東京インターナショナルスクール
勝どきキンダーガーテン

サマースクール2017のご案内

年少～年長
対象

7月20日（木）～8月4日（金）
【特徴1】 経験豊富な英語ネイティブ教師と、1週間ごとに設
定されたテーマをさまざまなアクティビティを通して
「英語で」学びます。
【特徴2】 お好きな日程を1日単位で、最長12日間ご参加可能です。※1
【特徴3】 英語のレベルは問いません。
どなたでもご参加いただけます。
【特徴4】 ランチはスクールでご用意いたします。
健康に配慮し、栄養バランスのとれたメニューを
ご提供します。
※1： 1日単位でご参加できますが、学習テーマをより深く理解するためには、連続した1週間単
位でのご参加をお勧めします。

■参加対象・開催期間・時間
対象

開催期間

開催時間
カリキュラムのみコース（在校生向け）：10：00～15：00（5時間）

年少～年長

7月20日（木）～8月4日（金）の平日

お預かり・送迎サービス付コース：9：00～16：00
（5時間カリキュラム+お預かり・移動2時間） ※2
※2： 集合・解散時間/9：00・16：00

■定員：42名/日

集合・解散場所/勝どき校

※クラスは、お申し込み状況に応じ、学年・英語のレベル等を考慮しながら編成します。ご希望に添えない場合もございますが、あらかじめご了承ください。

■持ち物 ：水筒（水又はお茶）、筆記用具、温度調整できる汚れてもよい服装（脱ぎ着できるようにしてください）
■サマースクール（1日・5時間）の参加料金 （税込）

※参加料金とは別に教材費（施設維持費・ランチ代込み）756円（税込）/日がかかります。

勝どき校在校生（キンダーガーテン、LTEコース）
カリキュラムのみコース
お預かり・送迎サービス付コース

一般生

8,640円/日
（10：00～15：00）

10,800円/日

お預かり・送迎サービス付コース

12,960円/日
（9：00～16：00）

（9：00～16：00）

■お申し込み方法
先着順に受け付けます。別紙参加申込書もしくはHPからお申し込みください。詳細は別紙参加申込書をご覧ください。
■開催場所
東京インターナショナルスクール本校舎（南麻布アフタースクール）
港区南麻布2-13-6 (南北線・三田線 白金高輪駅から徒歩10分）
※駐車場はございません。お車での送迎はご遠慮いただくか、近隣のコインパーキングをご利用ください。
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年少～年長
対象

Special Week: Land Animals（陸上の動物）/ Early Exploration: Explorers（歴史上の探検家たち）
7/17

Monday

7/18

Tuesday

7/19

Wednesday

7/20

Thursday

Turtles

（カメ）
カメの体の構造や生態な
どの特徴について探究。
「タートルゲーム」で遊ぼ
う！

7/21

Friday

Oceania

（オセアニア）
オセアニア大陸で有名な
場所について探究し、現地
でやりたいアクティビティに
ついて話し合おう！

Week 1: Modern Wonders （現代の驚くべき建築物）
7/24

Monday

Empire State
Building

7/25

Tuesday

7/26

Wednesday

Golden Gate Bridge Taj Mahal

（ゴールデン・ゲート・
ブリッジ）
（エンパイア・ステート・
橋について探究し、自分だ
ビルディング）
高層ビルについて探究し、 けのオリジナルの橋を作っ
空想の高層ビルのクラフト てみよう！
を制作しよう！

（タージ・マハル）
タージ・マハルについて探
究し、独自の建築物をデ
ザインします。また、インド
について学び、国旗を作っ
てみよう！

7/27

Thursday

Channel Tunnel

（英仏海峡トンネル）
英仏海峡トンネルについて
学びます。どのように使わ
れているか探究し、トンネ
ルと電車のクラフトを作っ
てみよう！

7/28

Friday

CN Tower

（CNタワー）
高層タワーについて探究し、
オリジナルのタワーのクラ
フトを制作しよう！

Week 2: Team Sports （チーム・スポーツ）
7/31

Monday

Dodgeball

（ドッジボール）
ドッジボールのルールと楽
しみ方を学び、教室ででき
るドッジボールに挑戦しよ
う！
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8/1

Tuesday

Baseball and
Softball

8/2

Wednesday

Volleyball

（バレーボール）
バレーボールのルールと
（野球とソフトボール）
野球とソフトボールのルー 楽しみ方を学び、教室でで
ルと楽しみ方を学び、教室 きるバレーボールゲームで
でできる野球ゲームをしよ 遊ぼう！
う！

8/3

Relays

Thursday

（リレー）
リレー形式のスポーツを探
究し、オリジナルのリレー
ゲームを考えて遊んでみ
よう！

8/4

Friday

Team Sports Day

（チーム・スポーツ・デイ）
今週学んだチーム・スポー
ツで、チーム対抗戦をして
みよう！

サマースクールでの1日

Kinesthetic
まずはホールで「Hello Song」。
身体を動かして1日がスタート！

Theme Activity

Lunch Time

今週のテーマは「デザイン」
■ファッションを探究しよう
服にはどんなデザインがある？
どんな素材が使われている？
みんなが持っている知識を出し合って
情報をシェアしながら学びます。

午前中のアクティビティが終わったら、
みんなでランチタイム！
教師や生徒同士で楽しくおしゃべり。

■服をデザインしてみよう
知識と想像力を活かして、自分が好き
な服をデザイン。デザインが完成した
ら、実際に自分で製作。作品になって
いく過程はエキサイティング！

Circle Time
スクールルールを学んだあと、
ゲームを通して、仲間を応援し
たり、一緒に喜んだりすること
を体験します。

Language Strategies
テーマに沿った、単語パズルや書き
とりで、ライティング・ボキャブラリー
を養う時間。集中して机に向かいま
す。

Good Bye Time

Story Telling
テーマに沿った英語の本を教師と
一緒に読みます。教師の質問に答え
ながら、テーマへの理解を深めます。

テーマアクティビティに戻って、自分の好きな服を
完成させたら、あっという間に終了。
あした、また一緒に学ぶ仲間とも、今日で終わりの
仲間とも、High Five！笑顔でGood Bye！

サマースクールに参加した生徒の保護者様の声
参加した感想は？ （2016年サマースクール参加者保護者アンケート N=209）

38.3%

52.60%

とても良かった・良かった 91％
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参加日数は？（2016年サマースクール参加者）
0%
キンダーガーテン在校生

50%

7.6%

学童保育コース在校生

一般生

39.1%
49%

6.9%
16.9%

1日のみ
11～15日（3週間以内）
26日以上（6週間以内）

100%

40.2%

27%

カリキュラムコース在校生
LTEコース在校生

33%

9.8%
21.9%

31.8%

54%

10.8%

28.7%
59%

2～5日（1週間以内）
16～20日（4週間以内）

■アットホームな雰囲気です
兄弟ともに、毎年参加しています。シャイなお兄ちゃんが、帰る
時には先生と「See You！」と会話を交わすまでになっていて、
驚きました。アットホームな雰囲気と、生徒の個性を認めて伸ば
す教育方針が、子どもに合っているようです。恐竜展に行った
時、「ティラノサウルス! Bigダイナソー!」と、スクールで学んだ知
識を嬉しそうに私に教えてくれました。本人の学びが外の世界
に広がっていくことを楽しい！と感じているようですね。
（年長・Dくん 小学4年生・Bくん お母様）

7.4%

17.6%

■ランチがつくのも助かります
最初は英語がわからず苦しい時期がありましたが、ランチタイ
ムも含めて5時間、「イベント感」を持って、楽しんでいたようで
す。親としては、ランチをスクールで用意してもらえるのはとて
も助かりますね。子どもも「とってもおいしかった！」と言ってい
ました。予定を立てるのに、あらかじめ週ごとのテーマや毎日
のトピックスを知ることができるので、今年も、どのテーマに参
加するのか、子どもと予定を立てるのを楽しみにしています。
（小学3年生・Tくん お母様）

6～10日（2週間以内）
21～25日（5週間以内）
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東京インターナショナルスクール 勝どきキンダーガーテン
サマースクール参加申込書【年少～年長】
Last name /姓

性別

First name /名

日本語

生年月日

英語表記

学年

□男

□女

〒
住所
参加者
通学中の小学校
現在、東京インターナショナルスクール キンダーガーテンに通われていますか?
□キンダーガーテン在園生
□LTEコース在校生 □願書提出済み
英語の経験の有無
保護者の方
緊急連絡先
（上記以外の場合）

□帰国子女レベル

□レッスン経験あり

□ほぼはじめて

氏名

自宅電話番号

メールアドレス※

携帯電話番号

氏名（続柄）

（

）

緊急連絡先
電話番号

※参加可否のご連絡はこちらのメールアドレス宛となりますので、お間違いのないようお願いいたします。

■参加希望日
下記日程表の中から参加希望日の □ にチェックをつけて下さい。※「カリキュラムのみ」は在校生の方にお申し込みいただけるコースです。
参加

Week 1

Wed
7/19

□

Thu
7/20

□

Fri
7/21

□カリキュラムのみ □カリキュラムのみ
□お預かり・送迎
□お預かり・送迎
サービス付
サービス付
7/24

□

7/25

□

7/26

□

7/27

7/28

□カリキュラムのみ □カリキュラムのみ □カリキュラムのみ □カリキュラムのみ □カリキュラムのみ
預かり □お預かり・送迎
□お預かり・送迎
□お預かり・送迎
□お預かり・送迎
□お預かり・送迎
サービス付
サービス付
サービス付
サービス付
サービス付
参加 □

Week 3

Tue
7/18

預かり

参加 □

Week 2

Mon
7/17

7/31

□

8/1

□

8/2

□

8/3

□

8/4

□カリキュラムのみ □カリキュラムのみ □カリキュラムのみ □カリキュラムのみ □カリキュラムのみ
預かり □お預かり・送迎
□お預かり・送迎
□お預かり・送迎
□お預かり・送迎
□お預かり・送迎
サービス付
サービス付
サービス付
サービス付
サービス付

※必ずご記入お願いします

計：

日

同意書
■既往症（アレルギー、喘息、発作、慢性疾患等）のある方は症状・対処法・注意事項等詳しくご記入ください。
1.かかりつけの医院名（ある場合のみ）

電話番号

2.日常的に使用している医薬品類はありますか？
□ Ｙｅｓ □ Ｎｏ
Ｙｅｓの場合…医薬品名、服用手順、注意事項等詳しくご記入ください。

3. アレルギーや喘息、熱性けいれん等、持病はありますか？
□ Ｙｅｓ □ Ｎｏ
Ｙｅｓの場合…症状とそれについての内容、注意事項等詳しくご記入ください。食物アレルギーがある方は詳細をご記入ください。

■サマースクール実施中の緊急対応に対する同意
万一の病気、怪我が発生し、保護者又は緊急連絡先に連絡が取れない場合は、スタッフの判断で、最寄りの医療機関にお連れする
等、最適な対処をいたします。
□ 以上の内容に同意します。
保護者署名

印

記入日付

■キャンセル規定に関する同意
私は右ページに記載された「お申し込みのキャンセル・変更」に関する規定に同意のうえ、申し込みいたします。
保護者署名

印

記入日付

■個人情報取り扱いに関する同意
私は下記に記載の『東京インターナショナルスクールキンダーガーテン サマースクール参加申込書の個人情報取扱いについて』
の各条項に同意のうえ、申し込みいたします。
保護者署名

印

記入日付

『東京インターナショナルスクールキンダーガーテン サマースクール参加申込書の個人情報取扱いについて』
1.個人情報の利用目的
本書記載の個人情報は、以下の目的のために利用します。
<入学前の利用目的>入学手続き/入学に関するご連絡/当校及び当校関連校のサービスに関するご連絡
<入学後の利用目的>当校及び当校関連校が提供するサービスの改良/緊急時のご連絡、お問合せ、その他諸対応
上記以外の目的で利用することはなく、事前の同意なしに第三者に開示されることは一切ありません。ただし、下記の場合を除きます。
・法令の指示により開示を求められた場合。
・お子さま、保護者様ご本人もしくは第三者の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合。
・統計・分析などの目的で個人識別ができない状態に加工された場合。
2.個人情報の管理
本書により取得した個人情報は、漏えい、滅失または毀損などに対する予防に努め、必要な場合は是正処置を行い、以下の通り当校の厳正な管理下で安全に取
り扱います。
・個人情報を扱う担当者は特定の者に限定し、十分な教育を施します。
・個人情報が含まれる紙媒体やその他電子媒体は必ず施錠して管理します。
・サーバ等に保存された個人情報は、パスワードを設定、アクセス制限を施します。
3.委託
当校は教材、備品、その他のサービスの提供に必要な範囲において、当校が必要と認めた委託先を起用することがありますが、その場合においては、当校と同
等レベルでの適切な個人情報の管理を行うことができることを条件とし、委託先での情報管理について、適切な管理・監督を行います。
4.問い合わせ先 当校が取り扱う個人情報に関するお問い合わせ窓口は、以下の通りです。
株式会社グローバルアカデミー 東京インターナショナルスクール 勝どきキンダーガーテン 個人情報管理責任者 松本真実（TEL03-6204-9278）
株式会社東京インターナショナルスクールグループ 個人情報管理責任者 坪谷良（TEL03-6421-7110）

■今後、当校からのお知らせ（キンダーガーテン、アフタースクール、シーズンスクールなど）を希望されますか？
□はい □いいえ

■お申し込み方法
以下のいずれかの方法でお申し込みください。
①本参加申込書/同意書の全ての項目にご記入・ご捺印いただき、郵送もしくは当校受付にてスタッフにお渡しください。
②ホームページの申し込みフォームからお申し込みください。
※先着順です。定員となった日程は受付を締め切らせていただきますのでご了承ください。
■ご入金お手続き
お申し込みいただいた日程が満席の場合は、3開校日以内に別途担当者よりご連絡させていただきます。またお申し込み後
1週間以内に当校より一切の連絡がない場合は大変お手数ですが、お問い合わせいただきますようお願いいたします。
なお、お預かりのご利用料金につきましては、サマースクール終了後の請求とさせていただきます。
＜当校の在校生＞：口座振替とさせていただきます。
（口座振替の手続きがお済みでない方は一般生と同じ方法でのお支払いをお願いします。）
当校よりお申し込み完了メールがお手元に届きましたら受付完了となります。
＜一般生＞：ご入金をもって受付完了とさせていただきます。
コンビニ支払いまたはペイジー支払いによる前払いとなります。
お申し込み日より1週間以内にメールで請求書とお支払い方法詳細をお送りしますので、記載された期日までにお支払いを
お願いいたします。当校よりご入金確認完了メールがお手元に届きましたら受付確定となります。※期日までにご入金が
ない場合は、自動的にキャンセルとなりますのでご注意ください。
■お申し込みのキャンセル・変更に関して
（1）お申し込み後のキャンセル・参加日数の変更
7月7日（金）17時までとなっております。
それ以降は参加料金及び教材費（ランチ代込み）に対し以下のキャンセル料が発生しますので、ご了承ください。
・ 7月7日（金）17時～参加日前日（日・祝、休校日を除く月～金）17時まで：50％
・参加日前日（日・祝、休校日を除く月～金）17時以降：100％
※キャンセル料差し引き後の参加料金及び教材費の返金時にかかる振込手数料はお客様負担となります。
（2）欠席時の振替
欠席する前日（日・祝、休校日を除く月〜金）の17時までにご連絡いただいた場合、授業の振替受講が可能です。ただし、
人数に空きがある場合のみとなります。また、レベルや年齢が異なるクラスへは振替できかねますのでご了承ください。
■参加資格の停止について
他の生徒の安全を脅かす行為や、クラスの進行を著しく妨げる行為をした場合等、授業の途中でも退場いただく場合があり
ます。その場合、当日の授業料のご返金はできかねます。
■災害時の対応方針
悪天候（大雪・台風・豪雨）等の場合は、当校の判断により、授業内容の変更や、臨時休校になることがあります。
その場合、当日朝までにお知らせいたします。休校のお知らせがなかった場合は、原則授業を行います。
個別の事情による欠席・遅刻等に対する返金等は行いませんのでご了承ください。
■アレルギーに関して
・原則、お食事は個別のアレルギー対応やアレルギー除去食は承りかねます。重度のアレルギー等をお持ちの場合は、
ご自身でご用意いただくようお願いします。
・万が一、当校指定の食事をお召し上がりになった結果、アレルギー症状を発症した場合でも、当校は一切の責任を負い
かねます。あらかじめご了承ください。
・レッスンでは、食品や植物などを教材として使用することがあります。アレルギー等をお持ちの場合は、お申込みの際に
ご相談ください。

＜お問い合わせ、申込書郵送先＞
東京インターナショナルスクール 勝どきキンダーガーテン 「サマースクール」受付係
〒104-0054 東京都中央区勝どき3-12-1 フォアフロントタワー1階
TEL：03-6204-9278（月～金 10：00～17：00）
FAX：03-6204-9237
E-mail ： kachidoki@tokyois-kg.com
＜運営会社＞
株式会社グローバルアカデミー
＜HP＞http://tokyois-as.com/list/kachidoki/

