サマースクールでの１日（4時間の例）
Greeting Time （5分）

Circle Time （10分）

まずはみんなで「Hello Song」。

スクールルールを学んだあと、こ

身体を動かすゲームをしたり、歌

の社会の一員として共生していく

を歌ったりしながらウォームアップ。

にはどうしたらいいのか、身近な

※実施例です。
各プログラムの時間は目安です。

問題をテーマにみんなで考えます。
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

Theme Activity
（75分）

（25分）

英語ネイティブ教師と週ごとに設

リーディング・ボキャブラリーを養

定されたテーマを、様々なアクティ

う時間。集中して机に向かいます。

Lunch （60分）
テーマアクティビティに戻り作品を
完成させたところで、ランチタイム。

ビティを通して、英語で探究します。
学んだことはみんなで作品にして
表現しよう！

様々なテーマのReaders（英語学
習用の読み切り冊子）を使い、先

Fun Time （60分） ※小学生

生が読むのを聞いてみんなでリ

工作や科学実験などの楽しいア

テーマ例：デザイン

ピートしたり、英語でクイズに答え

クティビティタイムです。

①ファッションを探究しよう

たり。テーマの中に登場したもの

服にはどんなデザインがある？

の塗り絵や、単語のなぞり書きな

どんな素材が使われている？

どにも楽しく取り組みながら、分か

みんなが持っている知識を出し

る表現を増やしていきます。

合って情報をシェアしながら学び
ます。

Readersは毎日持ち帰ることがで

②服をデザインしてみよう

きるので、おうちで復習ができま

知識と想像力を活かして、

す！

自分が好きな服をデザイン。

Goodbye Time

（5分）

楽しい時間はあっという間。明日
また一緒に学ぶ仲間とも、今日で
おしまいの仲間とも笑顔で
Goodbye！

デザインが完成したら、
実際に自分で作ってみよう！
作品になっていく過程はエキサイ
ティング！
© 2021 LAZEL, Inc. All rights reserved. Learning A-Z, Headsprout, Raz-Kids, Raz-Plus, and Science A-Z are registered trademarks of LAZEL, Inc. Reading A-Z, Vocabulary
A-Z, and Writing A-Z are trademarks of LAZEL, Inc. Other trademarks, logos, and service marks used in this site are the property of LAZEL, Inc. or third parties.

新小学
年少
1～2年生
年中・年長
対象
対象

東京インターナショナルスクールアフタースクール

サマースクール学習テーマ（年少・年中・年長）
7/21（Wed）
7/22(Thu）
Week 1 : Modern Wonders (現代の驚くべき建築物）

Theme

7/23（Fri）

Taj Mahal
（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、国旗を作ります。

年中
年長

7/26（Mon）
Theme

年少
年中
年長

8/2（Mon）
Theme

年中
年長

National
Holiday

National
Holiday

7/27（Tue）
7/28（Wed）
7/29(Thu）
Week 2 : Team Sports (チーム・スポーツ）

7/30（Fri）

Dodgeball
（ドッジボール）

Baseball and Softball
（野球とソフトボール）

Volleyball
（バレーボール）

Relays
（リレー）

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！

野球とソフトボールの
ルールと楽しみ方を学
び、教室でできる野球
ゲームをしよう！

バレーボールのルール
と楽しみ方を学び、教
室でできるバレーボー
ルゲームで遊ぼう！

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！

8/3（Tue）
8/4（Wed）
8/5(Thu）
Week 3 : Sea Animal (海の動物たち)

8/6（Fri）

Dolphins
（イルカ）

Whales
（クジラ）

Fish
（魚）

Octopus and Squid
（タコとイカ）

イルカたちが住む場所 魚の主な特徴について タコとイカの共通点や
や食べているものなど 探究します。魚の体の 違いを探究し、「触手
について学びます。イ 構造に注目しながら、 ゲーム」で遊ぼう！
ルカの体の構造を学び、魚のクラフトを作ろう！
クラフトを作ってみよ
う！

※クラス編成により、探究テーマが変更になる場合があります。
※クラフト写真はイメージです。実際に制作するクラフトと異なる場合があります。

いろいろなクジラについ
て探究します。体の構
造を学び、クジラのクラ
フトを作ってみよう！

新小学
年少
1～2年生
年中・年長
対象
対象

東京インターナショナルスクールアフタースクール

サマースクール学習テーマ（年少・年中・年長）
8/9（Mon）

8/10（Tue）

8/12(Thu）

8/13（Fri）

8/17（Tue）
8/18（Wed）
8/19(Thu）
Week 5 : Outdoors : Beach (ビーチ）

8/20（Fri）

Theme

8/11（Wed）
Week 4

Summer holiday

8/16（Mon）
Theme

Swimming
（水泳）

ビーチで泳ぐときにしな ビーチに行ったら何をし
ければならない安全な て遊ぶ？ ビーチでで
手順について学びます。 きるアクティビティにつ
いて探究します。

年少
年中
年長

8/23（Mon）
Theme

Summer Holiday

Beach Animals

（夏休み）

（ビーチにいる動物）

ビーチに出かけるとき
は、何を持っていく？
ミニチュアのスーツケー
スを作って、持ち物を
入れてみよう！

ビーチで見つけること
ができるさまざまな動
物について探究します。
動物のクラフトを作って
みよう！

8/24（Tue）
Week 6 : Exploration : Travel (探検：旅行）
The Americas
(アメリカ大陸）

年中
年長

Fun on the Beach
（ビーチで遊ぼう）

アメリカ大陸の有名な
場所について学び、現
地の観光スポットを探
究します。パスポートを
作ってみよう！

※クラス編成により、探究テーマが変更になる場合があります。
※クラフト写真はイメージです。実際に制作するクラフトと異なる場合があります。

新小学
小学
1～3年生
1～2年生
対象

東京インターナショナルスクールアフタースクール

サマースクール学習テーマ（1・2・3年）
7/21（Wed）
7/22(Thu）
Week 1 : Natural Wonders (自然の不思議）

Theme

7/23（Fri）

Niagara Falls
（ナイアガラの滝）
ナイアガラの滝につい
て探究し、一年を通じ
て滝が変化しているこ
とを学びます。クラフト
で滝を表現してみよ
う！

小1
小2
小3

7/26（Mon）

7/27（Tue）

Theme

小1
小2
小3

8/2（Mon）
Theme

小1
小2
小3

7/28（Wed）
Week 2 : Ball Sports (球技)

National
Holiday

National
Holiday

7/29(Thu）

7/30（Fri）

Basketball
（バスケットボール）

Hockey
（ホッケー）

Tennis
（テニス）

Soccer
（サッカー）

バスケットボールの歴
史やルールについて学
びます。教室でできる
バスケットボールゲー
ムに挑戦しよう！

ホッケーの歴史やルー
ルについて学びます。
教室でできるホッケー
ゲームに挑戦しよう！

テニスの歴史やルール
について学びます。教
室でできるテニスゲー
ムに挑戦しよう！

サッカーの歴史やルー
ルについて学びます。
教室でできるサッカー
ゲームに挑戦しよう！

8/3（Tue）
8/4（Wed）
8/5(Thu）
Week 3 : Land Animals (陸の動物たち）
Apes
（類人猿）

Big Cats
（ネコ科の大型動物）

チンパンジーやゴリラな
どの類人猿について探
究します。どんなところ
に住んで、何を食べて
いるのかな？ 猿のクラ
フトを作ってみよう！

さまざまな種類のネコ
科の大型動物について
探究します。ライオンや
タイガーのマスクを作ろ
う！

※クラス編成により、探究テーマが変更になる場合があります。
※クラフト写真はイメージです。実際に制作するクラフトと異なる場合があります。

Reptiles
（爬虫類）

8/6（Fri）

Rodents
（げっ歯類）

さまざまな種類の爬虫 リス、ねずみなどさまざ
類について探究します。 まな種類のげっ歯類に
カメのクラフトを作って ついて探究します。ヤ
みよう！
マアラシのクラフトを
作ってみよう！

新小学
小学
1～3年生
1～2年生
対象

東京インターナショナルスクールアフタースクール

サマースクール学習テーマ（1・2・3年）
8/9（Mon）

8/10（Tue）

8/12(Thu）

8/13（Fri）

8/17（Tue）
8/18（Wed）
8/19(Thu）
Week 5 : Outdoors : Parks (アウトドア・公園）

8/20（Fri）

Theme

8/11（Wed）
Week 4

Summer Holidays

8/16（Mon）
Theme

小1
小2
小3

8/23（Mon）
Theme

Play Equipment
（遊具）

Picnic
（ピクニック）

Games
（ゲーム）

Water Park
（ウォーターパーク）

公園にあるさまざまな
遊具について探究しま
す。どんな遊具が好
き？ オリジナルの遊
具を考えてみよう！

ピクニックに行くなら、
何を持っていく？ 何を
食べたい？ 何をして遊
ぶ？ ピクニックの楽し
み方を探究します。オリ
ジナルのブランケットを
デザインしよう！

公園でできるさまざまな
ゲームについて探究し
ます。オリジナルの凧
をデザインしてみよう！

ウォーターパークってど
んなところ？ 何があ
る？
オリジナルのウォー
タースライダーを作って
みよう！

8/24（Tue）
Week 6 : Early Exploration : Explorers (歴史上の探検家たち)
Marco Polo
（マルコ・ポーロ）

小1
小2
小3

マルコ・ポーロについて
学びます。彼はどこを
探検したのかな？ 彼が
探検した場所を地図に
してみよう！

※クラス編成により、探究テーマが変更になる場合があります。
※クラフト写真はイメージです。実際に制作するクラフトと異なる場合があります。

東京インターナショナルスクール 都立大アフタースクール

サマースクール お申込みのご案内

年少～
小学3年生

■参加対象・開講期間・時間
お預かりサービス

対象

開講期間（火～金曜の平日）

サマースクール時間

年少

7月27日(火)～7月30日(金)
8月17日(火)～8月20日(金)

10：00～13：00

13:00～14:00

10：00～14：00

8：30～10：00

年中・年長

7月21日(水)～8月24日(火)

小学1～3年生

7月21日(水)～8月24日(火)

（平日アフタースクール生のみオプション）

※お預かりをご利用でない方は開始5分前にお越しください。

■定員：
幼稚園生クラス 14名、小学生クラス 16名
※クラスは学年別で編成します。英語レベル別ではありませんのであらかじめご了承ください。
■持ち物：
水筒（水又はお茶、紐の付いたもの）、お箸（またはスプーン・フォーク）、ハンドタオル、筆記用具、
温度調整できる服装（脱ぎ着できるようにしてください）、上履き、予備のマスク、着替え(未就学児のみ)
■感染症予防対策：
登校前の検温・体調確認、校内でのマスク着用へのご協力をお願いします。
■サマースクールの参加料金：
在校生／
一般の年少～年長
6,380円/日

※料金は全て税込です。

一般生
6,930円/日

【Weekパック】一週間（火～金曜）のお申込みで
参加料金（左記）が10％割引となります。
※【Weekパック】割引はお申込みいただいた週の
全日程に適用されます。

※参加料金には教材費・ランチ代が含まれます。
※在校生は、8:30～14:00の授業前後のお預かりが含まれます。

■お申込み方法：
先着順に受け付けます。
「参加申込案内」の内容をご確認の上、都立大校のホームページからお申込みください。

■お申込み後のキャンセルについて：
受付完了後のキャンセルには、所定のキャンセル料が発生します。詳細は「参加申込案内」をご覧ください。
■開講場所：
東京インターナショナルスクール都立大アフタースクール
東京都目黒区平町1-25-21平町ビル2階
※東急東横線「都立大学駅」から徒歩1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。
【お問い合わせ】 東京インターナショナルスクール都立大アフタースクール
TEL： 03-5726-8375 （月～金11:30-19:00 祝祭日・年末年始を除く）
E-mail： toritsudai@tokyois-as.com
【ホームページ】 https://tokyois-kg-as.com/schoollist/toritsudaigaku/season/

右のQRコードから
ご覧いただけます。

お申込み前に必ずお読みください

東京インターナショナルスクール 都立大アフタースクール
サマースクール参加申込案内
■ お申込み方法 ： 申込みフォームからお申込みください。
参加日の3開校日前（日・祝、休校日を除く月～金曜日 17時）までにお申込みください。
満席の日程については、お申込み後キャンセル待ちとなります。
■ 受付完了～ご入金お手続き
お申込みいただいた日程が満席の場合は、1週間以内に別途担当者よりご連絡させていただきます。
1週間経過後も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ください。
＜在校生＞：当校よりお申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。
お支払いは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お支払いをお願いします。）
＜一般生＞：ご入金をもって受付完了とさせていただきます。
銀行振込による前払いとなります。お申込み日より1週間以内にメールで請求書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。
※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。予めご了承ください。
※お申込みいただいた日程が満席の場合は、その旨をご連絡いたします。（請求書はお送りしません。）
※お支払いの際、振込手数料は保護者様のご負担となります。
■ お申込みのキャンセル・変更に関して
（1）サマースクールの参加お申込みキャンセル
お申し込みいただいた日程を一日単位でキャンセルが可能です。（Weekパック含む）。
ただし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。
・受付完了後～参加日の1開校日前（土・日・祝、休校日を除く）午前10時まで：20％
・上記以降：100％
（2）お申込み分の変更について
お申し込みいただいた日程をやむを得ず欠席される場合は、今回のサマースクール日程内での授業の振替受講が可能です。
欠席される日の1開校日前（土・日・祝、休校日を除く）午前10時までにご連絡ください。
ただし、クラスに空席がある場合に限ります。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。
（3） キャンセル・変更のお申込み方法
ご連絡方法：メールにてご連絡ください。連絡先メールアドレスは、受付完了メールにてお知らせいたします。
尚、確実な受付のため、お電話・口頭での変更・キャンセルは受け付けておりません。予めご了承ください。
また参加料金及び教材費の返金時にかかる振込手数料は保護者様のご負担となります。
■ 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いたしかねます。
■ アレルギーに関して
• 原則、個別のアレルギー対応・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お食事のご持参をお願い
いたします。その場合、ランチ代として550円（税込）を返金いたします。
• 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。
• 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。
■ 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。
当日朝までにホームページ（https://tokyois-kg-as.com/schoollist/toritsudaigaku/season/）にて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。

アフタースクール在籍生徒向け

東京インターナショナルスクール 都立大アフタースクール

夏休み期間中のアフタースクールについて
2021年7月21日（水）～8月24日（火）
上記夏休み期間中は、アフタースクールの時間が変更となります。
＜通常スケジュール＞
・年中〜年長
火〜金

15:30 – 17:30

17:30 – 19:00

19:00 – 21:00

お預かり
（月謝に含む）

デイケアコース
通常アフタースクール

お預かりなし
お預かり
（オプション）

カリキュラム
コース

・小学生1 〜 3年生
月

14:00 – 16:30

学童コース

お預かり
（月謝に含む）

16:30 – 18:00

火〜金

14:00 – 16:00

学童コース

お預かり
（月謝に含む）

カリキュラム
コース

お預かり
（オプション）

お預かり
（月謝に含む）
グラマー・カリキュラム

お預かり
（オプション）

カリキュラム
コース

18:00 – 19:00

お預かり
（オプション）

19:00 – 21:00

お預かり
（オプション）

16:00 – 19:00

19:00 – 21:00

通常アフタースクール

お預かり
（オプション）

＜夏休み期間中＞
7月21日（水）〜8月24日（火）の午前中（10:00 ～ 14:00）はサマースクールが別途開催されます。
別途有料オプションとなりますが、ぜひご参加ください。詳細は別紙サマースクールのご案内をご覧ください。
※8月25日（水）から通用スケジュールに戻ります。

・年中 〜 年長
曜日

火〜金

対象
デイケア
コース
カリキュラム
コース

10:00 – 13:00

13:00 – 14:00

14:00 – 15:00

サマースクール
（オプション）

お預かり
（サマースクール
参加者のみ、
料金に含む）

お預かり
（月謝に含む）

※ 別途資料をご覧ください。

お預かり
（オプション）

15:00 – 17:00

通常
アフタースクール

17:00 – 19:00
お預かり
（月謝に含む）
お預かり
（オプション）

14:00～15:00はネイティブ教師によるお預かりになります。デイケアコースは14:00から入室可能です。

・小学生1 〜 3年生
曜日

月

曜日

対象

8:30 – 14:00

学童コース

お預かり
（オプション）

カリキュラム
コース

対象
学童コース

火〜金

カリキュラム
コース

※ 別途資料をご覧ください。

8:30 – 10:00

10:00 – 14:00

お預かり
（サマース
クール参加者
のみ、
料金に含む）

サマースクール
（オプション）
※ 別途資料をご覧ください。

14:00 – 15:30

グラマー・
カリキュラム

14:00 – 17:00

通常
アフタースクール

15:30 – 19:00
お預かり
（月謝に含む）
お預かり
（オプション）
17:00 – 19:00
お預かり
（月謝に含む）

お預かり
（オプション）

19:00 – 21:00

お預かり
（オプション）

19:00 – 21:00

お預かり
（オプション）

アフタースクール在籍生徒向け

＜夏休み期間中＞ バスお迎えについて
• 夏休み期間中も、学童コース生徒向けにバスお迎えを行います。
ただし、13:00～14:00の間の時間をこちらで指定いたします。時間のご希望はお受けできません。
• バスお迎えを利用して14:00前にスクールに到着した場合、14:00までの預かり料金はかかりませんのでご安心
ください。
• 夏休み期間中、アフタースクール探究型カリキュラムを追加したい、という場合は1日単位で追加いただけます。
スクールまでご希望の旨をお伝えください。ただし、月曜のグラマー・カリキュラムは追加はできません。

探究型カリキュラム追加
（火曜〜金曜のみ）

学童コースの方

¥6,380（税込）

17:00 ～19:00のお預かり、バスお
迎えが料金に含まれています。

カリキュラムコースの方

¥5,280（税込）

17:00 ～19:00のお預かり、バスお
迎えが料金に含まれていません。

＜お問合せ＞ TEL：03-5726-8375 （火～金11:30-19:00）
＜HP＞https://tokyois-kg-as.com/schoollist/toritsudaigaku/season/ ＜E-mail＞ toritsudai@tokyois-as.com

