
Age and Classes  

Preschool: 2-3 years old 
プリスクールクラス２-3歳 
Kinder class: 3-6 years old 
キンダークラス３-６歳 
Elementary: Grade 1 to 4 
小学生クラス１-４年生 
 
Regular Course 9:30-14:30 
Full Day Course 8:00-19:00 
朝8時-夜7時まで延長保育あり 

NWIS Summer Fun 

Every year NWIS has hosted 

its own summer school 

program and now we are 

entering our 21st summer! 

Every year we have many 

students coming to join us for 

summer fun! 

. 

July 16 to 
August 30 
Come join the fun and 

learning at NWIS 

英語で過ごす夏休み 

NWISで新しい発見、 

冒険に満ちた楽しい夏を 

過ごしませんか？ 

SUMMER 
SCHOOL  

 

 2019 
 

 

毎年大好評のＮＷＩＳのサマース

クールは今年で第2１回目を迎えま

す。毎年たくさんのお子様にご参加

いただきありがとうございます 

NWISのサマーコースは英語を学ぶ

のではなく英語で体験、英語で学ぶ

プログラムです                         

プリスクール、キンダーガーデン、    

小学生とそれぞれの発達段階に即し

たプログラムを提供しています 

小学生向けのコースはNWISの特
徴でもあるリーディング、ライティング 

 

 

 

New World  
International School  

１－2－8 Sengawa  

Chofu-shi, Tokyo Japan  
+81-3305-0573 

n.w.i.s@newworldinternati
onalschool.com 

 
https://newworldinternatio

nalschool.com/ 
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Preschool (2~3yrs) 
2~3歳(未就園児) 
For our 2-3 year old group we’ve put 

together an exciting program with 

songs, dances, and crafts to help us 

explore the theme of the week 
英語が初めてでも大丈夫。先生とお友達

と英語で一日4時間過ごします。普段

NWISの幼稚園で勤務しているネイティブ

の先生と日本語が分かるバイリンガルテ

ィーチャーがお子様の一日をサポートし

ます。トイレットトレーニングがまだの

お子様、お昼寝の習慣があるお子様も一

人一人のペースに合わせて過ごせるよう

にしています 

 Kindergarten (3-6yrs) 
3~6歳(年少、年中、年長) 

Everyday we’ll explore our theme 

during circle time, through craft 

and/or science experiments. Some 

days we’ll even experiment a little 

with cooking! We’ve also added 

“Show and Tell” to our course       
北米の幼児教育を体験！クラスはす

べて英語、子どもたちも英語を話す

お子様が多く参加英語を学ぶのでは

なく英語で学ぶクラス。初めてだっ

て大丈夫。体験型の学習なので楽し

く遊んでいるうちにいつの間にかわ

かるようになります 
 

Date Theme 

Course A       

July 16th -19th 
Fun in the Sun 
夏を楽しもう！ 

Course B      

July 22nd -26th         

Under the Stars  
星空の下で 

Course C      

July 29th – Aug.2nd 
Light, Camera, Action! 
ムービーをつくろう 

Course D     

Aug 5th - 9th 
Desert Oasis 
砂漠のオアシス 

Course E      

Aug 13th -16th    
Let‘s pretend  

何になりたい？ 
Course F      

Aug 19th -23rd 
Secret Spy 

スパイになって・・・ 
Course G      

Aug 26th – 30th 
Emergency Services 
緊急事態発生！ 

Tuition 参加費 
Course  A.E 

4days 
BCDFG 
5days 

Preschool 

10-14 

\42000 \51000 

Preschool 

8-19 
\62000 \75000 

Kinder 

9:30-14:30  

\40000 \49000 

Kinder  

8-19 
\56000 \67500 

Elementary  

9:30-14:30 

\39000 \48000 

Elementary  

8-19 
\51000 \62500 

ランチ代別 Lunch fee is not included 
２コース以上割引あり ＊消費税別 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Elementary Class  
小学生英語強化クラス 

In this specialized course aimed at our 
oldest children, we will be exploring 
each theme through relevant art crafts 
and/or science experiments. Every day 
we will also spend time building our 
reading and writing skills.  
NWISの小学生クラスの特徴でもあるリーディング
プログラムを中心に、楽しいアクティビティーも交え 
完全英語環境で一週間過ごすコースです。インタ
ー生にもお勧めです。クラスはプログラムによってグ
ループ分けをして行いますので初めての方でもご安
心ください。フォニックスの基礎から学べます。毎日
ジャーナルをつけますので、夏休みの自由研究に
もどうぞ 

- Timetable例 Kindergarten幼児クラス(4-6歳)    

9:30-10:00  Greeting / Free play 先生とあそぼ          

10:00-11:00   Morning Circle 歌、ダンス、あいさつ                         

11:00-11:30 Activity 工作、科学実験やクッキング                           

11:30-12:30  Lunch Time  ランチタイム                         

12:30-13:00   Learning Time  英語レッスン                               

13:00-14:00  Activity 2                             

14:00-14:30  Show and Tell/ Journal  発表、日記                 

Good bye circle またあした～！ 

海外の文化、教育をアート＆クラフト、 
科学の実験クッキング等を通して体験します 
たくさんの方が毎年繰り返し参加してくれます 
この夏ぜひNWISで冒険の旅に出よう 

先生、ランチ、送迎 

先生 普段から保育に関わっている

NWISの先生たちです。プリスクールクラ

スにはバイリンガルの先生もいます 

ランチ 給食をオーダーまたはお弁当

をお持ちいただきます。（コース単位・事

前申し込み、キャンセル不可) 

送迎 クラス開始時刻にドアを開けま

す。(9:30または10:00)迎えは5分前に

いらしてください。 

見学 見学はご遠慮いただいています 

 

How to apply 申込み方法  

Please fill out the application form 
and submit by email, fax or mail. 
We will send you an invoice and a 
welcome letter. Transfer payment 
to the bank. 
Please read cancellation policy  
電話、メールで空きを確認の上、アプリケーシ
ョンフォームをご提出下さい NWISより受付
後、受講料請求書を発行します 
記載された口座に受講料をお子様のお名前
でご入金ください 
キャンセルについての注意書き(別紙)と必ずお
読みください。 

 

 


