OKINAWA INTERNATIONAL SCHOOL

2才クラス定員：12名
3才クラス定員：25名
4～5才クラス定員：25名

※2021年4月時点で満2歳のお子様～ 2021年4月時点で満5歳のお子様

7/26(月)∼30(金)
Let’s take a trip around the world!
世界の旅に出かけよう！

※各セッションの定員人数になります。

8/2(月)∼6(金)
Jungle adventure
ジャングル アドベンチャー

Let’s travel around the world! What different kinds of songs and
dances are there in the world? What kinds of clothes do people wear?
What kind of foods do they eat? Let’s go on a worldwide adventure
in English to find out!

Chirp chirp, flutter flutter, buzz buzz, and big, loud footsteps! Listen
carefully! What kind of creatures can you hear in nature?
Let’s go back in time to the age of the dinosaurs! Join the expedition
and come with us on an exciting adventure!

世界を旅しよう！世界にはどんな歌やダンスがあるのだろう？！どんな服を
着ているのかな？どんな食べ物があるのかな？ドキドキいっぱいの冒険の
旅・イングリッシュアドベンチャー号に乗って出発だ！！

ニョキニョキ、ひらひら、チクチク、ドスドス.... 耳を澄ましてごらん。自然の
中には、どんな生き物がいるのかな? タイムスリップして恐竜時代ものぞいて
みたいな。さぁ探検隊になって、ワクワクする学びの冒険をはじめよう！

8/9(月)∼13(金)

各通学エリアからのスクール
バスも充実。

路線１

浦添・首里・那覇 エリア

お食事は、お弁当持参か有料の

路線２

糸満・豊見城・小禄 エリア

ケータリングからお選びいただけ
ます。なお、通常食以外に

卵アレルギーおよび乳アレルギー
に対応しております。

スクールバスに関する現コース
(マップ)は、こちらから

Exploring Okinawan culture
沖縄の文化に触れてみよう
Okinawa is rich with its own unique history and culture, like Shisa
and Eisa. Let’s explore Okinawan culture and express our own
thoughts, feelings and ideas through the things we discover. We’ll
make memories of a wonderful Okinawan summer!
エイサーやシーサーなど、沖縄にはオリジナルの文化がたくさん。沖縄の
文化に触れ、一人一人のアイディアを発揮し、色々なものを作ってみたり
表現したりしよう。きっと素敵な夏の思い出ができるよ。

2歳～5歳対象 For 2 ～ 5 years old
Daily Schedule / 一日のスケジュール
午前8時45分までに登園してください。
Please come to school by 8:45 am

毎週違ったテーマでのプログラムです。
Fun activities/Outdoor activities

各クラスに入って、
その日のプログラムの準備開始
Going to the classroom

ランチタイム/自由時間
Lunch time / Free time
楽しいアクティビティタイム
Fun activities

サークルタイム(朝の会)の始まりです！
自己紹介や、音楽に合わせて体を動かします
Circle Time

自由時間/帰宅時間
Free play time / Dismissal

Real customer comments
●

●

「通常期の授業とはまた違って、フレッシュに楽しく過ごせたようでした。
毎日“楽しい！”と言いながら登園していました。
サマースクール以来、英語に対する興味や自信が増えた様子で、家に
帰ってきても頻繁に英語を発するようになりました。
サマースクールに参加させて良かったと感じています」

●

●

「発表会があるため、私たち保護者によっては子供の成長を知るいい
機会になりました。子供たち自身も歌やダンスを覚えたり、工作に
取り組んだり、とても有意義に楽しいんでいた様子です」

「毎週いろんなテーマで、さまざまな取り組みに触れることが
とても新鮮で楽しかったようすでした」

「一週間単位で、子供の年齢や興味に併せたプログラムや期間を
選べるセッション構成が良かったと思います」

●

「全部よかった！と子どもが言っていました。歌とダンスが特に
楽しかったそうです。
家に帰ってきても良く歌ったり踊ったりしてくれて、英語へのハードルが
下がった気がします」

●

「てぃんさぐぬ花♪など、沖縄に関わることも教えてもらえて情操教育
としても良かったと思います」

●

「自分でストーリーを“作る”授業に夢中になっていました」

Fee / 費用
費

One se ssio n

T wo se ssio ns

T hre e se ssio ns

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

37,600円

58,800円

76,400円

46,000円

71,850円

93,000円

48,600円

76,000円

98,700円

用

( T a x include d)
OIS St udent s
ＯISの生徒
Repeat er s t udent s
リピーターの生徒
Non OIS St udent s
OIS以外の生徒
Inc lude in t he Pric e

Tuition / Activities / Materials / Summer School T-Shirt

費用に含まれるもの

・授業料

Addit ional C harges

Lunch / School Bus Fee

・活動費

・教材費

費用に含まれないもの

・昼食

・記念Tシャツ

・通学費用

※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。

Enrollment Guidelines / お申し込み方法
新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止の為に...

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。

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。

キャンセル規則などはスクールウェブサイトをご確認ください。

OKINAWA INTERNATIONAL SCHOOL
オキナワインターナショナルスクール
〒900-0025 沖縄県那覇市壺川2-13-26
4F/5F
2-13-26 4F/5F Tsubogawa, Naha City,
Okinawa 900-0025 JAPAN

098(835 )1851
098(835 )1852
ois-summer@ois-edu.com

Official
Website
www.ois-edu.com

