
Mastering the Fundamentals!
なんと言ってもコミュニケーション力

General academic skills can further your career by preparing

you for college. Develop your communication skills through

learning how to present, summarise, write academic papers 

and manage socratic discussions.

コミュニケーションは言葉・メール・パフォーマンスといろいろ。
読んで理解し、まとめて書いて、そして発表する。

コミュニケーションから鍛える英語4技能

7/26(月)∼30(金)

8/9(月)∼13(金)

Responding to a Crisis
なんと言ってもスピーチパワー

Develop speech through critical analysis of current events.

Now is the time to change the world. This week we develop

our communication skills through debates and discussion

centered on global issues.

新聞記事や動画を見てディスカッション。
自分の考えをどう伝えるかディベートできたらかっこいい

話すことから鍛える英語4技能

沖縄市・呉屋ルート

宜野湾・浦添ルート

おもろまちルート

安里・楚辺ルート

小禄・糸満ルート

首里・JAルート

中学1年生∼高校3年生 対象 For 12 – 18 years old

OKINAWA INTERNATIONAL SCHOOL

For Jr. High – High School Students

今年の夏は英語4技能を伸ばす夏！に決めた！
英語が伸びれば、進学や将来の夢が広がる。英語に浸ることで、
眠っている英語脳を覚醒させよう！！
南城のビーチ、緑、琉球の歴史探訪、パワースポット満載の
アクティビティーも充実

Improve your English this summer.

Take your dreams to new horizons with higher education.

Immerse yourself in English and awaken your

English senses.

Let’s explore the beach, the natural scenery, and Ryukyuan

history in Nanjo City.

定員25名/1クラス

8/2(月)∼6(金)

Having an Online Presence
なんと言っても文章力

Knowing how to network and having online presence are especially

valuable to get ahead in life. This week we focus on

writing and using appropriate language.

Use these skills to build meaningful relationships

among peers and colleagues for a lifetime.

メールやSNSの世界では書くことがとても大切。
少しでもネイティブに近い文書で表現したい。

書くことから鍛える英語4技能

お食事は、自宅からのお弁当とケータリングからお選びいただけます。
通常食以外に卵アレルギーおよび乳アレルギーに対応しています。
各通学エリアからのスクールバスも充実！



Official

Website

098(948)7711

098(948 )7722
ois-summer@ois-edu.com www.ois-edu.com

新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止の為に...

①ご参加される際は、ご自宅・ご宿泊先で検温を
済まされてください。

②ご参加の間は、マスク着用をお願い致します。
③もし、ご参加当日に風邪症状がある場合は、参加を
お控え頂き、スクールまでご連絡ください。

OKINAWA INTERNATIONAL SCHOOL

オキナワインターナショナルスクール

〒901-0611 沖縄県南城市玉城富里143

143 Fusato, Tamagusuku, Nanjo,

Okinawa 901-00611 JAPAN

Fee／費用

ACADEMIC PROGRAM
中学1年生∼高校3年生 対象 For 12 – 18 years old

午前8時45分までに登校してください

Please come to school by 8:45 am

1コマ目 ランチタイム アクティビティーが設定されている

1st period start Lunch time 曜日には校外学習に充てられます

2コマ目 4コマ目 Activities / Off-campus learning

4th period start

※大学生プログラムは今年度からの新設のため、上記の時間配分をご参考いただけますと幸いです。

2nd period start

10:00 ～10:50

13:00~14:40

14:45 ~15:15 

独立した学習時間/帰宅時間

Individual study / Dismissal

8:00～8:45 11:00 ~ 11:50

3コマ目

3rd period start

9:00～9:50 12:00 ~ 12:50

One session Two sessions Three sessions

1 セッションのみ 受講 2 セッション 受講 3 セッション 受講

OIS Students

ＯISの生徒

Repeater s tudents

リピーターの生徒

Non OIS Students

OIS以外の生徒

Inc lude in the Price

費用に含まれるもの

Addit ional Charges

費用に含まれないもの

※お昼、スクールバスの費用、兄弟姉妹割引などは、スクールウェブサイト内からご確認ください。

・授業料　・教材費　・記念Tシャツ

Tuition / Materials / Summer School T-Shirt

・昼食　・通学費用・活動費　

Lunch / School Bus Fee/ Activities 

54,250円 83,700円 109,000円

57,860円 89,400円 116,300円

費　用

(Tax included)

44,800円 69,200円 90,000円

Daily Schedule 一日のスケジュール

右記に記載のQRコードより、WEBお申し込みフォームに
必要事項をご記入の上、お受付けください。
お申し込み書を確認後、明細書をお送りいたします。
内容をご確認頂き、クレジットカードにてお支払いください。
ただし、ご入金頂いた後にキャンセルの場合は、
キャンセル料金が発生致しますので、ご了承ください。

Enrollment Guidelines / お申し込み方法

mailto:office@ois-edu.com
http://www.ois-edu.com/

