
英 会 話 で 
秘境にgo! 
i n遠山郷 

31,320円 (税込)(税抜:29,000円) 

詳細は裏面をご覧ください。 

 

 

 

この2日間は、日本語はNG(日本人講師がサポートいた
します）。ネイティブ講師は、一緒に料理をして食事
をし、温泉に入り、観光見物をして、夜遅くまで語り
合う「旅行仲間」。「教わる」ではなく、「一緒に過
ごす」存在だから、実際に使える英語が身につきます。
そして、英語を聴き放題、話し放題の環境で、英語を
使う違和感をなくし、積極的に英語を使う姿勢を身に
つけていただきます。 

2015年 5月 16･17 日(土日)      

       

 
 
 

講 師 Scott Morris    
スコット    モリス 

 
                                         My name is Scott Morris 

                                 and I am Australian. 
               M                       My home town is Cairns  
         in Far                       in Far North Queensland  

       and I               and I have lived in           
                                         Takamori-machi Nagano 
Japan with my Japanese wife and two boys 
since January last year. When in Cairns I worked 
in the Japanese tourism industry for many years 
and worked with and had many Japanese 
friends. I am TESOL qualified to teach English 
and I love to meet and talk to people. 
I am looking forward to meeting new people on 
this project. 

 

 
 
 

講 師 岩本 寛 
いわもと  ひろし 

私が米国に留学中、自分の英語は変に
聞こえないかと周りのことばかり気にし
て英会話に消極的でした。しかし知人の
紹介で韓国人のサッカーチームに所属
するようになってから、英語が「自分のも
の」になりました。彼らは練習でも真剣
勝負。とにかく自分の意思を伝えなけれ
ばならず、間違いを気にして口をつぐむ
という選択肢はありませんでした。 

遠山郷は、「日本の秘境100選」に選ばれている長野
県最南端の地。その遠山郷でネイティブ講師と2日間を
ともに過ごす英会話研修です。訪れる「下栗の里」は
多くの人が感嘆する絶景スポット。勉強する教室は、
築およそ80年の木造校舎で温かい雰囲気の「旧木沢小
学校」。素晴らしい自然の前では人間は皆仲間。言葉
の壁のこだわりを捨てて、じっくり英語にトライする
良いきっかけにしませんか？ 

フリートークだけではなく、教室でのレッスンも行い
ます。「つかみはOK」の自己紹介、「外国人ウケがい
い」英語の歌、など、ただ英語が上手になるだけでは
なく、外国人と仲良くなれる英語を学びます。 

 

                  最小催行人数：5名 
 
上記の人数に達しない場合、催行中止とさせていただく
場合がございます。あらかじめご了承ください。 

その経験を重ねるうちに、英語は点数で判断される試験科
目などではなく、自分のことを知りたいと思っている相手に
責任を持って意思を伝えるという人間同士のやり取りなのだ
という意識の変化があり、結果として英会話の向上をもたら
しました。秘境遠山郷という非日常の環境で、思い切って自
分の英語に対するこだわりをなくし、外国人と英語でやり取
りする難しさと楽しさを味わってください。この2日間の後、英
語へのアレルギーや外国人に対する遠慮がなくなっている
ことでしょう。 

研修企画・お問い合わせ：株式会社あえるば 
（遠山郷観光協会会員  ・  ※遠山藤原学校主催） 

 

〒250-0011 神奈川県小田原市栄町2-13-12-2F 

TEL:0465-44-4750  FAX:0465-44-4751 

info@aeruba.co.jp 
 

 ※遠山藤原学校とは、講演と農林業等の体験実習からなる 
 学生・社会人向けの研修です。毎月1回遠山郷にて開催。 

旅行企画・実施：（株）南信州観光公社 
長野県知事旅行業登録 第２－４３１号 

総合旅行業務取扱管理者 高橋充 

飯田市育良町１丁目２番地１ りんごの里内  

TEL:0265-28-1747 FAX:0265-28-1748 

下栗の里 



 

 

5月16日(土)  
12:30 道の駅「遠山郷」アンバマイ館集合 昼食 
 
13:30 旧木沢小学校へ移動 
    (飯田市南信濃木沢811) 
 
14:00 旧木沢小学校にて英会話レッスン 
 
15:30 終了「かぐらの湯」にて入浴  
      その後、食材買い出し 
 
17:00～19:00頃 夕食準備 その後夕食＆宴会 
 
宴会終了後、宿泊先にお連れいたします。 
 
＜宿泊＞ いろりの宿 島畑 
 〒399-1312 長野県飯田市南信濃八重河内580 

TEL.0260-34-2286 FAX.0260-34-2281 
 
5月17日(日) 
 
  9:30 お宿にお迎え 
 
10:30 下栗の里到着 
 
11:30 下栗の里出発 
 
12:15 食堂「梨元ていしゃば」にて昼食 
 
13:00 旧木沢小にて英語レッスン 
 
15:30 解散 
 
 

 
 

 

   

 

 
 

 平岡駅前  12:10発の乗合タクシーで20分 
 終点「かぐらの湯」前がアンバマイ館です。 
 

  

 
  
 
 

  
 “つかみはOK”の自己紹介を考える！ 
  “感情移入”のスピーチ練習 など。                                                    
 
    温泉につかりながら、リラックスして英会話フリー 
    トーク。 
    お一人でのくつろぎタイムでももちろんOKです。 
 
    地元商店で夕食の食材を購入しましょう。       
    何を買うか何を作るかも皆で英語で話し合って決めま   
     しょう。 
  
      夕食は、木沢小隣の住居で共同で作ります。 
      切る、焼く、よそる…料理で使う英語を 
      皆で協力して料理しながら学びましょう。 
 
      そして外国人講師と共に皆さんで英語で宴会です！ 
   いろいろと語り合いましょう！ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   2009年に「にほんの里100選」に選ばれた 
  「日本のチロル」とも称される絶景を楽しみます。   
  車で向かい、到着後、平坦な山道を片道２０分程歩  
  きます。 

 
              
 
    
    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

旧木沢小学校。昭和7年に建て
られた木造校舎が美しいです。 

囲炉裏と大浴場が人気のお宿。 
目の前の川景色が素晴らしいです。 

 
 
 
 
 
 

 

 ＜往路：電車でお越しの方 ＞ 

JR豊橋駅 10:08 発  特急伊那路1号  JR平岡駅 11:57 着 
平岡駅前  12:10 発  乗合タクシーで20分 道の駅「かぐらの湯」着(600円） 
 

＜復路：公共バスでお越しの方 ＞ 
路線バス 木沢小学校バス停  1６:１０ 発   JR飯田駅 1７:３４ 着（700円） 
高速バス 新宿線    飯田駅  1８:０４ 発     新宿駅      22:15着 
高速バス 名古屋線 飯田駅  17:34 又は18:34発 名古屋駅 19:35 又は20:35着 
 
＜復路：電車でお帰りの方＞ 
「かぐらの湯」16 : 15 発  乗合タクシー乗車     JR平岡駅16 : 36 着  
 JR平岡駅   16 : 42 発  特急伊那路4号        豊橋駅 18 : 31着  
 
＜車でお越しの方＞ 
中央道飯田インターより、道の駅「遠山郷」アンバマイ館まで車で約１時間 

旧木沢小学校の教室 



 

 

 

   

 

『英会話で秘境にgo!!』   参加申込書 

参加の申込を希望される方は、下記に必要事項をご記入の上、ファックスまたは郵送にて 

    ㈱南信州観光公社までお申し込みください。   

    ※グループで参加される方は、１枚の申込書をご使用下さい。 

FAX ： ０２６５－２８－１７４８ 
郵送：〒３９５－０１５２長野県飯田市育良町１丁目２－１ りんごの里内 ㈱南信州観光公社宛 

 お申込締切日：2015年5月４日（月）まで 

(フリガナ)           男・女 

お名前 

    
歳 

緊急連絡先                               

 
ご住所 

 

E-mail アドレス                @ 

同伴者 同伴者 

TEL 

FAX 

〒   ー 

男・女 

 歳 

男・女 

 歳 

備考 

●お一人様： 31,320円 (税込・１名) 

●参加費に含まれるもの： 研修代・宿泊代(1泊朝食）・施設利用料・  

 現地での移動交通費・入浴料・保険料(最大：死亡後遺障害1000万円、  
 入院 4,000円、通院 2,500円補償) 

●含まれないもの： 昼食代、夕食材料代 

参加費用に
ついて 

＜旅行条件＞ 
●主催旅行契約：①この旅行は、（株）南信州観光公社が旅行実施し、参加者は当社と募集型企画旅行契約 
 を締結します。②募集型企画旅行契約の内容は、出発前にお渡しする「ご案内」（最終旅程表）によります。   
 条件は旅行条件書を当社ホームページでご確認いただくか、必要に応じて書面をお送りします。 
●参加申込書に基づき、旅行開始日の１０日前後を目安に参加証・請求書等を作成してお送りします。請求書 
  到着後５日以内に指定の銀行口座へ全額お振込みください。振込み手数料はお客様負担にてお願いいた  
 します。領収書について所定の様式が必要な方は予めファックスにてお知らせください。 
●最少催行人員（5名）にならない場合は中止する場合があります。また、当日の気象、諸状況によりコースの 
    変更や中止となる場合がありますのでご了承下さい。 
●取消料（契約者が都合により契約を解除する場合） 
 
 
 
 
●お申込内容の変更又は取消をされる場合は、必ずファックス又は郵送にてご連絡ください。電話のお問い合 
  わせはご遠慮ください。 
●表記時間については、標準的なスケジュールです。当日の諸事情により変更もありえます。 
●このツアーは、旅行特別保証の対象になります。 
●添乗員は同行しませんが、現地係員（㈱あえるばスタッフ）が同行します。当日はスタッフや講師の指示に 
  従って行動して下さい。 

取消日 10日～8日前 7 ～ 2日前 旅行開始日の
前日 

当日 
（旅行開始前） 

旅行開始後及び無連
絡不参加 

取消料率 20％ 30％ 40％ 50％ 100％ 

㈱南信州観光公社ＨＰでもお申し込みを承っています。        http://www.mstb.jp/ 


