
【特徴1】 教師は全て経験豊富な英語ネイティブ。1日ごとに設定された
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】 1週間ごとにテーマを設定。
1週間通して参加できる「Weekパック」もございます※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。

【特徴5】 授業の前後に、お預かりサービスが充実しています。

東京インターナショナルスクール
札幌円山キンダーガーテン・アフタースクール

スプリングスクールのご案内
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■参加対象・開催期間・日時

新年中～
新小学4年生

対象

2023年3月20日（月）〜4月5日（水）

対象 開催期日 スプリングスクール時間 お預かりサービス（オプション）

新年中・新年長 3月20日（月）～4月5日（水）の平日 10:00～15:00（5時間） 8:30～10:00、15:00～18:00

新小学1～4年生 3月27日（月）～4月5日（水）の平日 10:00～15:00（5時間） 8:30～10:00、15:00～21:00

※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以降のお預かりは夕食（660円/税込）を提供させていただきます。
※お預かりサービスには定員があります。
※お預かり・夕食サービスの料金は、終了後に請求させていただきます。

30分単位 550円

札幌円山校 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

お預かりサービス料金（オプション） (税込）

※参加料金とは別に教材費（施設維持費・ランチ代込み）880円（税込）/日がかかります。

■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、札幌円山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 札幌円山キンダーガーテン・アフタースクール

札幌市中央区南二条西19丁目291－6 ヴィルヌーブ円山1F
（地下鉄東西線西18丁目駅から徒歩3分、札幌市電西15丁目駅から徒歩5分）

ご友人紹介
キャンペーン

実施中！

■定員：64名/日（各クラス定員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）、上靴、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）

※昼食にフォークを利用する方はご持参ください。

■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）

※1 「Weekパック」でお申込みいただくと、
参加料金（左記）が5％OFFとなります。

【５日開校週の場合】

在校生：27,170円/週（5,434円/日）

一般生：41,800円/週（8,360円/日）

※割引はWeekパックでお申込みいただいた週の全日程に

適用されます。

＜お問い合わせ＞東京インターナショナルスクール 札幌円山キンダーガーテン・アフタースクール
〒060-0062 札幌市中央区南二条西19丁目291－6 ヴィルヌーブ円山1Ｆ

電話：011-633-2255（月～金11:00～19:00/土10:00～18:00）Eメール： sapporomaruyama@tokyois-as.com
＜ホームページ＞ https://tokyois-kg-as.com/schoollist/sapporo/season/ （右のQRコードからご覧ください)

運営会社：練成会グループ 株式会社れんせい
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東京インターナショナルスクール 札幌円山キンダーガーテン・アフタースクール
スプリングスクール参加申込案内

お申し込み前に必ずお読みください

■お申込み方法 ： ホームページの申し込みフォームからお申込みください。

＜Weekパックお申込み受付期間：～2月24日（金）午前10時まで＞

上記日時以降は、Weekパックをお申込みいただくことができません。Weekパックはキャンセル待ちの受付もございませんので、

お早めにお申込みください。

・紹介割引制度を併用される場合、Weekパック割引（5％OFF）は適用されません。

＜単日のお申込み受付期間：2月24日（金）午前11時以降＞

Weekパック受付期間終了後、単日でのお申込みを受け付けます。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。

・参加日の1開校日前（土・日・祝、休校日を除く月～金） 12時までにお申込みください。

・当該週の開講日全てを単日でお申込みいただいた場合でも、Weekパックは適用されません。

■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。

＜当校の在校生＞：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。）
※お預かりおよび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。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。

※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。あらかじめご了承ください。

※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。）

※お預かり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お申込みキャンセル： 参加料金及び教材費（ランチ代込）に対し以下のキャンセル料が発生します。

＜Weekパックのお申込みキャンセル＞

・受付完了後～キャンセルされる週開校初日の1開校日前（日・祝、休校日を除く）17時まで：20％

・上記以降：100％

※Weekパックでは、週内の一部曜日のみのお申込みキャンセルをお受けできかねます。

※Weekパックは、お申込み後の振替をお受けできかねますので、お申込みの際はお間違えのないようご注意ください。

＜単日のお申込みキャンセル＞

・受付完了後～参加日の1開校日前（土・日・祝、休校日を除く）17時まで：20％

・上記以降：100％

（2）単日お申込み分の変更について

単日でお申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。

欠席される日の1開校日前（日・祝、休校日を除く）17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）お預かりサービスのキャンセル・変更について

■お申込み後のお預かりキャンセルおよび夕食のキャンセル

ご利用日の1開校日前（日・祝、休校日を除く）17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時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込み、時間延長

ご利用日の1開校日前（日・祝、休校日を除く）17時までにご連絡ください。それ以降のお申込みはご希望に添えない場合がございます。

また19時～21時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。

(4) 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、申込み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。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、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。
・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/sapporo/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。



東京インターナショナルスクール 札幌円山キンダーガーテン・アフタースクール

スプリングスクール学習テーマ2023年

※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。

3/20（Mon） 3/21（Tue） 3/22（Wed） 3/23（Thu） 3/24（Fri）

Theme 春のアクティビティ

新年中
新年長

Picnic
（ピクニック）

Gardening
（ガーデニング）

Weather
（気候）

Clothes
（衣類）

ピクニックに行くならど
こへ行き、何をして遊
ぶ？ 何を持っていく？
いろいろなフルーツを
使ってカラフルで楽しい
デザートを作ろう。

家庭菜園で育てる植物
を探究します。
実際に種を植えて、育
て方を学びます。持ち
帰って、お家でもガーデ
ニング
に挑戦して
みよう。

春の気候について、特
徴やほかの季節との違
いを探究します。ミニチ
ュアのオリジナル傘を
デザインしてみよう。

春の服装について探究
します。シャツ、パンツ、
スカートなどのアイテム
を自由にコーディネート
してディスプレイしてみ
よう。

3/27（Mon） 3/28（Tue） 3/29（Wed） 3/30（Thu） 3/31（Fri）

Theme 物語

新年中
新年長

Brown Bear, Brown Bear 
What do you see？
（くまさん くまさん
なにみてるの？）

Hop a Little, Jump a Little
（少し跳ねてみよう

少しジャンプしてみよう）

The Feelings Book
（喜怒哀楽）

Giraffes Can’t Dance
（キリンは踊れない）

Nursery Rhymes
（童謡）

著名な絵本作家エリッ
ク・カール氏の絵本を皆
で探究します。絵本に
出てくる色とりどりのさ
まざまな
動物に
ついて
楽しみな
がら学ぼ
う。

この本にあるように、跳
ねて、ジャンプしてみよ
う。身体を使ってできる
楽しい動作を学んだ後
はいくつかゲームをして
みます。また、
かわいらしい
跳ねるカエル
も作ります。

カラフルで楽しい本を探
究した後は、感情に関
係したゲームをしたり、
工作をしてみよう。

皆踊るのが大好き。ダ
ンスを楽しんだら、ジャ
ングルに住む動物につ
いて学んだり、絵本から
イメージしてキリンを工
作してみます。

春にちなんだ歌を聴き、
歌い方を学びます。
“Mary had a little lamb”
や“5 little ducks”など
を一緒に歌いましょう。

4/3（Mon） 4/4（Tue） 4/5（Wed）

Theme 春の楽しみ

新年中
新年長

Easter
（イースター）

Baby Animals
（動物の赤ちゃん）

Spring Festivals
（春のお祭り）

伝統行事イースターに
ついて学びます。イー
スターエッグをモチーフ
にしたクラフトを制作し
てみよう。

春に見ることができる
動物を探究します。赤
ちゃんひつじのふわふ
わクラフトを制作してみ
よう。

春に行われる世界の祭
りについて探究します。
色粉を投げ合うインドの
“Holi”祭りのように、絵
の具を飛ばして絵を描
いてみよう。

新年中
新年長
対象

National

Holiday
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3/27（Mon） 3/28（Tue） 3/29（Wed） 3/30（Thu） 3/31（Fri）

Theme 春の植物

新小1
新小2

Trees
（樹木）

Flowers
（花）

Seeds
（種）

Leaves
（葉）

Fruits & Vegetables
（くだものと野菜）

新緑の春、紅葉の秋、
季節の移り変わりと、樹
木の変化について考え
てみよう。

花にはどんな特徴があ
るかな？コーヒーフィル
ターを使って色とりどり
の花飾り付きメッセージ
カードを制作しよう。

種ってどんなものだろ
う？種がどのように植
物になるのか学んだら、
種のカップを作ります。

葉が季節によってどの
よ うに変化するのか探
究します。葉の形や凹
凸を紙に写すアートに
挑戦！

春の果物や野菜を探究
します。春の野菜でサ
ラダを作る工作をして
みよう。

4/3（Mon） 4/4（Tue） 4/5（Wed）

Theme 春の楽しみ

新小1
新小2

Easter
（イースター）

Spring Weather
（春の天候）

Earth Day
（地球の日）

イースターについて学
んだら、イースターエッ
グを探す楽しいゲーム
をします。イースターエ
ッグをモチーフに
工作も楽しもう。

冬から春へ。天候の移
り変わりについて学ん
だら、風を感じる吹き流
しを作ろう。

地球の環境問題をテー
マにしたゲームを通して
地球の大切さについて
考えてみよう。

新小学
1・2年生

対象

※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 札幌円山キンダーガーテン・アフタースクール

スプリングスクール学習テーマ2023年
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3/27（Mon） 3/28（Tue） 3/29（Wed） 3/30（Thu） 3/31（Fri）

Theme 春の生き物

新小3
新小4

Insects
（昆虫）

Hibernating Animals 
（冬眠する動物）

Life Cycle Of 
Butterflies 
（蝶の一生）

Life Cycle Of Birds
（鳥の一生）

Life Cycle Of Frogs
（カエルの一生）

昆虫の種類やそれぞれ
の特徴について探究し、
その特徴を活かした昆
虫のマグネットを制作し
ます。

春に冬眠から目覚める
動物について探究しま
す。マーモットをデザイ
ンした素敵なしおりを作
ります。

蝶の一生について探究
します。太陽に照らされ
てキラキラ輝く蝶のサン
キャッチャーを制作しま
す。

鳥たちの生活について
探究します。紙などをリ
サイクルして鳥の巣の
クラフト制作に挑戦しま
す。

カエルの一生について
探究します。折り紙でお
たまじゃくしやカエルの
クラフトを制作します。

4/3（Mon） 4/4（Tue） 4/5（Wed）

Theme 春の楽しみ

新小3
新小4

Spring Festivals and 
Easter

（春祭りとイースター）

Spring Art
（春のアート）

Earth Day
（地球の日）

春のお祭りイースターと
ノウルーズについて探
究します。イースターエ
ッグや草の飾りを制作
してみよう。

春をイメージして、カラ
フルな絵やコラージュ
のアート作品を制作。
個性を開花させよう！

地球の環境問題をテー
マにしたゲームを通して
地球の大切さについて
考えてみよう。地球の
日のポスター制作にも
取り組みます。

新小学
3・4年生

対象

※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。

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。

Kinesthetic

Circle Time

Theme Activity

Story Telling

Language Strategies

Wrap-up Activity

身体を動かす時間。
元気に1日をはじめよう！

輪になって今日の
トピックを話し合おう。

今日のテーマを探究！
自分で考え、表現しよう。

教師と本を読み、
テーマの理解を深めよう。

聞く・話す・読む・書くを
強化する時間。

今日何を学んだか、
最後に振り返ろう。

Spring School の1日

Lunch
Time

東京インターナショナルスクール 札幌円山キンダーガーテン・アフタースクール

スプリングスクール学習テーマ2023年

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
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