Ｓummer School Program 2016
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9:30-13:30
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9:30-13:30

9:30-13:30

英検準1
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２級

英検準1
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２級

英検準1
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２級

英検準1
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２級

英検準1
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9:30-11:30

12:00-14:00

9:30-11:30

12:00-14:00

9:30-11:30

12:00-14:00

9:30-11:30

12:00-14:00

9:30-11:30

12:00-14:00

消化のしくみ
(Digestive System)①

飛行機の歴史
（FlightHistory）①

消化のしくみ
(Digestive System)②

飛行機の歴史
（FlightHistory）②

消化のしくみ
(Digestive System)③

飛行機の歴史
（FlightHistory）③

軍隊の歴史
（MilitaryHistory）①

音楽史
(MusicHistory)①

軍隊の歴史
（MilitaryHistory）②

音楽史
(MusicHistory)②

宇宙
(Solar System)①

動物
(Animals)①

宇宙
(Solar System)②

動物
(Animals)②

宇宙
(Solar System)③

動物
(Animals)③

昆虫
(Insects①

海洋動物
(SeaCreature)①

昆虫
(Insects②

海洋動物
(SeaCreature)②

シンプルマシーン
（Simplemachine）①
LEGO

電気
(Electronics)①
SnapCircuits

シンプルマシーン
（Simplemachine）②
LEGO

電気
(Electronics)②
SnapCircuits

シンプルマシーン
（Simplemachine）③
LEGO

電気
(Electronics)③
SnapCircuits

シンプルマシーン
（Simplemachine）④
LEGO

電気
(Electronics)④
SnapCircuits

シンプルマシーン
（Simplemachine）⑤
LEGO

電気
(Electronics)⑤
SnapCircuits

9:30-10:00

10:10-10:40

10:50-11:20

11:30-12:00

9:30-10:00

10:10-10:40

10:50-11:20

11:30-12:00

9:30-10:00

10:10-10:40

10:50-11:20

11:30-12:00

9:30-10:00

10:10-10:40

10:50-11:20

11:30-12:00

9:30-10:00

10:10-10:40

10:50-11:20

11:30-12:00

StoryBook

英語入門
クラス

リトミック

Phonics

StoryBook

英語入門
クラス

リトミック

Phonics

StoryBook

英語入門
クラス

リトミック

Phonics

StoryBook

英語入門
クラス

リトミック

Phonics

StoryBook

英語入門
クラス

リトミック

Phonics
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8/23Tue
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8/25 Thr

8/26 Fri

9:30-13:30

9:30-13:30

9:30-13:30
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9:30-13:30

英検準1

/
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英検準1

/
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英検準1

/

２級

英検準1

/
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英検準1

/
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9:30-11:30

12:00-14:00

9:30-11:30

12:00-14:00

9:30-11:30

12:00-14:00

9:30-11:30

12:00-14:00

9:30-11:30

12:00-14:00

骨格のしくみ
(SkeletalSystem)①

世界４大文明
（Four great civilizations
of the world ）①

骨格のしくみ
(SkeletalSystem)②

世界４大文明
（Four great civilizations
of the world ）②

骨格のしくみ
(SkeletalSystem)③

世界４大文明
（Four great civilizations
of the world ）③

恐竜
（Dinosaurs）①

世界４大文明
（Four great civilizations
of the world ）④

恐竜
（Dinosaurs）②

世界４大文明
（Four great civilizations
of the world ）⑤

世界地理
(WorldGeography)①

宇宙旅行
（SpaceTravel）①

世界地理
(WorldGeography)②

宇宙旅行
（SpaceTravel）②

世界地理
(WorldGeography)③

宇宙旅行
（SpaceTravel）③

植物
(Plants)①

美術史
(ArtsHistory)①

植物
(Plants)②

美術史
(ArtsHistory)②

シンプルマシーン
（Simplemachine）⑥
LEGO

実験
(Experiment)①

シンプルマシーン
（Simplemachine）⑦
LEGO

実験
(Experiment)②

シンプルマシーン
（Simplemachine）⑧
LEGO

実験
(Experiment)③

電気
(Electronics)⑥
SnapCircuits

実験
(Experiment)④

電気
(Electronics)⑦
SnapCircuits

実験
(Experiment)⑤

9:30-10:00

10:10-10:40

StoryBook

英語入門
クラス

10:50-11:20

リトミック

11:30-12:00

Phonics

9:30-10:00

10:10-10:40

StoryBook

英語入門
クラス

10:50-11:20

リトミック

8/29Mon

8/30Tue

9:30-13:30

9:30-13:30

英検準1

/

２級

英検準1

/

11:30-12:00

Phonics

9:30-10:00

10:10-10:40

StoryBook

英語入門
クラス

10:50-11:20

11:30-12:00

リトミック

Phonics

9:30-10:00

10:10-10:40

StoryBook

英語入門
クラス

２級

12:00-14:00

9:30-11:30

12:00-14:00

循環器について
(CirculatorylSystem)①

産業革命
（IndustrialRevolution）①

循環器について
(CirculatorylSystem)②

産業革命
（IndustrialRevolution）②

昆虫
(Insects)①

地球
（Earth）①

昆虫
(Insects)②

地球
（Earth）②

英検クラス
1日：￥9,000
2日：￥17,000
3日：￥25,000
4日：￥33,000
5日：￥40,000
6日：￥47,000
7日：￥54,000
8日：￥60,000

9:30-10:00

10:10-10:40

StoryBook

英語入門
クラス

10:50-11:20

リトミック

11:30-12:00

Phonics

実験
(Experiment)⑦

Phonics

9:30-10:00

10:10-10:40

10:50-11:20

11:30-12:00

StoryBook

英語入門
クラス

リトミック

Phonics

【受講規定】
お申込前に必ずお読み下さい。

カリキュラム クラス

9日以上
￥65,000

チケット クラス

ゲームプログラム
（GameProgram）①

リトミック

11:30-12:00

受講料（消費税別途）

9:30-11:30

実験
(Experiment)⑥

10:50-11:20

ゲームプログラム
（GameProgram）②

9:30-10:00

10:10-10:40

10:50-11:20

11:30-12:00

StoryBook

英語入門
クラス

リトミック

Phonics

１クラス：1500円

20クラス
以上
￥30,000

１科目

２科目

1日：￥5,000日
2日：￥10,000
3日：￥14,000
4日：￥18,000
5日：￥22,000
6日：￥26,000
7日：￥30,000
8日￥33,000
9日以上￥35,000

1日：￥9,000
2日：￥17,000
3日：￥25,000
4日：￥33,000
5日：￥40,000
6日：￥47,000
7日：￥54,000
8日￥60.000
9日以上￥65.000

.

□クーリングオフ期間は申込日から８日以
内で書面でお申し出下さい。それ以降の入
学登録料、授業料等の返還は行いませ
ん。
□講師の急病や荒天、天災等やむを得な
い理由により講座を延期または中止とする
場合があります。その際、中止の場合に限
り受講料を返金致します。
□未就園児には、保護者もしくはシッター
などの付き添いが必要です。
□授業の写真撮影や録画・録音はご遠慮
下さい。
□受講できるのは申込者本人のみです。
他の方に権利を譲ることはできません。

プリント、クラフトやアクティビティ材料費含む。

早期申込み特典：
【申込方法】受講ご希望のクラスに○をつけてお申込みください。 .
４月末までのお申込20％OFF！ ５月末までのお申込10％OFF！
申込日 ：
受講者氏名：

年

月

日
（

年

月生まれ）
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授業内容
英検コース

初級者コース
０歳～

英検準1級/２級
Eiken Ｐｒｅ1/2

英検準1級/2級の試験に必要なスキルを独自カリキュラムと過去
問より学びます。
ボキャブラリーは準1級、長文は準１級と２級をミックスしたものを
用意しております。準１級を目指す方はもちろん、２級を目指す方
英検準２級合格者または も一つ上の級と一緒に学ぶことにより、より高い英語力を身に着
同等の英語力がある者 けることができます。
（要Ｒｅａｄｉｎｇ、Writing） （授業は長文を中心にライティング、リスニング、イディオム、文法
なども学びます。）
.
※毎回内容は変わります。
※12：00～12：30の間はランチタイムになります。

StoryBook

始めはお母さんのお膝の上で、
慣れてきたら一人で座れるよう
練習をするクラスです。

英語入門

始めはお母さんのお膝の上で、
慣れてきたら一人で座れるよう
練習をするクラスです。

リトミック

始めはお母さんのお膝の上で、
慣れてきたら一人で座れるよう
練習をするクラスです。

１歳～

０歳～

Phonics

-----

カリキュラムコース

シンプルマシーン：
Simplemachine

レゴエデュケーションの「アーリーシンプルマシン」を使って、①てこの原理 ②車輪と車
軸 ③滑車 ④ギア というメカニズムの基本学習事項を、理論で理解するのではなく、手
を使って実践し体験を通して習得していきます。
同時に比率や角度など数学的な考え方や、力学の基礎的な理解を深めます。各部品
の英語での言い方はもちろんモデルを見て制作することで、図形を見る力を養い、基礎
構造のスキルを高めます。
※毎回内容は変わります。

電気：
Electronics

スナップサーキットを使って、電気の原理を楽しく学習します。
スナップサーキットとは、レゴのように部品を組み立て、電球付きスイッチ、モーター扇風
機やラジオなどを作るサイエンストイです。クラスでは電気回路の基礎から学び、実際に
組み立てて理解を深めていきます。
※毎回内容は変わります。

実験：
Experiment

光の実験、浮力の実験、酸性、アルカリ性などの実験をはじめ様々な実験を行います。
実験前に仮設をたて→実際に検証し→検証結果をまとめるという、サイエンスメソッドも
取り入れた授業となります。
※毎回内容は変わります。

消化のしくみ：
DigestiveSystem
【3日間コース】
（要Ｒｅａｄｉｎｇ、Writing）

食物を食べて、いらないものを体の外に出すまでの消化の働きについて学びます。どの
臓器でどんなことが行われているのかも詳細に学んでいきます。

アルファベットを
認識できるようになったら
一人で座れるように
練習をするクラスです。

先生が絵本を読むクラスです。 絵本の読み聞かせがご家庭でで
きない方にオススメです。ご希望の絵本がありましたらお持ち下さ
い。また、オフィスにもたくさん絵本がございますので、そちらから
もお選びいただけます。
英語の基礎、アルファベットから学んでいくクラスです。物や動
物、色、野菜やフルーツの名前など、楽しく学ぶクラスです。
身体を動かしながら、英語の歌をみんなで歌います。小さい子ど
もはお歌が大好きです。英語の歌から単語や言い回しを学びま
す。
"Hickory Dickory Dock” ”Head shoulder knee and toes”など
読みの基本となるPhonicsを身につけていきます。
アルファベットの音を身に付けたら、最初は３文字から
（pet,bed,sit,cup）徐々に長い単語も読めるように訓練します。

-----

飛行機の歴史：
FlightHistory
【3日間コース】
（要Ｒｅａｄｉｎｇ、Writing）

宇宙：
SolarSystem
【2日間コース】
（要Ｒｅａｄｉｎｇ）

動物：
Animalｓ
【3日間コース】
（要Ｒｅａｄｉｎｇ）

軍隊の歴史
MilitaryHistory
【2日間コース】
（要Ｒｅａｄｉｎｇ、Writing）

人類が飛行機を手に入れるまで、どんな研究がされてきたか、今現在ある飛行機の原
理についてなど、飛行機の進化の歴史を学びます。

太陽系の惑星について学びます。太陽を中心としてどんな惑星があるのか。また各惑
星の特徴を学びます。
また、太陽系のすべての惑星を、大きさや色、輪があるかなどの各惑星の特徴を確認し
ながら作成します。作成後はお家で天井から吊るして、自宅学習にお使いいただけま
す。
※クラフトあり

動物個別の特徴はもちろんのこと、食べ物の観点からの分類や生息地についての分類
など、様々な角度から動物について学びます。

人はなぜ戦うのか。戦いの歴史を学びます。歴史上有名な戦いを取り上げて勝った理
由や負けた理由。また有名な武将について学びます。
また、実際に「たて」を作り防御がいかに大切かも体験いたします。
※クラフトあり
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授業内容
-----

音楽史
MusicHistory
【2日間コース】
（要Ｒｅａｄｉｎｇ、Writing）

昆虫
Insects
【2日間コース】
（要Ｒｅａｄｉｎｇ、Writing）

海洋動物
SeaCreature
【2日間コース】
（要Ｒｅａｄｉｎｇ、Writing）

世界４大文明：
Four Greate
Civilizations
of the world
【5日間コース】
（要Ｒｅａｄｉｎｇ、Writing）

宇宙旅行：
SpaceTravel
【3日間コース】
（要Ｒｅａｄｉｎｇ、Writing）

世界地理：
WorldGeography
【3日間コース】
（要Ｒｅａｄｉｎｇ、Writing）

骨格のしくみ：
SkeletalSystem
【3日間コース】
（要Ｒｅａｄｉｎｇ、Writing）

カリキュラムコース

クラシック音楽史：中世西洋音楽～ルネサンス音楽～バロック音楽～古典派音楽～ ロ
マン派音楽～近代・現代まで、各時代を代表する作曲家の生い立ちを学びクラシック音
楽の歴史を振り返ります。

「昆虫とはどんなものか」という定義から、身近な虫の生まれてから死ぬまでの一生の
過ごし方、どんなところに住んでいるのか、どんな食べ物を食べているのかなど、いくつ
かの虫に注目して学んでいきます。

海に住む生物について学びます。どんな動植物が海の中に生息しているのか。動物で
は有孔虫などの原生動物からクジラなどの脊椎 動物まで多様な動物が住んでいます。
海の中の様子を学びます。

-----

恐竜
Dinosaurs
【2日間コース】
（要Ｒｅａｄｉｎｇ、Writing）

植物
Plants
【2日間コース】
（要Ｒｅａｄｉｎｇ、Writing）

美術史
ArtHistory
【2日間コース】
（要Ｒｅａｄｉｎｇ、Writing）

世界４大文明である、メソポタミア文明・エジプト文明・インダス文明・黄河文明を学び、
各文明の特徴や共通事項などを確認します。
月曜から木曜日までは各文明について１日づつ学び、金曜日に各文明について比較し
学びます。

循環器について
CirculatorySystem

最初に月面着陸したのは？その時のロケットの名前は？どの国が最初にロケットを作っ
たのか？また、今、宇宙開発はどこまですすんでいるのかなど宇宙旅行の可能性や課
題、問題点などについて学びます。また、ロケットの仕組みについても学びます。
※クラフトあり

産業革命
IndustrialHistory

大陸の名前や海の名前、位置について学び、自分の世界マップを作ります。その上に
世界三大瀑布や世界三大マウンテン、有名な世界遺産などがどこにあるか地図に貼り
確認します。
世界に目を向けるきっかけになるクラスです。

骨にはどんな種類があるのか、それぞれ、どんな働きをしているのかなど、身体の骨に
ついて学びます。

【2日間コース】
（要Ｒｅａｄｉｎｇ、Writing）

【2日間コース】
（要Ｒｅａｄｉｎｇ、Writing）

地球
Earth
【2日間コース】
（要Ｒｅａｄｉｎｇ、Writing）

ゲームプログラム
GameProgram
【2日間コース】
（要Ｒｅａｄｉｎｇ、Writing）

時代ごとの特徴や、その時代の代表的な恐竜を学びます。また、草食か肉食か雑食
だったかなどの観点からも学習します。

植物のライフサイクル、パーツとその働きや光合成の仕組みなどを学びます。
草花や木など、どのようにして

古代美術～現代美術まで各時代を代表する画家について学んでいきます。画家の生い
立ち、作品、作品の特徴など時代背景などを学びます。
有名な絵などをたくさん学びますので、美術館に出かけるのが楽しくなります。

止まることなく動いている心臓と血液の循環について学びます。 血液がどのように循
環しているか。心臓から送り出された血液が何をしているかなどを学んでいきます。

機械化はどのようにして始まったのか、機械ができた時代はどんな時代だったのか、そ
して世の中がどのように変わったかなど、身近なものが工場で出来上がる様子を例にと
り、機械化がもたらしたものなども学びます。

地球の内部の構造とその特徴について学びます。その他にも地球を取り巻く大気など
について学びます。
ねんどで地球をつくり、地球内部がどうなっているのかも確認します。
※クラフトあり

プログラミングアプリを使い、自分でゲームを組み立てて行きます。ゲームのルールなど
も自分で設計できますので、自分だけのゲームを作ることができます。
クラスの最後に自分の作ったゲームを英語で紹介（プレゼンテーション）いただきます。
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