏休みが始まるのが早

いため、日本人よりも早くキャンプへ参加します。実際の国籍割合は、7 月中旬までは日本人が少なく、8 月は日

本人比率がやや多めになります。 

（毎週の国籍比率もありますのでお問い合わせの旅行代理店、留学エージェントへお問い合わせください。） 
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