
河口湖で本気の国内留学！

ACHIEVE
ENGLISH CAMP



【海外留学の特徴】

1日10時間の英語レッスン

会話主体の英語授業

テスト対策コースあり

アチーブイングリッシュキャンプとは

セブ島留学

語学学校

国内英語学習

RIZAP ENGLISH

【コーチング学習の特徴】

勉強のやり方を教える

毎日自習をする

各個人に合わせたプラン

海外留学のメリットと、国内英語学習のメリットを

掛け合わせたのがアチーブイングリッシュキャンプ！

+ ＝

国内留学

Achieve English 

Camp

【特徴】

1日約10時間の英語レッスン

参加後も自身で英語学習を

継続できるメソッドを伝授

EOP
English Only

Policy



国内留学 VS 海外留学

海外留学 国内留学

高い費用

長期休みが必要

治安への不安

必要なのは

授業料・宿泊費のみ！

最短3泊4日から！

食事・生活環境は

安心の日本クオリティー

航空券代金だけで10万～15万円

仕事、学校があるため

なかなか行くことができない

スラム街、盗難、

生活環境への不安など

3泊4日もしくは1週間プラン

航空券

ビザなど必要なし

短期から対応可能

国内だから

親御様も安心



アチーブイングリッシュキャンプ概要

【東京都内⇒河口湖駅】

　高速バスで90分

【河口湖駅⇒キャンプ】

　バスで15分→

　バス停より徒歩で15分

創設：2019年4月

住所：〒401-0305 山梨県南都留郡富士河口湖町大石 2585-9

電話：0555-76-6884

最大収容人数：110名



選べる1週間プラン or 3泊4日プラン

【1週間プラン】 【3泊4日 日～水プラン】 【3泊4日 水～土プラン】

日

月～

金

土

16:00-17:00　入寮

17:45-18:30　オリエン

18:30-19:15　夕食

19:15-22:00    自由時間

22:30                 消灯

曜日 スケジュール 曜日 スケジュール 曜日 スケジュール

終日通常授業

金曜日：

卒業式（17:45-18:30）

07:00-07:45   朝食

朝食後 退寮（10時まで）

16:00-17:00　入寮

17:45-18:30　オリエン

18:30-19:15　夕食

19:15-22:00    自由時間

22:30                 消灯

日

月～

火

水

終日通常授業

07:00-08:00   朝食

08:00-12:00   レッスン

12:05-12:50    昼食

13:15-14:00    卒業式

15:00まで        退寮

水

木～

金

土

10:30-11:00   入寮

11:15-12:00   オリエン

12:05-12:50   昼食

13:15-18:30   レッスン

18:30-19:15   夕食

19:15-22:00   自由時間

22:30                消灯
終日通常授業

金曜日：

卒業式（17:45-18:30）

07:00-07:45   朝食

朝食後 退寮（10時まで）



レッスンスケジュール

アチーブイングリッシュキャンプでは1日英語漬けの生活！

授業中だけでなく食事中もEOPですので、短期間で英語脳を育てることができます。

            時間                                              スケジュール

07:00-08:00 朝食・朝の集会

08:00-08:45 レッスン①(Build up)

08:50-09:35 レッスン②(Pronunciation)

09:35-10:20 問題演習/休み時間

10:25-11:10 レッスン③(Vocabulary)

11:15-12:00 レッスン④(Communication)

12:05-13:10 昼食・休み時間

13:15-14:00 レッスン⑤(Role play)

14:05-14:50 レッスン⑥(Reading)

14:50-15:35 英単語練習/休み時間

15:40-16:25 レッスン⑦(Speech)

16:30-17:15 レッスン⑧(Discussion)

17:20-18:30 日記/ストーリー/1日の復習

18:30-19:15 夕食

19:15-22:00 入浴(21時まで)/自由時間/ムービーナイト(毎週火、木曜日)

22:30 消灯



1階：ラウンジ、食堂

2階：大浴場、個室（和室）

3階：個室（洋室）

1階：クラスルーム、大ホール

2階：男性相部屋

3階：女性相部屋

施設内はA棟とB棟の2つの建物から構成されています。

施設紹介

A棟

B棟



フロアマップ



食堂

大浴場

ラウンジ

個室

日本人の調理人が、栄養

バランスに優れたお食事を

ご用意いたします。

食事中もイングリッシュ

オンリーなので、食事中に

使える日常会話も

身に付けることができます。

 

まるで旅館のような浴室に

なっていますので、勉強の

疲れを癒すことができます。

シャワールームも2室

ありますので、他の方と

浴室を利用することに

抵抗がある方も安心です。

【備え付け】

シャンプー、コンディショナー、

ボディーソープ、ドライヤー

引率の先生や、親子で

参加される方には個室を

ご利用いただけます。

※生徒様は基本的に

相部屋でのご案内となります。

また、数に限りがございますので

空きがない場合は相部屋での

ご案内となります。

毎週火、木曜日の夜は

ムービーナイトが

開催されます。

UNOなどのゲームも

ございますので、他の

生徒様との交流を

楽しむことができます。

施設紹介  A棟



受付

大ホール

滞在部屋

毎朝、講師と一緒に

キャンプ5ヶ条を英語で元気

よく読み上げるところから

1日がスタートします。

オリエンテーション、卒業式

にも使用され、毎回感動の

スピーチが行われます。

1室につき、４台の２段ベッド

がございます。個人用の荷物

収納スペース、ベッド、

充電スペース、金庫などが

備え付けられています。

女性が３階、男性が２階と

分かれています。

クラスルームは最大10人

までの小規模クラスです

ので、講師との距離が近く、

自ら発言する機会が多い

のでスピーキング力を

鍛えるには絶好の機会です。

積極的に発言しましょう。

到着後は受付にてチェック

インをお済ませください。

施設内に1歩足を踏み入れた

瞬間からEOPルールが

適応されます。

Let's study English with us!

施設紹介  B棟

クラスルーム

※異性のフロアへの立ち入りは禁止です。



お部屋タイプは

・3～8名様同室の相部屋と、

・1～2名様用の個室があります。

相部屋は女性が３階、男性が２階です。

【相部屋】

・2段ベッド×4台

・備え付け：荷物収納ケース、充電スペース、金庫、

ハンガーラック、ハンガー

※タオルや浴衣、歯ブラシなどのご用意はございません。

【個室】

・洋室タイプ（バス・トイレ付き）

・和室タイプ（バス・トイレ別）

※個室は数に限りがございますので、基本的に学生の方は

相部屋でのご案内となります。

滞在部屋

相部屋イメージ

個室イメージ



食事メニュー例

専門の調理師により管理された安全でおいしい、ボリューム満点のお食事をご用意致します。

美味しい食事から、皆様の学習をサポートしております。

※アレルギーがある場合は事前にお伝えください。



キャンプで働く講師陣

アチーブイングリッシュキャンプで教鞭をとるのは語学学校で数年間以上の

教員経験を持つ、プロのフィリピン人講師陣です。

フィリピンでは30年以上前より英語を公用語としており、

国民の殆どの方が英語を理解することが出来ます。

その中で厳しい試験に合格し、狭き門の語学学校講師として採用された先生の中でも

ごく一部の優秀な先生だけが日本にて教鞭をとることになります。

　

※講師は全員女性のフィリピン人です。



レッスン

最大10名までの少人数のグループレッスンですので、普段の授業よりも講

師と近い距離で、積極的に発言することが可能です。

初日のレベルチェックテストで、英語レベル別にクラス分けを行いますので、

ご自身の英語レベルに合わせた授業を受けていただけます。

※英語レベル、コース別でクラス分けを行いますので、繁忙期で複数の団体様がお越しの場合、

同じクラスになる可能性もございます。



一般英会話コース レッスン内容  ①

① Build up

ビルドアップ

【方法】長文を後ろからリピートする。少しずつ単語を増やして、

                  最終的に長文が言えるようにする。

【効果】リスニング力、発音矯正の向上につながる。

                  スピードやリズムに慣れ、長文が口から出るようになる。

③ Vocabulary

語彙力

② Pronunciation

発音矯正

④ Role play

役割演習

【方法】日本人の苦手とする発音を重点的に指導する。

                  全体で発音した後、一人ずつチェックして訂正する。

【効果】正しい発音をすれば英語は通じるという自信につながる。

                  リスニング力の向上にも効果がある。

【方法】連想ゲームを主体とした授業。

                 お題の単語を使わずに形容したり、説明して相手に伝える。

【効果】実際に意味や使い方がわからない英単語を、

                  別の英語表現を駆使して相手に伝える伝達能力が身につく。

【方法】カフェの店員や、ツアーガイドなどの疑似体験を通じて、

                   実際に使える英会話力を身に付ける。

【効果】海外旅行や留学、海外で就職した際に通用する、

                  実践的な力が身につく。



一般英会話コース レッスン内容  ②

⑤ Speech

スピーチ

【方法】様々なテーマについてスピーチを行う。                               

                  表現や声の抑揚、姿勢、発音、文章校正まで指導する。

【効果】人の前で英語で話すことに自信をつける、

                  自分の英語力に自信をつける訓練。

⑦  Reading summary

読解・要約

⑥  Discussion

ディスカッション

⑧  Communication

会話

【方法】テーマに合わせて、賛成派と反対派に分かれて議論をする。

【効果】自己主張が苦手な日本人が、自分の意見や主張を明確に示し、

                  相手を説明するスキルが身につく。

【方法】各自の英語レベルにあった文章を読み、記事の内容を要約する。

                  制限時間を設けて時間内に行う。

【効果】複数の情報を制限時間の中で優先順位をつけて、

                  的確に要約していくスキルが身につく。

【方法】ケーススタディ。場面に合わせた会話を練習する。

                  自分から聞きたいことも聞けるようにする練習。

【効果】実際の場で使える英語力が身に付く。英語で話しかけられても、

                  自信を持って対応できるようになる。



TOEICコース  レッスン内容 

Listening

Reading

Vocabulary

Grammar

①シャドーイングトレーニング

②実践問題

・シャドーイングによるリエゾン(=発音の繋がり)の確認

・正しく発音することでリスニング力強化

①5min速読トレーニング

②実践問題

・5min速読トレーニングによるリーディングスピ ード強化

・1日3コマの授業で全リーディングパートをカバー

①5文型高速分解トレーニング

②実践問題

・独自メソッドによる5文型分解トレーニング

・講師の英語解説＋参考書の日本語解説を併用し理解を深める

自習×テスト

・1日250語、1週間で1,250語を暗記

・自習で暗記した範囲をテストで確認する



英検対策コース  レッスン内容 

Listening

Reading

Speaking

Writing

①シャドーイングトレーニング

②実践問題

・シャドーイングによるリエゾン(=発音の繋がり)の確認

・正しく発音することでリスニング力強化

①5min速読トレーニング

②実践問題

・5min速読トレーニングによるリーディングスピ ード強化

・1日3コマの授業で全リーディングパートをカバー

①長文の構成方法を学ぶ

②実践問題

・長文の構成方法を学び、正しい型で文章を作成できるようにする

・時間内に書き終えることができるように、問題をこなす

①面接の流れ、ポイントを学ぶ

②実践問題

・面接の流れを理解し、正しいポイントを押さえて回答できるようにする

・実際の2次面接のように、講師と1対1で面接練習をする



ビジネスコース  レッスン内容 

ビジネスコースでは、一般英会話コースの4メソッド(発音・ビルドアップ・読解要約・

ディスカッション)の他、ビジネスコース専用の3つのメソッドを加え、合計7つのレッスンを

行うことでビジネス英会話の基礎を身に付けます。

【方法】電話・メール対応で実際に使えるフレーズを習得。ロールプレイングによる

実践で現場での感覚を身に付ける。

【効果】様々な電話・メール対応の場面をシミュレーションすることで、合宿後にそ

のまま現場で生きた英語として活用できる。

【方法】会議・商談などで実際に使えるフレーズを習得。ロールプレイングによる実

践で現場での感覚を身に付ける。

【効果】様々な会議・商談の場面をシミュレーションすることで、合宿後にそのまま

現場で生きた英語として活用できる。

【方法】実際に存在する製品や、生徒様自身が仕事で取り扱っている商品・サー

ビスをプレゼンテーションする。

【効果】プレゼンテーションの構成や英語でのフレーズが使えるだけでなく、自社

製品のプレゼンを合宿内で行うことで、レッスンで作成した原稿をそのまま実際の

現場で活用できる。

①  Tell / Email

電話・メール

②  Meeting/Negotiation

会議・商談

③  Presentation

プレゼンテーション



【施設内・スタッフ対応】

・感染予防として、フィリピン人講師はフェイスシールド着用の上、レッスンを行います。

・講師・日本人スタッフはうがい、手洗い、アルコール消毒の徹底をします。

・各レッスンルームには除菌用アルコールを設置しています。

・教室・宿泊部屋・浴室・食堂他、施設内では常に換気を行います。

・グループレッスンは最大10名までとして、各生徒様の座席の間隔を保ちます。

・接触するアクティビティはございません。　例）ハイタッチ、ハグ等

・相部屋のベッドはカーテンで仕切りを設けておりますので、個室感覚でご利用いただけます。

・コロナウイルスの影響で緊急事態宣言が発令され参加できなくなった場合には、全額返金。

（お客様の判断により参加をキャンセルされた場合には、通常のキャンセル規定が適応になります。）

新型コロナウイルス対策について



【お客様各位へのご協力のお願い】

・感染予防のため、フェイスシールド又はマスクを必ず着用ください。

 ・うがい・手洗い、アルコール消毒の徹底をお願いします。

 ・体調が優れない方は参加をお控えください。

 ・毎朝検温を実施します。体温が37.5度以上の方はご参加いただけません。

・発熱があった場合はただちに別室にて待機いただきます。

 ・体調が優れない場合は、すぐにスタッフにお申し付けください。

 ・大きな声での会話、ハイタッチやハグなどの行為は行わないでください。

・食事の際は1席以上ずつ空け同じ方向に着席し、会話は最小限にしてください。

 ・キャンプ参加後、2週間以内にコロナウイルスを発症した場合は、速やかにご連絡ください。

新型コロナウイルス対策について



キャンセル規定

・留学開始日の前日から起算して20日前～8日前までは合宿費用の20%

・留学開始日の前日から起算して7日前～2日前までは合宿費用の30%

・留学開始日の前日は合宿費用の40%

・留学当日より合宿費用の50%

・合宿開始後の解除または無連絡不参加の場合は合宿費用の 100％

【注意事項】

アチーブイングリッシュキャンプは、講師、および他の生徒様との 密度の濃い社会空間を一定期間共有する

ということが根本にございます。

生活の背景や性格もすべて異なる方々が、同じ場所に集うという社会を構成することになります。

従いまして、アチーブイングリッシュキャンプでの生活には一定水準以上の社会的責任の自覚と自立性が

不可欠であることを予め御確認いただきます ようお願い致します。

集団生活をスムーズに行う上で支障が出る可能性がないことを予め宣言していただき、万一支障が生じた場 合、

こちらの改善要求に従っていただけない場合にはご退去いただくことを予め御理解ください。


