Tuition & Fees プログラム費用
One session

Two sessions
2 セッション 受講

1 セッションのみ 受講

Fun
Program
Repeater Student
リピーターの生徒

Non OIS Student
OIS以外の生徒
含まれるもの
Included
含まれないもの
Not included

その他
Others

Academic
Program

44,500

38,000

Fun
Program

47,500

40,500

Academic
Program

Fun
Program

68,300

58,800

(税別：41,204)

Three sessions
3 セッション 受講

76,000

(税別：63,241)

(税別：43,982)

国際バカロレア認定校

Academic
Program

88,500
(税別：81,945)

72,800

62,300

IB World School

80,500

(税別：67,408)

94,500
(税別：87,500)

授業料、アクティビティー費、教材費
Tuition, Activities, Materials

2017年 T-シャツデザイン

参加者全員に
記念T-シャツ
プレゼント

昼食、通学費用
Lunch、Commuting fee

・昼食でケータリングをご注文された際の料金
保育部・幼稚部：1,825円/週, 3,650円/2週, 5,475円/3週
小学部・中等部：2,175円/週, 4,350円/2週, 6,525円/3週
・スクールバスの料金は指定バス停により金額が異なります
・兄弟割引(2人目以降 - 授業料20%割引)もあります。
・If you order the catering lunch, the amount below will be added to the tuition fee per session.
1,825 yen for kindergarten / 2,175 yen for elementary and Jr. HS
・If you use the school bus, the amount will be added to the tuition. The commuting fee is depends on the bus stop.
・Second child enrolled in OIS Summer program will receive sibling discount of tuition fees.

Summer school Enrollment Guidelines

お申し込み方法

下記の内、いずれかの方法でお申

お申込後、内金5,000円を下記口座へお振込みくださ

込みください。

い。(内金はいかなる理由でも返金できません。)

記

＜外部生 お振込み口座：＞

① ホームページに

琉球銀行（0187）

掲載しているWEB申込フォーム

古波蔵支店（319）

に必要事項を入力し、送信してく

普通預金 387500

ださい。

名義：株式会社オキナワインターナショナルスクール

② ホームページより申込用紙を入
手し、必要事項をご記入の上、ご
提出ください(持参、郵送、メール)
There are two ways to apply:
①Submit the registration form
on the OIS homepage.
②Fill out the application form
with picture and submit it to the
office. We accept through mail
or E-mail.

内金確認後、正式に受付となります。受付後、必要書類
と併せ、内金を除く費用の明細書を、スクールより送付いた
します。

Bank of Ryukyu (0187)
Branch: Kohagura (319)
Ordinary saving account
Account number: 387500

OKINAWA INTERNATIONAL SCHOOL

お問い合わせ・申し込み先

PYP Campus

Tel. 098-835-1851
Fax. 098-835-1852

Middle School Campus
〒900-0025 沖縄県那覇市壺川2-13-26 丸元ビル4F・5F
2-13-26 Tsubogawa, Naha, Okinawa, Japan 900-0025

We will update on our homepage by
middle of July for the lists of things to
bring.
Cancellation Charges キャンセル料について
セッション開始7日前～3日前 … 20%
7 - 3 days prior to the session starts.…
20% of the course fee

セッション開始3日前～前日 … 50%

Please transfer the deposit of 5,000 yen to the OIS
account below after applying. (A deposit of 5,000
yen (Non-refundable))
After we confirmed the application form and deposit,
we will send you an invoice for the balance.

〒900-0023 沖縄県那覇市楚辺2-34-22
2-34-22 Sobe, Naha, Okinawa, Japan 900-0023

サマースクール期間中の持ち物については、
決定次第ご連絡致します。メール、ホーム
ページをご確認ください。

Email. office@ois-edu.com
URL. www.ois-edu.com

3 - 1days prior to the session starts.…
50% of the course fee

セッション開始当日以降～ … 100％
On the day the session starts.…
100% of the course fee

台風によるキャンセル・中止 … 100%
The program will be canceled
because of a typhoon.…
100% of the course fee

英語環境のサマースクールへようこそ！
夏休み期間中に「我が子の英語スキルを高めてもらいたい」と願うのは英語圏以外の古今東
西の両親の願いです。
学びの本質は生活にあり！！英会話だけを習っても使う環境がなければ価値は半減します。
OISサマースクールは、生活や社会を通して英語スキルを高める事ができるようにカリキュ
ラムが組まれています。体験をしながらの学び（アクティブラーニング）だから英語での理
解が深まっていきます。ことしも国際バカロレア認定校で質の高いサマースクールで学び、
遊び、そして英語スキルを伸ばして下さい。
校長

知念 正人

Welcome to OIS Summer School 2018!
It’s a common wish of parents that their child/ren to improve their English skills during summer vacation.
The essence of learning is in daily life. Even if you have a chance to learn English, the value
is reduced by half without English environment.
We provide the excellent academic and fun programs that it can enhance children’s English
skills through everyday life and social experiences.
We hope many children to join our summer school to learn and enjoy together in the
International Baccalaureate School!
Principal Chinen, Masato

Summer school
schedule
・1st session（セッション１）:
Jul. 23 － 27（7/23-7/27）

・2nd session（セッション２）:
Jul. 30－Aug. 3（7/30-8/3）

・3rd session（セッション３）:
Aug. 6 － 10（8/6-8/10）

For 2 years old～6 years old
定員

For Grade 1～Grade 9

対象：2歳児 ～ 5歳児（未就学児）

30名 / 1クラス

定員

対象：小学校１年生 ～ 中学校３年生
30名 / 1クラス

夏は子ども達にとってエネルギーがあふれる季節。英語の音とリズムに合わせて体を動かすこ

アカデミックプログララムでは１週間ごとに読む・書く・話すという英語力に重点をおくプ

とで、目と耳、そして楽しく笑いながらごく自然に英語世界に飛び込もう！

ログラム。初級者でも英語に慣れることから楽しさを見出し、上級者や高学年でもスキルを

お礼を言う時や驚いた時などの言葉が英語に変わるかも！？

伸ばして英語をもっと身近なコミュニケーションの道具に！英語をどんどん身に付けよう！

Session 3 (Aug. 6 － Aug. 10)

Session 1 (Jul. 23 － Jul. 27)

自然の中、街の中にある数字と理科をみつけて

Session 2 (Jul 30 － Aug. 3)

自然と街から音を集めよう。

英語で考えてみよう。

自分がアウトドアから見てきた、集めてきた

それを音楽にしてからだで表現しよう。

Do you like math? Do you like science?

自然を写真と文字で表現していこう

Feel the nature, get the rhythm and move

Let’s enjoy this summer time exploring

Collect items from nature and interpret

your body through dance and music.

numbers and wonders of science!

through writing.

Session 2 (Jul 30 － Aug. 3)

Session 3 (Aug. 6 － Aug. 10)

Session 1 (Jul. 23 － Jul. 27)

自然から色をもらおう、自然にあるもので作って
みよう。

本の中では誰もが主人公になれるよ。

Use nature’s materials to the fullest and

英語で読んで英語で演じてみよう！！

make your imagination come true.

Enjoy reading and performing.

Daily Schedule

Daily Schedule

1日のスケジュール

過去のサマースクールに参加された方の感想

Fun Program
7:30 ~ 8:45

8:45 ~ 9:00

Please come to school by 8:45 a.m.
8：45までに登校してください
Going to the classroom.
各クラスに入り本日のプログラムの準備開始
Circle time

9:00 ~ 9:30

9:00からサークルタイムの始まりです
自己紹介や音楽にあわせて体を動かします

9:30 ~ 11:30

11:30 ~ 13:00

13:00 ~ 14:00

14:00 ~ 15:00

Grade 1~Grade 2 / 小学 1 ~ 2年生:
身近な自然から大切なことたくさん考えよう話して
みよう
To talk and inquire about nature
Grade 3~Grade 9 / 小学 3年生 ~ 小学6年 :
ICTを使うと自然の事が･･･
Nature through the lens of ICT.

Fun activities/ Outdoor activities
毎週違ったテーマでのプログラムです
Lunch time / Free time
ランチタイム / 自由時間
Fun activities
楽しいアクティビティタイム
Free play time / Dismissal
自由時間・帰宅時間

・2人とも勉強を強制されずに、遊びながら楽しめたそうです。 (2016.M)
・毎週違うテーマで、いろいろな取り組み、それぞれ楽しかった様子です。(2016. N)

1日のスケジュール

Academic Program
7:30 ~ 8:45

Please come to school by 8:45 a.m.
8：45までに登校してください

・ストーリーを作る授業が楽しかったようです。(2016.N)
・１週間単位で自分にあった期間を選べるので良いと思う。 (2016.T)
・「全部よかった」と子供が言ってます。歌とダンスが特に楽しかったそうです。ウチでもよく歌い踊っていました。英語のハードルが下がった

8:45 ~ 9:00

Going to the classroom.
クラス準備開始

気がします。 (2017.T)
・てぃんさぐぬ花など沖縄に関わることも教えていて良かった。 (2017.S)
・いつもの授業や先生と違いのびのびと楽しく過ごせたようで毎日、楽しい！と言っていました。英語に対してもサマースクールのおかげで

9:00 ~ 12:00

Class / Outdoor activities
授業 / 教室内外でのアクティビティー

楽しくまなべ、家に帰ってもよく英語が出ていました。授業もおもしろかったと授業内容まで教えてくれていました。通常の授業では先生が
怖いらしく萎縮しているため、授業内容まで覚えていないのですが、サマースクールは全然様子が違いました。サマースクールに参加して
よかったと思っています。 (2017.S)

12:00 ~ 13:00

Lunch time / Free time
ランチタイム / 自由時間

・発表会があるため、保護者にとって子供の成長を知るとともに、子供達は歌やダンスを覚えたり、工作するなどとても楽しかったようです。
(2017.K)
・Both of our boys enjoyed the experience and your school was great to accept 2 year olds on an unaccompanied basis. That was

13:00 ~ 14:00

Class / activities
授業 / アクティビティー

the difference maker to select your school versus others. That said, the teachers were all friendly and helped us understand how
our boys were developing at school on a daily basis given the session period is short. It was a pleasure to have the opportunity
to send our boys to OIS this summer and will consider going forward as part of our summer holidays. (2017.S)

14:00 ~ 15:00

Free play time / Dismissal
自由時間・帰宅時間

