ご友人紹介
キャンペーン
実施中！

東京インターナショナルスクール
大濠キンダーガーテン・アフタースクール

スプリングスクールのご案内
2022年3月22日（火）〜4月6日（水）
【特徴1】
春ならではのスペシャルレッスン！楽しく英語でテーマを探究します。
【特徴2】
教師は全て経験豊富な英語ネイティブ。
【特徴3】
ランチはスクールで用意いたします。
栄養バランスのとれたメニューをご提供します。
■参加対象・開催期間・日時
対象

開催日程

スプリングスクール時間 お預かりサービス（オプション）

新年少

4月1日（金）～4月6日（水）の平日

9:00～14:00 (5時間

8:00～9:00, 14:00～20:30

新年中・新年長

3月22日（火）～4月6日（水）の平日

9:00～14:00 (5時間）

8:00～9:00, 14:00～20:30

新小学1～新4年生

3月25日（金）～4月6日（水）の平日

10:00～15:00 (5時間）

8:00～10:00, 15:00～20:30

※全学年マスク着用が必須となります。ご協力をお願いいたします。
■定員：各クラス 14名～18名
※クラスは、お申し込み状況に応じて編成いたします。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）、上履き、温度調整ができる汚れても良い服装（脱ぎ着できるようにしてください）
ハンドタオル、お箸・スプーン・フォークなど（ランチ用） 、予備のマスク
■参加料金
スプリングスクール（5時間）の参加料金／1日単位 （全て税込） お預かりサービス料金（オプション）
大濠校 在校生
（キンダーガーテン、アフタースクールコース、
LTEコース）

一般生

5,720円/日

8,800円/日

30分単位

440円

※お預かり時間が15分を経過した時点で、30分の延長料金を加算させていただきます。
※19:00以降のお預かりはご希望に応じて夕食（550円）を提供させていただきます。

※参加料金とは別に660円/日（教材費・ランチ代）がかかります。

■お申し込み方法
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、大濠校のホームページからお申し込みください。
■お申し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。
■開催場所
東京インターナショナルスクール大濠キンダーガーテン・アフタースクール
福岡市中央区鳥飼1-4-53(西鉄バス「鳥飼」または「鳥飼二丁目」バス停から徒歩2分）

＜お問い合わせ＞東京インターナショナルスクール 大濠キンダーガーテン・アフタースクール
〒810-0053 福岡県福岡市中央区鳥飼1-4-53
TEL：092-718-7772（月～金10:00～19:00、土9:00〜17:00） Eメール：ohori@tokyois-as.com
ホームページ：https://tokyois-kg-as.com/schoollist/ohori/season/
【運営会社】英進館グループ
（英進館ホールディングス株式会社・英進館株式会社・株式会社鯉城学院）
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お申し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 大濠キンダーガーテン・アフタースクール
スプリングスクール参加申込案内
■お申し込み方法
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。

<Weekパック受付期間> 在校生：2月10日（木）11：00～2月25日（金）10：00〆切
一般生：2月18日（金）11：00～2月25日（金）10：00〆切
<単日受付期間> 在校生・一般生：2月25日（金）11：00～スタート
※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。
※Weekパック受付終了後、単日お申込みの受付を開始します。満席の場合はキャンセル待ちとなります。
※単日お申込みの場合、参加希望日の2開校日前（土・日・祝、休校日を除く月～金）午後5時までにお申し込みください。
■ご入金お手続き
＜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。
※お申し込みいただいた日程が満席の場合のみ、別途担当者よりご連絡させていただきます。
※お預かり・夕食サービスのご利用料金につきましては、スプリングスクール終了後の請求とさせていただきます。
＜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。メールにて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。
※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。）
※お預かり・夕食サービスのご利用料金につきましては、スプリングスクール終了後の請求とさせていただきます。
※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。
■お申し込みのキャンセル・変更に関して
（1）スプリングスクールのキャンセル・変更・追加について
■お申し込み後のキャンセル・参加日数の変更
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％
日程の追加をご希望の場合、参加希望日の2開校日前（土・日・祝、休校日を除く月～金）午後5時までにお申し込みください。
■欠席時の振替
今回のスプリングスクール日程内での授業の振替受講が可能です。欠席する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、対象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。
（2）お預かりサービスのキャンセル・変更について
■お申し込み後のお預かりキャンセルおよび夕食のキャンセル
ご参加日の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。
それ以降のお申し出もしくはご連絡なくキャンセルされた場合は、預かり料金の100％のキャンセル料及び、
19:00以降のお預かりサービスをお申し込みの方は夕食代をいただきます。
■お預かりサービスの追加お申し込み、時間延長
ご利用日の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。
それ以降のお申し込みはご希望に添えない場合がございます。また19:00以降のお預かりサービスを追加お申し込みいただ
いた場合、当校提携会社以外の夕食の手配となる場合があります。
(3) キャンセル・変更のお申し込み方法
ご連絡方法：フォームにてご連絡ください。フォームURLはお申し込み後の自動返信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。あらかじめご了承ください。
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、授業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、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。
・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/shukugawa/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
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ください。

新年少
カリキュラム

東京インターナショナルスクール キンダーガーテン・アフタースクール

スプリングスクール学習テーマ 2022年
4/1 （Fri）

Theme

Week2： 農村の生活
Farm Equipment
（農業機械）

新年少

4/4（Mon）

4/5（Tue）

4/7（Thu）

4/8 （Fri）

Week3：私たちの毎日

Theme
新年少

4/6（Wed）

農場で使われるさまざ
まな機械について学ぼ
う。トラクターのクラフト
も作ります

Day Time

Evening Time

Night Time

（デイタイム）

（イブニングタイム）

（ナイトタイム）

日中の時間帯にフォー 夕方の時間帯、特に色
カスをします。私たちは、 について探究します。
日中はどんな行動をす 自分が考える夕暮れ時
るでしょうか。晴れた青 の色を使って絵を描き
空のクラフトに取り組み ます。
ます。

夜の空、星、睡眠時間
など、夜の時間帯の特
徴について学びます。
「夜」をテーマにした絵
を描いてみよう。

※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。

新年少クラスは2022年4月1日〜6日のみです。
新年中・年長クラスとは日程が異なります。
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新年中・
新年長
カリキュラム

東京インターナショナルスクール キンダーガーテン・アフタースクール

スプリングスクール学習テーマ 2022年
3/21（Mon）

3/22（Tue）

Land Dinosaurs

3/25 （Fri）

新年中
新年長

3/28（Mon）

Air and Water Dinosaurs
（空と水にすむ
恐竜たち）

Prehistoric People

Ice Age Animals

（太古で生きていた人々）

（氷河期の動物たち）

陸に生息していた恐竜
について探究します。
化石のクラフトを作って
関心を深めよう！

太古の世界で、水中で
泳いだり、空を舞ったり
した恐竜たち。その特
徴を学び、恐竜に見た
てた凧を飛ばそう。

私たちの祖先の暮らし
について探究しよう。
昔の人たちが実践して
いた洞窟壁画をクラフト
制作で体験します。

氷河期の時代、世界に
生息していた動物たち
について探究します。マ
ンモスってどんな顔？
お面を作ってみよう。

3/29（Tue）

3/30（Wed）

3/31（Thu）

4/1 （Fri）

（陸の恐竜たち）

Week2： 農村の生活

Theme
Farm Animals

Farm Food

Farm Living

County Fair

Farm Equipment

（農場の動物）

（農場の食べ物）

（農場での暮らし）

（農家のお祭り）

（農業機械）

農場にはどんな動物が
いて、どんな鳴き声が
聞こえるかな？楽しく歌
いながら学ぼう。

農場では、野菜はどう
やって作られているん
だろう？自分で野菜を
育ててみよう。

4/4（Mon）

4/5（Tue）

農場での生活は大忙し。 農家のお祭り「County
動物たちの小屋のクラ Fair」。どんなことをして
フトを作りながらその暮 楽しむのだろう。伝統的
らしを学びます。
なゲームにチャレン
ジ！

4/6（Wed）

4/7（Thu）

農場で使われるさまざ
まな機械について学ぼ
う。トラクターのクラフト
も作ります。

4/8 （Fri）

Week3：私たちの毎日

Theme

新年中
新年長

3/24（Thu）

Week1： 太古の世界

Theme

新年中
新年長

3/23（Wed）

Day Time

Evening Time

Night Time

（デイタイム）

（イブニングタイム）

（ナイトタイム）

日中の時間帯にフォー 夕方の時間帯、特に色
カスをします。私たちは、 について探究します。
日中はどんな行動をす 自分が考える夕暮れ時
るでしょうか。晴れた青 の色を使って絵を描き
空のクラフトに取り組み ます。
ます。

夜の空、星、睡眠時間
など、夜の時間帯の特
徴について学びます。
「夜」をテーマにした絵
を描いてみよう。

※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。
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新小学
1・2年生
カリキュラム

東京インターナショナルスクール キンダーガーテン・アフタースクール

スプリングスクール学習テーマ 2022年
Theme

3/25 （Fri）
Week1：
自然の中での生活
Forest Life
（森林での生活）

新小1
新小2

3/28（Mon）

3/29（Tue）

3/30（Wed）

4/1 （Fri）

Space Colony
（人工衛星）

Future Transportation

Future Homes

Future Clothing

Future Food

（未来の乗り物）

（未来の家）

（未来の洋服）

（未来の食べ物）

未来の洋服を想像しよ
う。現代とはどんな違い
があるかな？自分たち
で作ってみよう！

未来の世界では食べ物
はどんな風に変わって
いるかな？色々な可能
性をみんなで考えよう。

宇宙での生活をイメー
ジしてみよう。どうすれ
ば暮らしやすくなる？自
分たちが暮らす場所を
考案しよう！

4/6（Wed）

4/7（Thu）

4/8 （Fri）

未来で人々は一体どう 未来の家はどんな家？
やって移動するのだろ 新しい機能やデザイン
う。未来の乗り物を考え、をイメージして家を作っ
デザインします。
てみよう。

4/4（Mon）

4/5（Tue）

Week3：自然の中での生活

Theme

新小1
新小2

3/31（Thu）

Week2：未来の世界

Theme

新小1
新小2

森林の中での生活につ
いて学びます。ジオラマ
作りや、楽しいゲームを
通して探究してみよう。

Mountain Life

Ocean Life

Desert Life

（山での生活）

（海での生活）

（砂漠での生活）

山やキャンプの安全な
楽しみ方を探究します。
キャンプファイヤーのク
ラフト制作にもチャレン
ジ！

海辺や海中ではどんな
生活を送るのだろう？
釣りを体験できるゲー
ムも作ってみよう！

砂漠に住む動物や植物
について学びます。サ
ボテン、蛇、サソリがく
らす生息する砂漠のジ
オラマを作って探究して
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。
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新小学
3・4年生
カリキュラム

東京インターナショナルスクール キンダーガーテン・アフタースクール

スプリングスクール学習テーマ 2022年
3/25 （Fri）

Spring Schoolの1日
身体を動かしたり、クラフトを作ったり。楽しめる仕掛けが
ちりばめられているため、子どもたちは集中力を切らさずに
5時間のカリキュラムに能動的に取り組むことができます。
①Kinesthetic
身体を動かす時間。
元気に1日をはじめよう！
③Theme Activity
今日のテーマを探究！
自分で考え、表現しよう。
⑤Language Strategies
聞く・話す・読む・書くを
強化する時間。

輪になって今日の
トピックを話し合おう。
④Story Telling

教師と本を読み、
テーマの理解を深めよう。

City Care

新小3
新小4

私たちの街をよくするた
めに何ができるか探究
します。街をきれいにす
るためのポスターを作
ろう。

⑥Wrap-up Activity
今日何を学んだか、
最後に振り返ろう。

3/28（Mon）

3/29（Tue）

3/30（Wed）
Week2： 現代の世界

Modern
Entertainment

Modern Art

Modern Music

（現代の
エンターテインメント）

（現代アート）

（現代の音楽）

マジックやテレビゲーム
など、現代的なエンター
テインメントについて考
えます。ゲームのキャラ
デザインにもチャレン
ジ！

現代アートを体験でき
る１日。ペインティング
や彫刻など、現代アー
トの表現を学びます。

4/4（Mon）

4/5（Tue）

3/31（Thu）

4/1（Fri）

Modern
Communication

Health and Fitness

（現代的な
コミュニケーション）

音楽に合う言葉をさが 手紙、メール、SNS・・・
して作詞に挑戦！曲が 世界中の人たちとやり
出来たら、宣伝用のポ とりする方法を学びま
スターもデザインしよう。 す。楽しい“meme（ミー
ム）”も考えてみよう！

4/6（Wed）
Week3： 都会の生活

Theme

新小3
新小4

Week1： 都会の生活
（街をよくするために）

②Circle Time

Theme

新小3
新小4

Theme

City Animals

City Living

City Safety

（都会の動物）

（都会の暮らし）

（街での安全）

私たちの街にはどんな
動物がいるだろう？特
徴をとらえて絵を描きな
がら、その生態を学び
ます。

都会的な住まいについ
て、色々な側面から考
察します。生活空間を
イメージし、形にしてみ
よう！

街中で気をつける安全
ルールについて学びま
す。 オリジナルの自転
車用ヘルメットをデザイ
ンしよう！

※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。

4/7（Thu）

（健康と運動）
健康でいるためには、
どんなことができるか
な？様々なエクササイ
ズについて探究します。

4/8（Fri）
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