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人気のミニゴルフ、アイススケート、釣りなどのアクティブ系、
アメリカのお仕事体験や農場体験などの体験系、アート
＆サイエンス系など種類が豊富だと好評です。
これらのアクティビティを通してアメリカ•ハワイ文化に関する
知識を深めることもでき、自然な形で英語に触れられます。

様々なアクティビティを通して、
自然な形で英語に触れることができます1

出身や年齢が違うこどもたちと一緒に過ごすことで、
コミュニケーション能力が高まり、好奇心旺盛に自ら
進んで学ぶようになります。また、クラスメイトを思いやる
心を育てます。

子供の個性や自主性を尊重します2

少人数制なので講師やアクティビティリーダーとの
距離が近くて親しみやすいと評判です。内気で人見知りの
子もプログラム最終日には大きな声で発言できるように
なるなど、子供の成長を見ることができます。

講師やリーダーとの距離が近いので、
アットホームな環境です3

Club Keiki (クラブケイキ)が選ばれ続ける３つの理由

1

春休み/夏休みキッズプログラム

Club Keiki (クラブケイキ)とは?Club Keiki (クラブケイキ)とは?
Club Keiki（ハワイ語でKeik i＝子ども）は、6～14歳（小学
生・中学生）対象の期間限定プログラムです。
　
1日約3時間の英語レッスンと、4時間のアクティビティがひとつに
なったプログラムで、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や文化を満喫できるアクティビティを
行います。
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英語でのアクティビティ

ランチ

英語レッスン

※Club Keikiは安心してお子様を預けられる
プログラムですので、保護者のプログラムへの
同伴は認めておりません。

親子留学
コース

自由時間
例：ショッピング
ブランチ

ビーチでリラックス
など

例：ショッピング
ブランチ

ビーチでリラックス
など

お迎え お迎え

9:00-12:50
大人向け
英語レッスン
( 月曜日～木曜日 )

自由時間

お子様のみ
留学コース

学校集合

子ども出発

Good Bye!
また明日！

8:15

8:30

9:00

12:30

12:50

13:15

15:45

8:15

8:30

9:00

12:30

12:50

13:15

15:45

保護者 子ども

1日のスケジュール
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※ 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までにお知らせします。
※ 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。

シーライフパーク ビショップ博物館 プラネタリウム&
サイエンス体験

釣りアイススケート

第2週(例)
月　　   　 　  　火　　       　　　水　  　 　   　　木　　   　    　　金

第1週(例)
月　　   　 　  　火　　       　　　水　  　 　   　　木　　   　    　　金

ミニゴルフ マノアヘリテージ
センター

ダイアモンドヘッド
ハイキング

ディズニー
リトルマーメイド
ミュージカル

ホノルル警察署&
ディスカバリーセンター

サンプルスケジュール

8月

67/31    1　      2　　　  3　　　 4　　　   5

7 　　  8　　　9 　　　10　　  11　 　 12　     13

14 　 　 15　  　 16　  　17  　　   18 　　　19　　   20

21　  　22 　　 23  　　24　　　　25　　　                   26　　　 27

28　　 29　　   30　　　31

日 　 月 　 火 　 水 　 木 　 金 　 土

プログラム第3週

プログラム第4週

プログラム第5週

7月2022年

29  　  30　　1　  　  26/26 　27　    28

3 　　 4　　　 5　　　  6　　　 7　 　  8　  　   9

10 　 　11　 　　 12　  　13   　　  14 　　　15　　  16

17　  　18 　　 19　  　20　　　　21　　　　22　　　 23

24　　 25　　   26　　　27　　　 28　　　 29　　　  30

日 　 月 　 火 　 水 　 木 　 金 　 土

第1週
締め切り

第2週
締め切り

第3週
締め切り

第4週
締め切り

プログラム第1週

プログラム第2週

第5週
締め切り

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
るアクティビティが盛りだくさんです。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。

クラブケイキのアクティビティ
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Jian(Mother)：
STEP短期プログラム参加
Danqi(Daughter)&
YiCheng(Son)：
キッズプログラム参加

Q1. CPCを選んだ理由はなんですか？
A1. Club Keikiのスケジュールと学習計画は私たちに最適でした。
　　子供たちも私もここで勉強できてよかったです。半日はアクティビティ、
　　半日は英語クラスというのはとても合理的だと思いました。

Q2. お母さまの授業はいかがでしたか？
A2. 文法の授業は、体系的に学べる教科書もあったため、とても役に立つ
　　と思いました。特定のポイントを大きく向上させる方法を学べました。

Q3. プログラムで特に気に入った部分は何ですか？
A3. プログラムに参加している子供たちの英語のレベルが多様なため、
　　娘の英語クラスを調整してくれたことがよかったです。娘の場合は2回
　　調整してもらえ、マンツーマン指導や大人のクラスに参加させてもらえ
　　ました。これらの調整は非常にありがたかったです。

Mutsuko(Mother)：
STEP短期プログラム参加
Risa(Daughter)：
キッズプログラム参加

Q1. 参加してどうでしたか？
A1. 午後の英語の授業が楽しかったです。ゲーム感覚で学べて、単語がたくさん
　　分かるようになりました。

Q2. お母さまの留学はいかがでしたか？
A2. 昔勉強したことを思い出して、楽しかったです。何十年ぶりに宿題をやって、
　　 先生の発音が聞き取りやすくて、分かりやすかったです。

Q3. 今まで親子留学をされたことはありますか？
A3. エスカレーター式の学校だったので、受験もなく高校に行けるので、新しい
　　英語体験がしたくて留学をしました。初めての親子留学でした。学校の
　　友達もハワイで他の学校に通っていたんですが、CPCは「 こどもが一番
　　楽しめる学校だよ」って、ここに入れて正解だったんだと思いました。

親子留学参加者の声

CPC is very comfortable and tiny. The teachers here are friendly 
and helpful. I like it here. I’ll recommend to you if you have the chance 
to come to Hawaii.

Danqi ( China, 12 )

Reina ( Japan, 11 )

I made new friend in school and we go swimming after school.

I want to come back and see my friends again and I want to study
English at Club Keiki.

 Kion ( USA, 9 )

参加者の声
（原文ママ）
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プログラムスケジュール
月曜日～金曜日　8：15～15：45

受入れ年齢：6歳～14歳

2022年　夏休みプログラム
期間 申し込み締め切り

第1週

第2週

第3週

第4週

第5週

7/25（月）～7/29（金)        7/3（日）

8/1（月）～8/5（金)        7/10（日）

8/8（月）～8/12（金)        7/17（日）

8/15（月）～8/19（金）        7/24（日）

8/22（月）～8/26（金)        7/31（日）  

期間 申し込み締め切り

5/2（月）～5/6（金） 4/10（日）

2022年　ゴールデンウイークプログラム

期間 申し込み締め切り

3/28（月）～4/1 (金) 3/6（日）

2022年　春休みプログラム

プログラム概要
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オプション
(写真販売)

■ 受け渡し時期：プログラム終了後、2～4週以内　
■ 受け渡し方法：オンライン写真閲覧、ダウンロードページのURLをメール送付
■ 【 オトクなサービス 】 2名以上の家族でご参加の場合、1名のみ（代表者）の料金のみ

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

2021年12月31日まで申込みの場合、プログラム費から5%割引

① 春休み早期割引：

2022年2月7日まで申込みの場合、プログラム費から5%割引

② ゴールデンウイーク早期割引：

2022年4月30日まで申込みの場合、プログラム費から5%割引
③ 夏休み早期割引：

過去にプログラムに参加したリピーターの方は、プログラム費から5%割引
④ リピーター割引

2人目以降の方は、それぞれプログラム費から5％割引
⑤ 家族割引：

特別割引

※家族割引は兄弟姉妹のみだけでなく、親子留学の場合も適用
※割引の併用なし    

●費用に含まれる内容
授業料、教材費、ランチ、アクティビティ費用（入場料・体験料）、交通（学校 ⇔ アクティビティ）、
スナック、ドリンク、オリジナルTシャツ、修了証

１週間

$890

2週間

$1,496

3週間

$1,863

4週間

$2,440

5週間

$2,905
登録料
$100

参加費(税込)

申し込み方法 ①　オンライン ( https://cpchawaii.edu/jp/admission/ )
②　申込書をEメールまたはFAX送信

お申し込みについて



週

1

2

3

4

5

大人1名＋こども1名

$3,251
$4,965
$6,372
$7,668
$9,192

$2,665
$4,282
$5,647
$6,597
$7,891

ホームステイ
パッケージ

コンドミニアムレジデンス
パッケージ

大人1名＋こども2名

$5,030
$7,782
$9,681
$12,084
$14,507

$3,736
$6,018
$7,833
$9,623
$11,336

ホームステイ
パッケージ

コンドミニアムレジデンス
パッケージ
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パッケージに含まれるもの： 大人クラスの登録料＆授業料（月～木）、こどもクラスの登録料＆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、大人クラスの教科書代
※ 55歳以上の場合は、宿泊費5％追加（ホームステイパッケージのみ)　※ 写真はイメージです。

コンドミニアムレジデンス（シェアコンド）パッケージ

ホームステイパッケージ

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



パッケージに含まれるもの： 大人クラスの登録料＆授業料（月～木）、こどもクラスの登録料＆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、大人クラスの教科書代
※ 55歳以上の場合は、宿泊費5％追加（ホームステイパッケージのみ)　※ 写真はイメージです。
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Q1.  親も一緒に参加できますか？
A1.  このキッズプログラム（クラブケイキ）はお子様のみがご参加いただけるプログラムです。大人の方はご参加いただけませんが、
一般向けのSTEP短期プログラムにご参加いただけます。

Q2. 子供だけで参加できますか？
A2. ① 日本からの出国時点でお子様のみハワイに渡航する場合
ハワイを含むアメリカ国内では、12歳未満だけで行動させることが禁じられており、万一通報された場合には、虐待と見られてしまい
罰せられるという法律があります。そのため、お子様だけでアメリカへ行かれる場合には、飛行機の付き添い（航空会社にお問合せください)
およびアメリカ滞在中の保護者代理（ガーディアン）が必要となります。
※ ホームステイをお申込みの場合は、ホストファミリーが保護者代理となることが可能です。
② ハワイへはご家族一緒に渡航され、プログラムのみお子様だけの場合
全く問題ございません。ただし、プログラムは学校で集合および解散のため、学校と滞在先との往復は必ず大人の方が付き添いください。

Q3. プログラムの途中からの参加は可能ですか？
A3. プログラムは月曜日から金曜日までですが、途中から（火曜日や水曜日）の参加も可能ですし、途中終了も可能です。ただし、その分の
費用の返金はありませんのでご了承ください。同様に早退も可能ですが、遅刻してバスに乗り遅れた場合はランチまたは午後の英語
クラスから出席となります。

Q4. 初日の流れを教えてください。
A4. 参加初日（月曜日）は、7：50に学校があるビルの740号室のフロントデスクまでお越しください。8：00から15分程度、保護者の方
向けにプログラムについてのオリエンテーションがあります。オリエンテーション終了後1階に移動し、お子様を乗せたスクールバスを
お見送りいただけます。（お見送りは自由です）※プログラム途中参加の場合は、個別でオリエンテーションをいたします。

Q5. 持ち物を教えてください。
A5. 基本的には、熱中症予防のために水筒（大容量をおすすめします）、帽子、運動靴、日焼け止め、虫よけスプレー、雨具、筆記用具です。
（英語クラスの教材は学校で準備します）毎日持ち物が変わりますので、必ず各当日の持ち物が記載されているアクティビティスケジュール
をご確認ください。

Q6. 英語クラスは1クラス何人ですか？どうやって振り分けされますか？
A6. 午後の英語クラスは、1クラス平均8人程度の少人数制です。レベルの振り分けは年齢ごとではなく、英語のレベルで振り分け
られます。（英語を初めて勉強するお子様からハワイ生まれ育ちのお子様まで、毎年レベルは様々です。）英語のレベルは提出書類の
アンケートにご記入いただき、さらにアクティビティ中で英語レベルを判断して振り分けられます。

Q7. うちの子供は英語が全くできませんが問題ありませんか？
A7. 英語レベルはゼロレベル（アルファベットからスタート）から対応できますのでご安心ください。

Q8. インターナショナルスクールに通っているので英語に自信がありますが、大人のクラスに行けますか？
A8.  講師が大人クラスのレベルに達していると判断した場合、移動は可能です。
① 午後の大人クラスは1:00～4:50で、元々のキッズプログラムの英語クラスである1:15～3:45の授業時間から変更になること
② クラスメイトが年上の方ばかりになりますので問題ないかどうか
③ 当校は生徒参加型の授業なので、自ら積極的に参加ができるかどうか、この3点をご本人様が大丈夫であれば問題ありません。
ご希望の場合は、事前（遅くとも初日のオリエンテーション時）にリクエストをお出しください。

Q9. 滞在先のホテルから学校まで、皆さんどうやって通われていますか？
A9.  バス、徒歩、車（Uberなど）で通われています。学校はアラモアナセンターから徒歩5分の距離なので、ワイキキのイリカイマリーナや
ディスカバリーベイからは徒歩20分（バスは徒歩込み13分）程度です。バスの場合は、時間通りに来なかったり渋滞があったりするので、
朝の散歩を兼ねて歩かれるのもおすすめです。なお、CPCのコンドミニアムレジデンス（シェアコンド）は学校の目の前なので徒歩5分です。
※ 前ページのCPC親子留学プランをご参照ください。

Q10. 駐車場はありますか？
A10. 当校が入るビル内に駐車場があります。（有料）また、周辺地域に駐車頂く事も可能です。（無料）

Q11. ランチはどのようなものが出ますか？
A11. 日本式の牛肉炒め弁当、唐揚げ弁当、ピザなどで、毎年皆様にご好評いただいています。

それ以外のご質問はお気軽にお問合せください。
info@cpchawaii.edu（日本語）

アクティビティの様子やニュースなどはブログからもご覧いただけます。
http://clubkeiki.blog.fc2.com/（英語・日本語）

よくあるご質問



https://cpchawaii.edu/jp/form-keiki/

 (808) 748-0897


