
都立大
アフター
スクール
一般生

【特長1】
冬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。
【特長2】
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。

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

ウィンタースクールのご案内

■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、都立大校のホームページから

お申し込みください。

■開催場所
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

■参加対象・開催期間・日時

■ウィンタースクール1日分の参加料金：6,380円/日（税込）

2023年1月4日（水）〜1月6日（金）

＜お問合せ＞ TEL：03-5726-8375 （月〜金 11:30-19:00 / 土 10:00 – 17:00）
＜HP＞https://tokyois-kg-as.com/schoollist/toritsudaigaku/season/
＜E-mail＞ season_toritsudai_as@tokyois-as.com

一般生向け

対象 開催期日
ウィンタースクール

時間

年少 2023年1月5日（木）

10:00〜12:45
年中〜年長 2023年1月4日（水） 〜1月6日（金）

小学1〜2年生 2023年1月4日（水）〜1月6日（金）

小学3〜4年生 2023年1月4日（水）、1月6日（金）

*年少クラス、小学3・4年生クラス：都立大校で開講していない日程につきましては駒沢校で開講しております。

■定員：未就学児クラス14名、小学生クラス16名
※クラスは学年別で編成いたします。英語レベル別ではございませんのであらかじめご了承ください。

■持ち物：上履き、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）、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）、着替え(未就学児のみ)、予備マスク

※教材費・ランチ含む



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
ウィンタースクール参加申込案内

お申込み前に必ずお読みください

■ 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1開校日前（日・祝、休校日を除く月～金曜日 10時）までにお申込みください。

1月4日（水）受講分は12月26日（月）10時までにお申し込み下さい。

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）ウィンタ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。
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）（ 1月4日（水）受講分は12月26日（月））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、今回のウィンタ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）（ 1月4日（水）受講分は12月26日（月））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：season_toritsudai_as@tokyois-as.com）

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。

当ホームページは
右のQRコードから
ご覧いただけます。



1/4 (Wed) 1/5 (Thu)

Winter time （冬）

年少
*年少さんは1/5の
みの開講となります。

年中
年長

Weather & Clothing
（天気と着るもの）

Fun in the Snow
（雪遊び）

暖かい地域で冬休みを過ごすとしたら、どこ
に行って、何をする？
行きたい場所や、やりたいことの英語表現を
学びます。

【アクティビティ例】
オリジナルの手袋の
クラフトを作ります。

雪が積もったらどんな遊びをしたい？
さまざまな雪遊びの英語表現を学びながら、
冬の遊びについて探究します。

【アクティビティ例】
どんな雪だるまを作ってみたい？
想像を膨らませながら、オリジナルの
雪だるまクラフトを作ってみよう！

1/6 (Fri)

Winter time （冬）

年中
年長

Penguins & Seals
（ペンギンとアザラシ）

水の近くで生息する冬の動物について
探究します。

【アクティビティ例】
ティッシュペーパーを使ってタテゴトアザラシ
の赤ちゃん作りに挑戦しよう！

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

ウィンタースクール学習テーマ

※クラス編成等の諸事情により、学習テーマやアクティビティの内容が変更になる場合があります。

年少～年少～年長
対象



1/4 (Wed) 1/5 (Thu)

Winter Time （冬）

小1
小2

Winter Around the World

（世界の冬）

Winter Olympics - Team Sports
（チームスポーツ）

各地域の冬はどんなお天気？英語表現を学
びながら、世界の冬について
探究してみよう！

【アクティビティ例】
さっぽろ雪まつりに出品されるような
雪の彫刻を
イメージしながら
クラフトを作ってみよう！

冬のスポーツとその道具・器具について学び
ます。どんなスポーツが思い浮かぶかな？

【アクティビティ例】
冬のスポーツを思い浮かべながら、アイス
ホッケーのクラフトを作ります。

1/6 (Fri)

Winter Time （冬）

小1
小2

Arctic animals
（北極の動物たち）

北極に生息する動物について学びます。ホッ
キョクギツネ、ホッキョクウサギ、イタチにつ
て探究します。

【アクティビティ例】
北極の動物たちを使ってペン立てを作ります。

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

ウィンタースクール学習テーマ

※クラス編成等の諸事情により、学習テーマやアクティビティの内容が変更になる場合があります。

小学
1・2年生
対象



1/4 (Wed) 1/5 (Thu)

Winter Time （冬）

小3
小4

Winter Festivals & Traditions

（冬の祭典や伝統）

Winter Olympics - Individual 
Sports

（冬季オリンピック）

世界中の冬の季節に関係したお祭りや
伝統について学んでみよう。

【アクティビティ例】
イタリア・ヴェニスのお祭りであるカーニバル
を訪れ、特別な仮面（マスク）を作ります。

冬季オリンピックにはどんなスポーツ種目が
ある？どんな有名選手を知ってる？
オリンピックの背景にある歴史について
英語表現を学びながら探究します。

【アクティビティ例】
オリジナルの
オリンピックメダルの
クラフトを
作ってみよう！

1/6 (Fri)

Wintertime （冬）

小3
小4

Arctic animals
（北極の動物たち）

北極圏に生息するシカ科の動物について探
究します。

【アクティビティ例】
カラフルなヘラジカのデザインボックスを作っ
てみよう！

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

ウィンタースクール学習テーマ

※クラス編成等の諸事情により、学習テーマやアクティビティの内容が変更になる場合があります。

年少～年長
対象

小学
3・4年生
対象

*小学3・4年生は1/5の開講は
ありません。



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

ウィンタースクールでの1日 ※過去の実施例です。

スクールルールを学んだあと、この社会の

一員として共生していくにはどうしたらいい

のか身近な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。

Circle Time
今回のテーマは「世界の冬」

「世界の様々な国の冬はどんな天

気？」 「雪が降る国はどこ？」 世界の

冬の暮らしを学んだら、 雪まつりのよ

うな、美しい雪像と、ちょっと面白い

スノーマンクッキーを作ります。

Theme Activity 1

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。

Language Strategies

テーマアクティビティに戻って、クラフトを完成させ

たら、あっという間に終了。明日また一緒に学ぶ

仲間とも、今日で終わりの仲間とも笑顔で

Good Bye！

Lunch & Good Bye Time

Greeting Time

まずはみんなで「Hello Song」。

身体を動かすゲームをしたり、歌を

歌ったりしながらウォームアップ。

冬をテーマにした物語を読もう！

冬や雪をテーマにした楽しいゲームを

したり、色鮮やかな雪だるまのクラフト

を作って遊びます。

Theme Activity 2

年少〜
小学4年生
対象

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
Twitter


