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英語とプログラミングを楽しく学ぶ４日間！
中学生・高校生向け「English × IT Camp」ゴールデンウィークに開催
夏休みには海外の大学で学ぶ「Global IT Camp」の開催も決定！
中学生・高校生向けの IT・プログラミング教育サービス事業を手がけるライフイズテック株式会社
（本社：東京都港区、代表取締役 CEO：水野 雄介）は、世界で活躍するグローバル IT 人材育成を
目的とした中学生・高校生向け IT・プログラミング講座「English × IT Camp」をゴールデンウィ
ーク中の 5 月 2 日〜5 月 5 日の４日間開催します。
URL: https://life-is-tech.com/globalcamp/english.html

「English × IT Camp」は、IT を教える IT メンター（日本人大学生スタッフ）と、ネイティブ英
語を話す English メンター（外国人大学生スタッフ）のサポートのもと、iPhone アプリやゲーム、
映像制作などを学び、最終日には各自が制作したオリジナル IT 作品のプレゼンテーションを英語で
行うプログラムです。また、英語コミュニケーションスクール「SparkDojo」監修の元、英語に対す
る苦手意識を払拭するアクティビティや英語でのコミュニケーション力を鍛えるカリキュラムもご
用意。
「英語で伝える力」も学んでいただけます。
ライフイズテックでは、2017 年より、海外の大学に滞在し異文化を体験しながらプログラミングと
起業家精神（アントレプレナーシップ）を学ぶプログラム「Life is Tech！Global IT Camp」を開
始。三年目となる今年の夏も、イギリスの名門・オックスフォード大学と、世界大学ランキングで
アジア 1 位のシンガポール国立大学での「Global IT Camp」の開催が決定しました。
ゴールデンウィーク中に開催する「English × IT Camp」は、夏休み期間に開催の「Global IT
Camp」を見据えた準備キャンプという位置づけで、
「Global IT Camp」に参加される方が、事前に英
語やプログラミングに触れる機会を設けることで、現地での学びやコミュニケーションを最大化す
ることを目的として今年より新たに企画されたプログラムですが、
「Engligh × IT Camp」単独での
ご参加も可能です。なお、
「Global IT Camp」に参加される方は、「Engligh × IT Camp」を割引価
格でご参加いただけるキャッシュバックキャンペーンを実施しています。

これからの時代を生きる力として必要となる「英語」と「プログラミング」
。これらはただ単に知識
として学ぶだけではなく、実際にツールとして活用することができてはじめて、子どもたちの可能
性を広げていくものです。
グローバル化やテクノロジーが急速に進化を遂げている現在、IT やプログラミングを学ぶことで培
われる論理的思考力や、問題解決能力、創造力は、予測不可能な将来に対して、未来を切り拓く原
動力となります。また、中学生・高校生という感性が豊かで柔軟な時期に、多様性や異文化と触れ
様々な刺激を受けること、そして、そのための「ツール」として英語を実際に活用する体験は、彼
らの視野を広げ、行動を変えていくものになるでしょう。
ライフイズテックは、
「中高生ひとり一人の可能性を最大限伸ばす」ことをミッションに、本取り組
みを通じて、IT・プログラミングへ興味をもつきっかけや実践の機会を創出し、グローバルに活躍
する IT 人材をひとりでも多く生み出していくことをめざしています。

「English × IT Camp」概要
参加者 4-6 人のチームに対して、IT を教える IT メンター（日本人大学スタッフ）と、ネイティブ
英語を話す English メンター（外国人大学生スタッフ）がペアでサポート。英語もプログラミング
も初めての人でも安心して参加できるカリキュラムです。
また、
「英語で伝える力」を自分の武器として身につけるプログラムを運営する英語コミュニケーシ
ョンスクール「SPARK DOJO」監修の元、ゲームを通じた実践的なコミュニケーションで、英語に対
する苦手意識を払拭するアクティビティもご用意。
実際に Global IT Camp 中（もしくは外国滞在中）に出くわす様々なシーンに対して、英語を使っ
たロールプレイングの時間も用意しています。
最終日には、自分でつくったオリジナル IT 作品を英語でプレゼンテーション。
「英語を話すって楽しい！」
「自分の伝えたいことを英語で相手に伝えられた！」そんな成功体験を
サポートします。
期間
コース
対象
募集人数
会場
費用

2019 年 5 月 2 日(月)〜2019 年 5 月 5 日(木)
映像制作コース、iPhone アプリプログラミングコース、Unity®ゲームプロ
グラミングコース（2D・3D）
英語×プログラミングに興味のある、中学生・高校生
60 名
株式会社セールスフォース・ドットコム 東京オフィス
（東京都千代田区丸の内 2－7－2 JP タワー12 階）
通いプラン ¥100,000(税抜)
※Global IT Camp にお申し込みの方は、本キャンプについて下記金額を
Cash Back させていただきます。
●シンガポール国立大学キャンプ：30,000 円 Cash Back
●オックスフォード大学キャンプ：50,000 円 Cash Back

申込期限

詳細 URL

また、その場合は 8 月末日に上記割引金額を指定口座にお振込みさせてい
ただきます。
2019 年 4 月 15 日（月）
※なお定員に達し次第、受付終了とさせていただきます。予めご了承下さ
い。
https://life-is-tech.com/globalcamp/english.html

「Life is Tech！Global IT Camp」概要
英国の超名門校、オックスフォード大学で、IT/プログラミングとイノベーション・多様性を学ぶ 10
日間（2019 年 8 月 17 日〜8 月 26 日)と、アジア No.1 の大学、シンガポール国立大学で、IT/プログ
ラミングとスタートアップ思考を学ぶ 6 日間（2019 年 7 月 27 日〜8 月 1 日）の２つのツアーをご用
意しています。
なお、
「Life is Tech！Global IT Camp」は、数多くのスタディツアーや海外旅行の実績がある
H.I.S.と旅行パートナーシップを組んでおり、幅広いお客さまに安心してご参加いただけます。
英国の超名門校、オックスフォード大学で、IT/プログラミングとイノベーション・多様性を学ぶ 10 日間
オックスフォード大学で学ぶコースは、テーマを「英国の超名門校、オックスフォード大学で、IT/
プログラミングとイノベーション・多様性を学ぶ 10 日間」とし、10 日間のプログラムで開催します。
「不思議の国のアリス」や、
「ハリーポッター」の舞台にもなったイギリスの名門大学・オックスフ

ォードで最も歴史ある名門ユニバーシティ・カレッジに滞在しながら「映像制作コース」
「iPhone ア
プリプログラミングコース」
「Unity®ゲームプログラミングコース（2D・3D）
」の 3 つのコースから好
きなコースを選択し、個々のペースに合わせて学ぶことができるプログラミング講座を行うほか、オ
ックスフォードの教授よりイノベーションについての講話や、現地の学生起業家との交流イベント、
大学校舎の見学など世界で起こるイノベーションへの興味を広げるアクティビティも充実していま
す。
ツアータイトル
期間
コース
対象
募集人数
会場
ツアー金額
出発地
旅行代金に含ま
れるもの

旅行代金に含ま
れないもの
申込期限

詳細 URL

University of Oxford - Global IT Camp
2019 年 8 月 17 日(土)〜2019 年 8 月 26 日(月)（8 泊 10 日）
映像制作コース、iPhone アプリプログラミングコース、Unity®ゲームプロ
グラミングコース（2D・3D）
IT/プログラミング＆海外に興味のある、中学生・高校生
24 名
University College
（University College, Oxford, OX1 4BH, United Kingdom）
1,150,000 円
※現地空港諸税、燃油サーチャージは上記代金に含まれています。
羽田発着
①航空運賃、②燃油サーチャージ、③諸税、④ホテル代、⑤食事料金（朝食
8 回、夕食 6 回）
、⑥現地空港送迎（貸し切りバス）、⑦プログラム参加費用、
⑧ハリー・ポッターロケ地＆大学内見学（スタッフ・メンターが同行）
、⑨
ウィンザー城 訪問（日本語のガイドあり）
、⑩スタッフおよび大学生メン
ターによる手厚いサポート（参加者 5～6 名につき 1 名のメンター）
①手荷物超過料金、②任意の海外旅行傷害保険料、③昼食、夕食代金の一
部、④羽田空港までの交通費、 ⑤レンタル PC 代金
2019 年 7 月 1 日(月) ※最終募集締切
※なお定員に達し次第、受付終了とさせていただきます。予めご了承下さ
い。
https://life-is-tech.com/globalcamp/oxford.html

アジア No.1 の大学、シンガポール国立大学で、IT/プログラミングとスタートアップ思考を学ぶ 6 日間
シンガポール国立大学で学ぶコースは、テーマを「アジアNo.1の大学、シンガポール国立大学で、
IT/プログラミングとスタートアップ思考を学ぶ6日間」として開催します。
「映像制作コース」
「iPhoneアプリプログラミングコース」
「Unity®ゲームプログラミングコース（2D・3D）」の3つのコ
ースから好きなコースを選択し、個々のペースに合わせて学ぶことができるプログラミング講座を
行うほか、国際色豊かなシンガポール国立大学の学寮（UTown）に滞在し、現地の大学生と交流する
イベントも用意しています。さらに、アジアのスタートアップハブであるシンガポールで、現地の
ベンチャーキャピタルによる特別講義や現地の起業家から起業について話を聞く機会を設け、さま
ざまなワークショップを通じて「スタートアップ思考」を体験できるプログラムを実施します。

ツアータイトル
期間
コース
対象
募集人数
会場

National University of Singapore - Global IT Camp
2019 年 7 月 27 日(土)〜2019 年 8 月 1 日(木)(5 泊 6 日)
映像制作コース、iPhone アプリプログラミングコース、Unity®ゲームプロ
グラミングコース（2D・3D）
IT/プログラミング＆海外に興味のある、中学生・高校生
24 名
University Town, NUS
2 College Avenue West, #01-25 (Stephen Riady Centre)
Singapore 138607

ツアー金額
出発地
旅行代金に含ま
れるもの

旅行代金に含ま
れないもの
申込期限

詳細 URL

690,000 円
※現地空港諸税、燃油サーチャージは上記代金に含まれています。
羽田発着
①航空運賃、②燃油サーチャージ、③諸税、④ホテル代、⑤食事料金（夕食
1 回）
、⑥現地空港送迎（貸し切りバス）
、 ⑦プログラム参加費用、⑧スタ
ッフおよび大学生メンターによる手厚いサポート（参加者 5～6 名につき 1
名のメンター）
①手荷物超過料金、②任意の海外旅行傷害保険料、③昼食、夕食代金の一
部、④羽田空港までの交通費、 ⑤レンタル PC 代金
2019 年 6 月 10 日(月) ※最終募集締切
※なお定員に達し次第、受付終了とさせていただきます。予めご了承下さ
い。
https://life-is-tech.com/globalcamp/nus.html

ライフイズテック株式会社について
ライフイズテックは、2011 年よりこれまで延べ 36,000 人以上の中学生・高校生へ IT・プログラミン
グを学ぶキャンプやスクールを実施してきました。また、プログラミングを通じて社会課題を解決で
きるアントレプレナーシップ力/起業家の育成プログラム「Be Startup」、女性向けプログラム「Code
Girls」
、教員向けサービス「TECH for TEACHERS」などさまざまな教育サービスを通じ、中学生・高
校生の「創造する力」と「つくる技術」の習得を目指しています。2018 年春には、ディズニー・プロ
グラミング学習教材「テクノロジア魔法学校」を発売。LX（ラーニング・エクスペリエンス）という
独自のノウハウをもとに、オフライン・オンライン両軸で革新的な教育サービスを生み出す EdTech
カンパニーです。
2014 年 Google RISE Award、2016 年 EdTechXEurope グロース部門最優秀賞を受賞。
https://life-is-tech.com/

<本件に関する問い合わせ先>
ライフイズテック株式会社 広報連絡先 (担当：廣島)
TEL: 03-5439-9422 FAX: 03-5439-9423 MAIL: pr@lifeistech.co.jp
一般のお客さまから：ライフイズテック株式会社 代表連絡先
TEL: 03-5439-9422 FAX: 03-5439-9423 MAIL: info@life-is-tech.com

