
スタンフォード大学で学び
寮で生活する

夏休みSTEAMキャンプ

スタンフォード大学はシリコンバレーの中心に位置し、世界中から集まった志の高い優秀な学生が日々最先端の技術や知識を学んでいます。
そんな素晴らしい名門大学で、2023年夏、世界中の子供たちが集う「スタンフォード夏休みSTEAMキャンプ」が開催されます。このキャンプは、小中高生向けプロ
グラムを全米から集まる学生達と共に大学内で体験でき、大学の寮で生活する特別なキャンプです。この夏休みは憧れのスタンフォード大学でグローバルな新しい体
験をしませんか？

櫻井さん
保護者

Java開発とコーディング / JavaでMinecraft

息子のやりたいプログラミ
ングや、ゲーム開発コース
があったので申し込みがギ
リギリでしたが、早急に申
し込みました。プログラミ
ングも、ゲーム開発も勉強
になったそうです。沢山お
友達ができ来年も参加した
いと言っております！

薄井さん
当時高校１年生

古川さん
当時高校２年生

ゲームデザインと開発入門 人工知能とマシーンラーニング

UNREAL engine を使ったゲ
ーム作成を学ぶ事ができた。
また自分が作りたいと思うも
のを、アプリを通して表現し、
自分でゲームをプレイできる
事が楽しかった。質問を沢山
したが、毎回丁寧に教えてく
れたので、スムーズに作業を
進める事ができました。

授業では、１人１人に合わせた学
習ができたのはよかったです。周
りの生徒のプログラミングのレベ
ルも非常に高く、私自身刺激を受
けました。人工知能という分野に
ついても今まで知らなかったこと
をたくさん知ることができ、大学
のコンピューターサイエンスなど
の授業でさらに詳しく学びたいと
思いました。

参加された子どもたち
保護者の方から

”また参加したい“
と嬉しい声をいただきました！

--------●

ロボット製作、ゲームデザイン、
3D アニメーション、iOSアプリ開発
など多彩なコース

全米から参加する
学生とグループを組み、
期間内でプロジェクトを
完成させます。初心者でも
問題なくご参加頂けます。
また1クラス10~15名の少人数制で、
7~8名に1名アドバイザーが付きます。

現地の学生と共同生活し、
コミュニケーション力のアップと
国際交流

テクノロジーとビジネスの
世界最先端シリコンバレーを見学

英語に自信がない方でも安心 頼もしい講師陣 現地の日本人スタッフによる
安心のサポート

アメリカ人学生に加え、
アジア、ヨーロッパからの学生も
多く参加するキャンプです。
国際交流を図る為、様々な
アクティビティーが用意されています。

Googleをはじめ、
Apple、Facebook、NASAなど
有名なIT企業を見学します。

今まで参加された多くの方は
英語に不安を持っていました。
しかし、チームで協力し合い
プロジェクトを完成させる
このプログラムでは、言葉の壁を
超えやすい環境が整っています。
講師、アシスタント他スタッフが
ゆっくりと簡単な英語で話してくれます。

講師は有名企業で働くエンジニアや
毎年サマーキャンプで世界各国の子供たちを
教えているプロフェッショナルです。

• 到着日、空港出迎え~帰国日空港送迎
• スタンフォード・キャンプの受付・入寮手続き

サポート
• キャンプ初日の同行サポート
• シリコンバレーIT企業見学ツアー(プライベート)
• サンフランシスコ市内観光(プライベート)
• 24時間日本語電話対応、LINEサポート

参加者の声

キャンプ特徴



費用に含まれるもの

◆プログラム参加費
◆滞在中の宿泊費
◆空港送迎（往復）
◆キャンプ初日オリエンテーションサポート
◆24時間バイリンガル電話+LINEサポート
◆サンフランシスコツアー （ランチ付）
◆シリコンバレーツアー （ランチ付）

キャンプ要項

対 象： 7~18歳

開催予定： 2023年6月25日~8月20日 毎週開催

参加料金： 1週間コース 7-9歳 USD 5,425～

1週間コース 10-12歳 USD 4,890～
1週間コース 13-17歳 USD 4,990～
2週間コース 13-18歳 USD 8,140～

※クラスは定員になり次第締切りとなります。その場合は別日程や別コースのご案内となります。
※参加料金は年齢、クラスによって異なります。
※寮は10歳から滞在いただけます（2023年12月31日までに10歳となる方も滞在可）
※キャンプ参加時に18歳の方は、バックグラウンドチェックが必要になります。

寮滞在の場合

◆寮滞在中の食事代（食事込み）
◆寮チェックイン・チェックアウトサポート

ホームステイの場合

◆滞在中の食事代（食事込み）
◆スタンフォードまで送迎（月～金）

※コロナ対策措置として現地でのサポート範囲に制限がかかる可能性があります。

STEAM サポート内容

万一コロナが疑われる場合も安心！
現地でコロナ感染が疑われる場合は、
スタンフォード側の指示に従いプログラム
を中断し検査所までお連れします。
万一検査で陽性だった場合は、隔離先で
日本人スタッフが食事の差し入れや体調の
管理までしっかりとサポートします。



Roblox Entrepreneur: Imaginative Game Design 
Roboloxでゲームデザインに挑戦

Robloxは、世界中で月に約100,00万人のプレーヤー、
100万ドル以上を稼ぐトップ開発者も生んだ急成長中
のソフトウェア。そんなRobloxを使って3Dの世界を
作ってみよう。すでに市場に出回っているゲームで使
われている戦略を、どのように自分のゲームに応用で
きるかを学ぼう。

Roblox Entrepreneur: Lua Coding and Game 
Scripts Roblox Luaのコーディングとゲームの設計

Robloxは、世界中で月に約100,00万人のプレーヤー、
100万ドル以上を稼ぐトップ開発者も生んだ急成長中
のソフトウェア。そんなRobloxと強力で高速なプログ
ラミング言語であるLuaを使い、応用レベルのゲーム
を設計していきます。その後、あらゆるプラットホー
ムを使い、友達とゲームを共有し、プレイできます！
また、Luaでは、自分のゲーム用のスクリプトを作成
したり、他のゲームデザイナーに販売したりすること
ができます。

Java Coding: Build Mods with Minecraft 
Java学習：マインクラフトでゲーム作成

Minecraft を使って、地球上で最も人気のあるプログ
ラミング言語であるJavaの基礎を学びます。カスタム
ツール、ブロック、モブを独自のアドベンチャーマッ
プに統合できます。このコースでは、Javaプログラミ
ングをわかりやすく紹介し、将来コーディングの世界
に入るための準備をします。

Battle Royale Game Design with Unity 
Unity でバトルロイヤルのゲームデザイン

初心者でも簡単にゲーム開発ができるのがUnityの魅
力。そんなUnityを使ってゲームプレイヤーからゲー
ムクリエイターへ！Unityを使って、アートやコード、
デザインを構成し、Fortnite、ApexLegends、
FallGuysのように、世界中の友達とオンラインでプレ
イできるようなゲームをカスタマイズすることができ
ます。 組み込みのビジュアルコードを使用して、ル
ールと構造を追加し、作成したコンテンツとの相互作
用方法をプレイヤーに示します。

JavaScript Coding and Game Creation
JavaScriptコーディングとゲーム作成

JavaScriptは、世界のすべてのWebサイトの95%で使
用されています。 この強力な言語を使用して、魅力
的なゲームを構築しながら、コーディングの基本を学
習しましょう。 まず、プロジェクトを派手なグラフ
ィックスでコーディングし、入力内容を読み込んでお
気に入りのゲームを再現することから、ゲームデザイ
ンの概念を探求しましょう。 後でマシンラーニング
に挑戦して、音声、音声、画像認識をゲームに組み込
みましょう。 JavaScriptとHTMLを使用すると、次世
代のゲームを作成できます。また、コーディングも必
要に応じて選択できます。

Python Coding 101 Python入門

Pythonのコーディングスキルは、現在世界で最も需要
のあるスキルの1つです。論理的につくられたゲーム
からプログラミングと思考、基本的なアルゴリズムを
学び、アーケードゲームの設計へと発展していきます。
急成長中のコーディング言語で、コンピュータの考え
方についての理解を深め、プロジェクトごとにさらに
意欲を高めていきましょう! 

BattleBots Camp with VEX Robotics 
VEXロボティクスでバトルボッツキャンプ

プロがどのように活躍するロボットにするか学びます。
バトルボッツは、エンジニアリングの職人技とロボッ
ト選手権の奮い立つ興奮を合わせたショーです。 ゴ
ーグルを手に取り、創造性を発揮し、VEXロボティク
スデザインシステムでバトルボッツを構築する準備を
しましょう。 チームメイトと一緒に、オリジナルの
ボットをカスタムデザインで飾り付け、直接対決する
ロボットコンテストに備えて創造的なキャラクターを
生み出します。 バトルボックスに到達するために必
要な能力を備えていますか? さあ、ボットバトルを始
めましょう！

Mission Mars: Space Flight with Kerbal
Mission Mars: Kerbalで宇宙旅行

3...2...1...blastoff! 仮想のロケットで、資源を集めて宇
宙へ飛び出そう。宇宙船が地球の大気圏を離脱するだ
けでなく、未知の宇宙空間を航行するためには、多く
の計画、批判的思考、考察が必要です。Kerbal 宇宙
プログラム を使って、重要な宇宙飛行技術を構築す
ることができます。ロケットの爆発は避けたいところ
ですが、複雑な空気力学や軌道物理学を駆使すれば、
宇宙へ行く前に卵をいくつか割らなければならないか
もしれません。あなたの問題解決能力を駆使して、地
球から月、そしてその先まで、ロケットを無事に送り
届けることができるかな？

Video Production: Start Your Own YouTube 
Channel 
ビデオ作製:自分のYouTubeチャンネルを始めよう

YouTubeは何千人ものクリエイターを雇用する数十億
ドルのサイトで、料理ビデオやゲームのLet'sPlaysか
らvlogや短編映画まで、あらゆるものを制作していま
す。 VTuberであれハリウッドのディレクターであれ、
自身のオンラインブランドを作ることはあなたのキャ
リアの第一歩です。 プロフェッショナルグレードの
DSLR機器でHDビデオとオーディオを保存する基本を
ご紹介します。ストリーミング映像をライブで記録し
たり、Adobeを使用して、想像力に富んだビデオプロ
ジェクトと仮想アバターを作成し、YouTubeのレベル
を高めましょう。 ベテランの映画製作者でも、カメ
ラを手にしたことがない人でも、コンテンツを輝かせ
るためのヒントやトリックを学べます。

3D Printing with Take-Home Printer 
お家でも使える3Dプリント技術講座

自分だけの3Dプリンタで、夢のようなファンタジー
の世界を物理的な実物に変える事ができます。まずは
3DプリントのソフトウェアであるBlender基礎を学び、
その後、自身で想像を膨らませて設計したモデルを実
際にプリントアウトをする。その過程の中で、3Dプ
リンタの操作方法とメンテナンスについてを一通り学
ぶので、家に持ち帰った後でも、あなたの止まること
のないその想像の世界を制作し続けることができるよ
うになります。

Creative Design Studio with Adobe Animate 
Adobe Animateでアニメーション作成

あなたのイマジネーションを生き生きとしたディテー
ルで表現してください。ゲームデザインやアニメーシ
ョン業界のプロが使用する、アートとアニメーション
の基本原則を学ぶことから始めます。その後、Adobe 
Animateなどのプレミアムソフトウェアやその他の
Adobe製品群を使用して、あなたの内なる想像力を解
き放ちます。問題解決、批判的思考、構成計画などの
スキルを身につけることで、将来クリエイターとして
成功するために必要な、デザインの原則と創造的な解
決策の確固たる基礎を身につけることができます。

Ultimate LARP Camp テクノロジーを駆使した
実写型ロールプレイゲーム

このコースでは、世界観の構築、クエストのデザイン、
演技など、さまざまなトピックを織り交ぜながら、テ
クノロジーを駆使した実写型ロールプレイングを探求
していきます。どうすれば主導権を握れ、人々を団結
させることができるかを発見することができます。
自分の役のために小道具を作ったり衣装をデザインし
た後、チームと協力しながら、強力なリーダーシップ
スキルを身につけられます。 冒険から戻った後、
RPGゲームの物語ツールを使って自分のビデオゲーム
を開発します。経験をもとにキャラクターの視点から
物語を語り、その記憶を永遠に保存します。 安全で
楽しい環境の中で、創造性を表現し、リーダーシップ
を身につけましょう。

Game Design with Minecraft 
マインクラフトでゲームデザイン

マインクラフトの基本を学び、自分だけのユニークな
環境を構築しながらレベルデザインと問題解決を学び
ます。カスタムリソースパックを使って魅力的な世界
を作ったり、クリエイティブなライティングスキルを
磨いてオリジナルの冒険を書き上げたりすることがで
きます！

Roblox Camp: Launch Your Own Obby Game 
Roblox Camp: 自分だけのObbyを作成

ツールを実装するための技術的なスキルとビデオゲー
ムデザインの基礎を学び、自分だけのコースを完成さ
せよう。さらに、Roboxのツールと自身の創造性を生
かし、山を作ったり、アバターにオリジナルコスチュ
ームを着せるなど、ワンランク上の技術を使えるよう
になります！

Coding Camp: Virtual Robotics and Scratch 
Coding Camp:ScratchとVEX VRでコーディング

ScratchとVEX VRの二つのソフトウェアを学ぶことで、
魅力的で創造力にあふれた自分だけのポートレートも
制作可能になります。ゲーム用のコードを設計し、セ
ンサーと適応型変数で迷路を自ら探索する仮想ロボッ
トをプログラミングできます。コーディングと表現方
法を同時に駆使することがSTEAMの世界に飛び込む
最短の道です。

７-9歳・１週間コース

10-12歳・１週間コース



Game Design and Development 101 with Unreal 
Engine Unreal Engine5でゲームデザインと開発入門

プロフェッショナル向けビデオゲームの設計をしよう。
UnrealEngine5では、UE5のBlueprintsVisualScripting

システムを使用して、テレポート、ジャンプパッド、
プラットフォームなどのカスタマイズ可能なゲームプ
レイ要素でレベルを構築します。 Blenderモデルを
Unrealに引用し、完全に実現された自分だけの世界を
デザインしましょう。 勝利と敗北の条件、独自のレ
ベルの設計、カスタム3Dモデルを使用して、友人と
協力してゲームを作成できます。 より複雑なポート
フォリオを組む事ができるようになります。

VR Design with Unity and Meta Quest 2 Unity 
and Meta Quest 2でVRデザイン

Oculus Quest 2は、業界標準のゲームエンジンで あ
るUnityとペアリングし、配線やコードがない オール
インワンのVRシステムです。見て、聴いて、夢中に
なれる素晴らしい自分だけの世界を作りましょう。ク
ラスでデザインしたものとと Oculus Quest 2は持ち
帰って、引き続き仮想空間の制作と改良を続けること
ができます。

Intro to Python Coding for Machine Learning 
Pythonコーディング入門

機械学習に興味があればまずはPythonのコーディング
から学習していきましょう!このクラスでは、論理ゲ
ームと急成長中のプログラミング 言語であるPython
の基礎から学んでいき、オブジェクト指向の概念を学
習します。コーディングの理解が深まったら、簡単な
ニューラルネッ トワークの作成を探求し、より高度
な機械学習を学んでいこう。

Artificial Intelligence and Machine Learning 
人工知能とマシーンラーニング

Pythonは既に習得済みという方におススメ。機械学習
で使用されるツールを学び、コンピュー ターに様々
なことをインプットして学ばせる方法を学習しよう!
機械学習を学ぶことでチェスの世界チャンピオンに勝
てるコードを作れたり、人間が見えないパターンを見
つけるようトレー ニングする方法などがわかります
。

Java Coding for Applications 
アプリ作成のためのJavaコーディング

もっとも適格で長期間のプログラミング言語である
Javaの基礎について学び、アプリを作ってみよう。
Javaにはゲームからビジネス市場において幅広い使い
方があります。より高度なJavaのスキルは、例えば将
来コンピューター関連の試験や就職の際の履歴書など
の実用的なシーンでも役立ちます。

Java Coding for Game Development 
Javaコーディングとゲーム開発

Javaを使って、コーディングとグラフィックスの交点
を学ぼう！アーケードスタイルのゲーム構築を通して
プログラミングの基礎を学びます。テキストベースの
プログラムからさらに上のレベルへジャンプできます。
大学が注目するポートフォリオを構築することができ
るようになるでしょう。

BattleBots Camp: Robotics Engineering with VEX 
BattleBots Camp: VEXを使ってロボット工学とコー
ディング研究

VEXC++を使って、ワンランク上のロボット工学を学
ぼう！チームで協力して自分たちのロボットを動かし
ます。VEXで作成したコードを搭載することによって、
仲間と一緒に最高のスコアを獲得するために、ライバ
ルたちに挑戦する事ができます。 このコースではチ
ーム作業が要求されます。各生徒にコンピューターが
支給され、ロボット製作に必要な設備を共有します。

Advanced Minecraft Modding with Java
JavaでMinecraft 上級編

Minecraftで実稼働レベルのJavaコーディングスキル
を身に付けよう！Javaのさらなる能力を理解すること
で、将来のキャリア構築に向けて、また個人プロジェ
クトにおいての問題解決力も向上できます。

3D Printing Modular Devices with Take-Home 
Printer 
3Dプリントとモデル作成
急速に拡大している強力な3DソフトウェアBlender3D
プリントの世界を体験しよう！複雑な3Dモデルの作
成をし、モーターで動く可動部分をデザイン。印刷プ
ロセスの一部始終を知るとともに、安全な手順と適格
なメンテナンス方法も学べます。3Dプリント作成に
向けての最も効率的な実践がこのコースです。コース
が終わっても、3Dプリンタを自宅に持ち帰って、使
い続けるためのスキルとツールを手に入れることがで
きます。

Digital Video Production and Effects
デジタルビデオ制作

オンライン上での動画生産において今や欠かすことの
できないYouTube。Adobe Premiereを使って動画の
撮影、編集、共有作業に挑戦、アドバンスレベルを持
っている学生はAdobe After Effectsを使ってさらに上
のレベルを目指せます。参加にあたって、個人の
YouTubeアカウントの開設が必要になります。

13-17歳・１週間コース

13-18歳・2週間コース
Machine Learning Academy: Coding Deep 
Neural Networks
Machine Learning Academy:機械学習コーティ
ングの基礎構築

このコースでは、Python、TensorFlowから機械学習
を構築し、機械が私たち人間と同じように論理的思考
や学習を行うことを可能にさせる基礎を学びます。
このコースでは、MNISTやCIFAR-10のようなプロフ
ェッショナルが使用するデータセット（情報源）を使
用してスキルをテストしたり、コンピューターに学ば
せる情報をどのように収集するかを学ぶこともできま
す。

AI and Machine Learning Academy with 
NVIDIA 
NVIDIAで応用的なAIとマシーンラーニング

このコースでは機械が自動的にトレーニングするよう
に学習させ、機械が勝手に勉強していく、マシーンラ
ーニングの基礎を学ぶ事ができます。処理速度が高い、
最新のNVIDIA™JetsonNano®を使って、これまで以上
にPythonを進化させ、大学や就活に活かせるようなポ
ートフォリオを作りましょう！世界的にも影響のある
AIとメタバースの会社であるNVIDIAと講師のダブル
タッグで最先端のプロジェクトを進めていくので、AI
、ロボット工学、そして高度なエンジニアリング分野
の洞察や突破口まで引き出すことができます。

Coding and AI Academy: Autonomous 
Robotics with Take-Home Bot 
Coding and AI Academy:自律型ロボット工学

耐久性と汎用性に優れ、すぐに使えるプログラミング
可能なロボットであるSphereRVRを使って、自律型ロ
ボットをカスタマイズしてみましょう！ SphereRVR
には、多くのセンサーと、制御システム、強力なモー
ターが組み込まれているので、自分が搭載したい機能
を加える事ができます。 この実践的なロボティクス
とエンジニアリングの経験により、次世代の自動運転
車を開発したり、宇宙探索の可能性を広げるロボット
を構築したりすることができます。 そして作ったロ
ボットは家に連れて帰れます！

Coding and AI Academy: C++ Game 
Programming and Algorithms
Coding and AI Academy: C++ゲームプログラ
ミングとアリゴリズム

C++言語を習得しながら、セッション全体で2D グラ
フィックスとカスタムコントロールを使用 してゲー
ム開発の方法を学んでいきます。2週目では、パスフ
ァインディングやマップ生成など、ゲーム開発に不可
欠なアルゴリズムを使用 してゲームをよりスマート
にする方法を身につ けていきましょう!

Academy NEXT: Advanced Laboratory for 
Emerging Technologies 
Academy NEXT:最先端技術研究特別コース

このコースでは、開発やプログラミングに特化した学
生から成るエリートチームを集め、画期的な技術を使
用した抜本的な解決策で現実の問題を一緒に解決して
いくプログラムです。 生徒とエリートチームが協力
して、コーディング、人工知能、データ科学、機械学
習技術の最新技術を学び、それらを活用し、世界をよ
り良くするプロジェクトを計画し、実行します。 学
びをどのように現実問題の解決に活かしていくのか、
より実践的なプログラムになります。

Game Studio: Unreal Engine Development and 
VR Sculpting 
Game Dev Studio: Unreal エンジン5とVRで3Dゲー
ム開発

チームの仲間と一緒にゲームのプロトタイプを作成す
ることで、ゲームプレイプログラマーの第一歩へ。
アイデアをプレイ可能なゲームに変えるために協力し
ながら、ゲーム開発サイクルを学習します。 第1週目
では、UnrealEngine5とBlueprintVisualScriptingの基
礎を学び、ゲームの仕組みを作り、チームにとって重
要な鍵となるコーディングスキルを身に付けることで、
ゲームを作る準備をします。 第2週目は、Meta 
Quest2を使って、バーチャルスタジオの中で、アイ
ディアをスケッチし、実際に制作していくことで、自
分だけのゲームをカスタマイズしていきましょう！
VRに必要な鮮明な色使いや、3Dを感じられるデザイ
ンの方法を学ぶことにより 3Dアーティストとして
の最初の一歩を踏み出しましょう！

クラスを複数組み合わせて2週間以上参加も可能です◎

1週間コース組み合わせ例
1週目： 7/17-21  Pythonコーディング入門
2週目： 7/24-28  人工知能とマシーンラーニング

クラスは空きがなくなり次第、終了となります。まずは空き情報をご確認ください。



※コロナ対策措置として現地でのサポート範囲に制限がかかる可能性があります
※空港での同行サポートの対象年齢は、ご利用の航空会社や利用する空港によって異なります
※上記スケジュールは目安であり、変更となる可能性があります。事前に参加者ごとのスケジュールをお送りしますのでそちらをご確認ください

曜日 STEAM 1週間コース スケジュール例
滞在先

寮 ホスト
ファミリー

日曜日

11:00 サンフランシスコ国際空港到着 (ANA NH008便の到着後 出発します)

寮
ホスト
ファミ
リー

日本人スタッフが空港のロビーでお出迎え
16歳未満*の方は登録スタッフが空港会社から引継ぎます

13:00 シリコンバレーツアー（ランチ付き）
Google, Meta, Apple等の見学、買い物など

17:00 スタンフォードに移動、寮チェックイン（チェックインまで時間がある場合、
スタンフォードのブックストアに立ち寄ることができます）

18:00 夕食

19:30 キャンプリーダーについてキャンパスツアー

20:30 アクティビティー（国際交流、映画鑑賞、買い物など）

22:00 就寝

月-木曜日

8:00 朝食（初日はスタッフが同行しサポートします）

寮
ホスト
ファミ
リー

9:00 各STEAMクラスで実習に参加

12:30 昼食

13:30 クラス実習 (全ホームステイ泊の方は、ステイ先～クラスまでファミリーが送迎します)

17:30 夕食

18:30 アクティビティー（国際交流、映画鑑賞、買い物など）

金曜日

8:00 朝食

ホスト
ファミ
リー

ホスト
ファミ
リー

9:00          クラスで実習

12:30 昼食

13:30 プロジェクトの発表会

15:00 クラス修了 先生から修了書を頂きます

専用車でホストファミリー宅へ移動 夕食、就寝

土曜日

8:00 朝食

ホスト
ファミ
リー

ホスト
ファミ
リー

9:30 サンフランシスコ市内観光ツアー（ランチ付き）
専用車でホストファミリー宅にお迎えに行きます
ゴールデンゲートブリッジ、ツインピークス、フィッシャーマンズ
ワーフなど

17:00 ホストファミリーへ帰宅、夕食、就寝

日曜日

8:00 朝食

ー ー
9:00 ホストファミリー宅に日本人スタッフが専用者でお迎え

サンフランシスコ国際空港へ移動
チェックイン手続き

16歳未満*のお子様は国際線出発ゲートまでスタッフが同行します

翌月曜日に日本に到着

ご購入いただく航空券について

日本-サンフランシスコの航空券は各自にて手配をお願いしております。尚、手配いただく航空券は下記の
到着・出発時間を目安にしてください。

◎渡米日：サンフランシスコ到着（現地日曜日）
空港到着後、シリコンバレーツアーへ向かうため、朝～10時台着のANA便（NH008）までの到着便を推奨し
ます。11時台着のJAL便（JL0058）を含む、それ以降で到着された方は、サンフランシスコ空港到着後、
既に出発したツアーに途中合流します。

◎帰国日：サンフランシスコ出発（現地日曜日）
現地時間の午前中に出発する便をお手配ください。



Q. 渡米までの流れを教えて下さい

A. お問い合わせ → 受講コース決定 → ご入金 → 受講コース正式申込み →
渡米準備 (ESTA 取得、事前資料の提出など) → 渡米

Q. 英語に自信がありません

A. 今まで参加された 8 割以上の方々は英語に不安を持っておられました。しかし、チームで協力し
合いプロジェクトを完成させるこのプログラムでは、言葉の壁を超えやすい環境が整っています。
また、講師、ティーチングアシスタント、他スタッフが状況を把握していますので、ゆっくりと簡
単な英語で話してくれます。また、英語やスキルが不安な方向けに、事前のオンライン・プライベ
ートクラスもご案内をしております。

Q.クラスには日本人がいますか?

A. 全米では人気のサマーキャンプですが、日本からの参加者はまだまだ少ないです。クラスには数
名の日本人が入る場合もありますが、いない場合もよくあります。留学生の参加者も多いキャンプ
ですので、先生やスタッフは米人以外のサポートにもなれていらっしゃいます。

Q. 子供一人で心配です。現地サポートは大丈夫ですか?

A. 現地日本人スタッフは、スタンフォード大学から車で約 20 分ほどの位置にオフィスを構えてい
ます。現地の日本人スタッフがきめ細かい一貫したサポートをご提供します。現地スタッフは例年
150 名以上の学生をサポートしています。

Q.航空券手配について教えてください

A.日本-サンフランシスコの航空券は各自にて手配をお願いしております。尚、推奨するご到着、出
発時刻に関する情報は本ご案内チラシの5ページをご覧ください。またお子様同行サポートの対象
年齢やサービス内容については、各航空会社のHPよりご確認ください。

【ご利用の航空会社】
ANA便：https://ana.force.com/jajp/s/article/answers3625ja
JAL便：https://www.jal.co.jp/jp/ja/dom/support/smilesupport/kids.html

Q. セキュリティーについて教えてください

A. お子様の安全が最優先です。キャンプのスタ ッフは米国連邦バックグラウンドチェックを受け、
救急療法と CPR のトレーニングを完了しています。プログラムは全てキャンパス内で行われます
(土曜日のシリコンバレーツアーは特別に弊社のみ許可を頂き、決められた場所で学生をピックアッ
プします)。キャンパスポリスが常にキャンパス内をパトロールしていており安全です。また、キャ
ンプディレクターと弊社スタッフはすぐに電話でコミュニケーションが取れますので、緊急時にす
ぐに駆けつけることが可能です。

Q. 寮について教えてください

A. スタンフォード大学の寮に滞在できるのは 10歳*以上です。
寮は 1~3 人部屋になります。 9歳以下の方は大学近郊の
ホストファミリー(食事・送迎付き)を手配することが可能です。

<寮に完備されているもの>
- ベッド
- コインランドリー（洗剤は持参ください）
- Wi-Fi (寮だけでなくキャンパス内全域にあります)

※スタンフォード寮での宿泊は2023年12月31日までに10歳になる方が対象です。キャンプ参加時に9歳の方でも滞在が可能です。

よくある質問

https://ana.force.com/jajp/s/article/answers3625ja
https://www.jal.co.jp/jp/ja/dom/support/smilesupport/kids.html


Q. クラス以外にアクティビティはありますか?

A. 世界中から参加者が集まる このキャンプでは、国際交流の時間も重要視されていま
す。そのため、毎日、キャンパスツアー、スポーツ大会、ゲーム、ショッピング、映画鑑
賞等、様々なアクティビティが用意されています。

Q. シリコンバレーツアーについて教えて下さい

A. シリコンバレーツアーは現地到着日に行われます。弊社のお客様限定になりますので、
ローカルの学生は参加されません。ツアー先は Google 、Meta(Facebook)、Apple 本社、
Oracle 、Intel Museum、TESLA ショールーム、Computer Museum、ショッピングなどから選ば
れます。

Q. プログラム中の食事はどこでしますか?

A.キャンプ中のお食事はスタンフォード大学内の食堂でいただきます。
ホストファミリー滞在の方は朝食・夕食はホストファミリー宅です。

Q. 過去の実績はありますか?

A. 弊社を通して参加された人数はこちらになります。
・2018 年：40名 (1週間コース : 14名、 2週間コース : 24名、4週間コース : 2名)
・2019 年：67名 (1週間コース : 25名、 2週間コース : 40名、3週間コース : 2名)
・2022 年：92名 (1週間コース : 70名、 2週間コース : 21名、4週間コース : 1名)

※2020-2021年はコロナのため中止

Q. プログラム後に修了書はもらえますか?

A. はい、クラス最終日に先生から一人一人へ
修了書 (Official Certificate of Completion) が手渡されます。

Q. 現地オフィスの連絡先を教えてください

A. スタンフォード大学 STEAM キャンプのサポートは、現地の日本人スタッフが担当しています。
キャンプ期間中に、何かお困りのことやご相談があれば、ご遠慮なく日本語で
お問い合わせください。

よくある質問

AZusa,Inc. (San Francisco / Silicon Valley, USA) 

1730 South Amphlett Blvd, San Mateo, CA 94402 
Phone: +1-650-245-8445（シリコンバレー）

070-4127-5853（東京）
E-mail: info@a-z-usa.com
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