Summer School 2019

ラーニングトゥリーのドアを開ければ、英語オンリーの世界が広がります。英語を勉強するのではなく、英語で
様々なトピックについて学ぶイマージョン教育の場です。サマースクールは、英語初心者も帰国子女やインターナショナ
ルスクールに通っているニアリーネイティヴも、豊富なレベル別クラスで、海外現地サマースクールさながらの楽しく充
実した英語学習を体験できます。
ラーニングトゥリーのサマースクールの目標は、「物事を多角度から分析し、考える力をつける。そしてその考
えを伝えることができるようにする」です。自分の考えをどう表現するか以前に、自分の考えというもの自体が何か、わ
からない生徒がとても多いのが現状です。そこで「知識」だけに偏らず、幼児期から「英語力」と同時に「考える力」を
鍛えるために、３週間のサマースクールの中で、様々なアクティヴィティを通して、身近な話題から自分や他人の考え方
に気づき、今までよりも一段階深く考え、主体的に意見を持ち伝えられるように導きます。このプログラムは、近い将来
リーダーになる小さな子ども達、海外留学を考えている生徒、国内の英語中学受験を希望している生徒に最適です。

Learning Tree is not just a place for learning English. Our goal is to provide our students with the skills they need
to become intelligent, analytical and confident adults. In this environment English isn't just a subject, but a tool for
learning. One of the things that is underemphasized in the Japanese educational system is introspection; Knowledge is
given a priority over self discovery. We consistently encounter children with the strong desire to learn and well developed
abilities to research; but who struggle to create opinions or to confidently defend their choices. Our curriculum has been
redesigned to more aggressively foster our students’ understanding of themselves alongside their educational pursuits.
They will be better prepared to face the challenges of an exciting and rapidly evolving world.

お受け入れ条件 The conditions of acceptance:

全参加者サマースクール3週間一括のお申し込みです。ラーニングトゥリーは、英語を真剣に学びたい生徒のスクール
のため、秋以降継続されない方はお受け入れしていません。英語が母語であるか、年中英検5級、年長英検4級、小学
一年英検3級、小学二年英検準2級、小学三年以上英検2級にすでに合格している方は、検討いたします。Our summer

school is for students who take English education seriously. All participants must take all 3 weeks of summer school.
We cannot accept new students who are not willing to continue learning English with us after this summer. We will take
nonLearning Tree students only if they are native in English or have passed the following Eiken levels: 45 years old
Eiken 5, 56 years old Eiken 4, Grade 1 Eiken 3, Grade 2 Eiken pre 2, Grade 3 and up Eiken 2.

木場キャンパス: 江東区木場5630 ☎0358098900 5630 Kiba, Kotoku, Tokyo
西葛西キャンパス: 江戸川区西葛西6124 1～2階 ☎0368085656 6124 Nishikasai, Edogawaku
月島キャンパス: 中央区月島 21412 4～5階 ☎0335367890 21412 Tsukishima 4F, Chuoku

Kiba
Nishikasai
Tsukishima

木場、西葛西、月島は一つのスクールです。お子様のクラスがどちらのキャンパスで行われるかはお申込み後、週ごとにお知ら
せ致します。その場合、3校間はシャトルが無料運行致しますので、ご安心ください。（ただし、シャトルは「行き」はテーマ学
習に間に合う時間、「帰り」もテーマ学習の終了時間、フルデイの終了時間に合わせた決まった時間のみの運行です。ご了承く
ださい。）

We consider Kiba, Nishikasai and Tsukishima to be one school and your class could be held at any location. We have a free
shuttle service between the three campuses. However, please understand that the time schedule for the shuttle is not flexible;
there will be one set time to reach the campus before theme study starts, one set time after theme study and one set time after the
full day course.

持ち物

Things to Bring:

Cutlery for lunch, Water bottle with straw and strap, PE hat for prekinder, Camp hat for EM, inside shoes, handkerchief,
extra clothes, bathing suits (Preschool W1 only. We will play with water when all conditions are met, for example the
weather, how students are doing, etc.) Prekinder, please put everything in your child’s green LT school bag. Write
your child’s name on all of their belongings! Free dress during summer school, but for your child’s safety, LT PE hat
and sneakers are mandatory. No sandals allowed.
(
)
EM
(
W1
)
LT
(EM)

※

＊
スプーン、フォーク又はお箸、水筒 ストラップ付・ストロー付 、プリキンダーは体操帽、 はキャンプ帽、上履
き、ハンカチ、お着替え、水着とバスタオル プリスクール のみ。お天気や生徒の様子など、コンディションが整っ
たら水遊びをします。
※プリキンダーは全てを スクールバッグ入れて下さい。持ち物には必ずお名前をご明記ください。
＊私服着用ですが、安全を考慮して、体操帽（プリキンダー）またはキャンプ帽 を被って登校してください。ま
た、サンダルは禁止、スニーカーを着用ください。

スケジュール Schedule
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Dates

Camp
EM
students
only

Intermediate/Advanced/Elementary

中級・上級・小学部

Preschool/Kindergarten/Beginner

1

7/2226

EM
KBG2

Sustainable Development Goals
Looking At Global Challenges

Summer Fun
Stories, Puzzles and Ice cream!

EM
All G3
KBG5/6

Musical Story, Culture, and History

ミュージカル ～物語、文化、歴史

Musical Story, Singing and Dancing

Fiddler on the Roof or
Hairspray

Annie or
Wizard of Oz

EM
KBG4
TSG2

Mechanical Engineering
Let’s make a Rube Goldberg Machine

Mechanical Engineering
Let’s make a Rube Goldberg Machine

2

3

7/298/2

8/59

持続可能な開発目標
～現状と私たちにできること

メカニカルエンジニアリング
～ピタゴラスイッチを作ろう！

プリスクール・キンダー・初級

サマーファン
～ 読書・パズル・アイスクリーム作り!
ミュージカル ～物語、歌、ダンス

メカニカルエンジニアリング～ピタゴラス
イッチを作ろう！

＠
今年度の鴨川キャンプは国際小学部の生徒限定です。

Summer camp Kamogawa is exclusive for Elementary Program this year.
We will take children out of the city where they may often find themselves stuck watching TV, playing indoor games, or
going shopping. We will travel to the countryside where the kids can enjoy outdoor activities while surrounded by nature.
We believe this experience will enrich their character and make them a stronger person. The last day of the week, Friday,
will be off for those students who attend camp.
!
TV

千葉県鴨川市の里山で、英語オンリーで生活しよう 英語力向上だけでな
く、 やゲーム、ショッピング等に楽しみを覚えやすい都会の子ども達に、田舎の素晴らしさ、物が無くてもワクワク
楽しい感覚を感じてもらいたい。机の上だけでない、自然の中での学びを味わってほしい！キャンプ参加週の最終日
（金曜日）はお休みです。
Week 1: 7/22 –7/26
Stories and Ice Cream for Summer!

夏は読書とアイスクリーム！

プリスクール・キンダー・初級

Preschool/Kindergarten/Beginner
Reading books together, water play, making ice cream with soy milk, summer crafts, solving puzzles, singing, dancing,
outside play... all kinds of kids’ fun summer activities are combined this week for our preschool and kindergarten students!
Students will also spend time learning numbers and phonics. We will also include activities that enhance students’
speaking, reading and writing skills.

読書、豆乳でアイスクリーム作り、水遊び、工作、パズル、歌にダンス、外遊び、夏の楽しいひと時を過ごしましょう。
算数・スピーキング・リーディングも引き続き学習し、秋学期からのクラスのレベルアップを目指します。
Sustainable Development Goals Looking At Global Challenges

持続可能な開発目標ー現状と私たちにできること

中級・上級・小学部

Intermediate/Advanced/Elementary
The Sustainable Development Goals are the United Nation’s blueprint to achieve a better and more sustainable future for
all. They address the global challenges we face, including those related to poverty, inequality, climate, environmental
degradation, prosperity, and peace and justice. Through interactive games, and by looking at actual data, students will
gain a better understanding of our role in addressing these issues.
2030
17
169

持続可能な開発目標とは、ニューヨーク国連本部で採択された、 年までに人間、地球及び繁栄のための の目標と
のターゲットです。貧困や飢餓、エネルギー、気候変動、平和的社会など、持続可能な開発のための諸目標を達成す
るために、現状を学び、具体的に何ができるのか話し合い、意識を高めます。
https://www.unic.or.jp/activities/economic_social_development/sustainable_development/2030agenda/
https://sdgtracker.org/

Week 2: 7/29 – 8/2
Musical Story, Singing and Dancing

ミュージカル ～物語、歌、ダンス

プリスクール・キンダー初級

Preschool/Kindergarten/Beginner
Storytelling through music is a really fun way to expose the kids to new things. This week, each class will research a
famous musical and perform a song from it. The kids will get to learn about the plot and characters’ feelings while having
fun singing and dancing. Some examples of musicals that the students might learn are: Annie, or The Wizard of Oz.

ミュージカルという表現スタイルに触れ、その物語を理解し味わい、その歌を皆で歌いましょう。登場人物がどんな気
持ちだったのか、どうしてそんなことをしたのか、物語の理解を通じて、子どもたちのなかに人の気持ちを想像する力を
育て、大切なものは何かメッセージを受け取ります。ミュージカルは、担任が、アニー又はオズの魔法使いから選択しま
す。
Musical Story, Culture, and History
ミュージカル～物語、文化、歴史
Intermediate/Advanced/Elementary 中級・上級・小学部
Performance gives us the opportunity to express ourselves and to develop self confidence and public speaking skills. This
week, each class will research a famous musical and perform a song from it. The kids will get to learn about the plot and
characters while at the same time discovering the cultural and historical significance of their story. Some examples of
musicals that the students might learn are: Fiddler on the Roof or Hairspray.
(Hair Spray

ミュージカル
又は屋根の上のバイオリン弾き）を通して、物語の背景である文化や歴史を学習します。登場人
物の置かれた状況とその社会的背景、その時の登場人物の気持ちを学び、それにどう対応していくのか、社会的に不利な
状況に向かっていく力強さを感じてもらいながら、子どもたちが困難に負けずに生きるメッセージを受け取ってくれた
らと願います。
Week 3: 8/5 – 9
Mechanical Engineering Let’s make a Rube Goldberg Machine

「メカニカルエンジニアリング～ピタゴラスイッチを作ろう！」
Preschool/Kindergarten/Beginner プリスクール・キンダー初級

Preschool students will be introduced to toys, games and Rube Goldberg Machine that are made with simple machines.
They will learn vocabulary related to the machine such as push and pull, up and down, run and stop, slide, roll, fall, move,
stay, smooth, bumpy, etc. They will not make their own RGM, but they will be playing with the model that teachers have
made for them. Kindergarten and Beginner students will search our environment and discover where and how the simple
machines (pulleys, levers, wheels and axles, inclined planes, wedges and screws) are used. Afterwards, they will work in
groups to design and build a small Rube Goldberg Machine using the simple machine concepts they have learned.
Beginner and students will write a simple journal of this project.

単純機械を使用したおもちゃやゲーム、ピタゴラスイッ
チで遊びます。その際、押す、引く、上がる、下がる、動く、止まる、滑る、回る、落ちるなどの語彙を使い、自分の言
葉として習得してもらえるようガイドします。身の回りのどこにどんな単純機械が使われているか探します。そして、グ
ループに分かれ、単純機械を使いながらピタゴラスイッチを作ります。初級は、その過程を簡単な文章と絵でまとめま
す。
Intermediate/Advanced/Elementary 中級・上級・小学部

We will learn the basic concepts of physics, simple machines and make the best Rube Goldberg Machine ever! Please
bring some recycled materials from home; different sized boxes, strings, plastic cups, cardboard…any safe materials that
can be used for this project. Students will stretch their brain and their creativity and have fun as they try to solve problems.
On Monday, students will review the basic physics concept, simple machines including pulleys, levers, wheels and axles,
inclined planes, wedges and screws. On Tuesday, they will discover some concepts used in cutting edge, high technology
and learn what it means to be an engineer. From Wednesday, they will work in groups to design, build, test and evaluate
different ideas for their Rube Goldberg Machine! They will complete the journal of the process and reflections of their
project with appropriate scientific vocabulary.
(lever)
(wheel and axle)
(pulley)
(inclined plane)
(wedge)
(screw) 6

ものを作る、問題を解決することは、良い人生には欠かせないスキルで
す！物理の基礎である、単純機械 《あらゆる機械のもとになるてこ
・車輪と車軸
・滑車
・斜面
・くさび
・ねじ
の 種》について勉強し、それを使って、ピタゴラスイッチを作
ります。月曜日に単純機械について学習し、火曜日にはそれが最新技術にも必要な原理ということを確認し、エンジニア
（技術者）の素晴らしさを知ろう。水曜日からはグループに分かれ、デザイン、テスト、修正を繰り返しながらより高度
なピタゴラスイッチを作り上げよう。その過程を、ふさわしい語彙と文章で、しっかり分かりやすくまとめられるようガ
イドします。

時間割 Time Table

保育 別料金
ウォームアップアクティヴィティ
クラス別サークルタイム
テーマ
プリキンダーは算数）
テーマ
テーマに沿ったリーディング
（
プリキンダーはフォニックス）
11:30am12:00pm
外遊び
12:00pm 12:35pm
お手洗い
昼食
12:40pm 12:55pm
選択制アクティヴィティ
1:00pm 1:40pm
テーマ
1:35pm 1:45pm
読み聞かせ 又は まとめ
テーマ学習のみの生徒のお帰り時間
2:00pm 3:00pm
スナックタイム
3:00pm 3:40pm
ライティング フォニックス 又は 文法
3:50pm 4:30pm
リーディング
4:35pm 5:15pm
ディスカッション
5:20pm 6:00pm
レベルによりゲーム、英検 、エッセイライティング
6:00pm フルデイの生徒のお帰り時間
6:00pm 6:45pm
保育 別料金
8:00am 9:45am
9:45am10:10am
10:15am10:20am
10:20am10:50am
10:50am11:00am
11:05am11:25am

Optional before care
(
)
Warmup activities
Individual circle time
Theme
(Math for Prekinder
Theme
Reading theme related
Phonics for Prekinder
Recess
Bathroom
Lunch
Centers
(game, writing folder, or blocks)
Theme
Story time or Summary of the day
Home time for kids in the theme study course
Snack time
Writing
(
)
Reading
Discussion
Game, Eiken* or Essay writing
*
Home time for kids in the full day course
Optional Aftercare
(
)

英検の過去問題集はご自身でご用

*If you want your child to practice Eiken, they need to bring their Eiken workbook to school. *

意ください。

ご参加費用 Fees for Summer School
1. Entrance fee入学金: ¥54,000 (For new students新入生のみ, 50% sibling discount在校生兄弟姉妹入学金割引)
2. Facility/Insurance/Material fee 設備費・保険代 ¥5,400
3. Tuition (please see the chart) 授業料（教材費込み）表を参照してください。
●The theme study tuition includes healthy school lunch. If your child has a food allergy, discuss with admin in advance.
テーマ学習授業料には、ランチが含まれています。アレルギーのある生徒は必ず事前にアドミンとお話ください。
●The full day tuition includes healthy school lunch for lunch time and healthy sweets for snack time.
フルデイ授業料には、ランチとスナックタイムに召し上がっていただくおやつが含まれています。
Before Care

Theme Study

おすすめ

授業前保育パス テーマ学習 Full Day
Preschool
After Care 授業後保育パス
フルディ
３
プリ・
9:45am
週
キンダー
間 8:00 8:45 9:45am
6:00pm
1h
2h
3h
4h
の 9:45 9:45 1:45pm Lunch & Snack 2:45pm
3:45pm 4:45pm 5:45pm
費 am am
included
用
Lunch included
ランチ・
ランチ付き スナック付き
+
+
¥31,104 ¥15,552

¥108,000

¥151,200

School Bus

スクールバス
片道往復同額
One fixed price
8km以上の距離は
料金が２倍になり
5h
ます。
6:45pm

+
+
+
Full Day
¥166,752
¥15,552 ¥31,104 ¥46,656 ¥151,200

¥16,200
(No Sibling
Discount)

兄弟割引
ありません）

●We will refund 100% if you email us 14 days prior to the start of summer school, 50% refund by 12:00 p.m. on the
Thursday before it begins. After Thursday, no refund will be given since we have already prepared for your child.
2
100%
50%

お申し込み週の 週間前までは、設備費・保険代以外は 返金いたします。サマースクールが始まる前週木曜日正午ま
では、設備費・保険代以外の をご返金します。木曜正午以降は準備が完了しているため、返金はありません。電話は
お繋ぎできないこともございますので、必ず時間のスタンプが残る電子メールでお願いいたします。
●For both preschoolers and kindergarteners, the time is from 9:45 a.m. to 1:45 p.m.
プリスクール(最年少、年少)、キンダー(年中以上）とも1:45p.m.までです。
●If any kindergarteners want to join afterschool, please choose Full Day.
キンダーでアフタースクールに参加されたい生徒は、フルデイを選択してください。

●The school bus leaves at 2:00 p.m. and 6:00 p.m.
2:00p.m. 6:00p.m.
●For those who want to order healthy snack separately, it is 3,726 yen for all summer school days.
3,726

帰りのスクールバスは
と
のクラス終了後に出発します。
ヘルシースナックを別途ご希望の方は、サマースクール全日で 円です。

安心のために
放射線物質を除去出来ると言われている逆浸透膜式の浄水器を設置しています。
毎朝公園の放射線量を測り、安全を確認してからお連れしています。
以上外遊びなし。

Extra Care for Students
:
●We have installed reverse osmosis water purifiers that can remove 9699% of radioactive substances from water.
9699%
●We check the radiation level in the air before we take the kids outside. Above 0.2microSV/hourno outside play.
(0.2microSV/hour
)

●When the WBGT (Wet Bulb Globe Temperature) reaches 31 degrees, we will not have outside exercise. The Wet Bulb
Globe Temperature (WBGT) is a measure of the heat stress in direct sunlight, which takes into account;temperature,
humidity, wind speed, sun angle and cloud cover (solar radiation). Using this measure, the Ministry of the Environment
says that WBGT 31 degrees is the line which poses danger for humans to
exercise in. http://www.wbgt.env.go.jp/en/wbgt.php We hold a blackballstyle, heat stroke index meter alarm for each
campus.

が31度以上の場合は、炎天下での屋外運動を中止いたします。WBGT（湿球黒球温度）とは、人体の熱収支に影響の大き
い湿度、輻射熱、気温の３つを取り入れた指標で、乾球温度、湿球温度、黒球温度の値を使って計算されます。
WBGT31度以上で屋外運動無しと定めた根拠は、こちら環境省のホームページをご覧ください。
http://www.wbgt.env.go.jp/wbgt.php WBGTを計測するために、Learning Tree各キャンパスに「TANITA 黒球式熱中症指数計熱中
アラーム」を常備しています。
●Our soap is made of 100% natural ingredients. 石鹸は100%植物由来の成分のものをご用意しています。
●In case of emergency, we will evacuate to the park with safety helmets. However, we’ll go back to the upper premises if there is a
tsunami alert. 非常事態には、防災頭巾を被り公園に避難、津波注意報が出た場合は、建物上階へ避難します。
●The policy for Learning Tree healthy lunch is below:
ラーニングトゥリーのヘルシーランチは、以下のポリシーで調理しています。
1. No Preservatives 添加物を使用していない食材を使用します。
2. All ingredients are from Hokkaido or the western part of Japan産地が関東圏以外の食材を使用します。 すべて北海道、西日本
産のものを使用しています。もし関東が産地のものを使用する場合は、放射能の検査がされていて、100kg当たり50ベクレル以
下のものを使用します。(詳しく出ていない場合が多いので、しばらく東日本のものは使わない方針です)。
3. Organic or low/non chemical use有機農産物、もしくは栽培期間中農薬不使用のもの、無化学肥料の食材を使用します。 有機
農産物とは? 基本的に化学的に合成された肥料および農薬に頼らず、種まきや苗を植え付ける前の2年以上の間(茶や果樹などは3
年以上)、土づくりを行った田畑において作られた農産物。
4. Natural seasoning and condiments 調味料も、有機(有機農産物加工食品)もしくは無化学肥料で作られたもの、食品添加物が
入っていないものを使用し、白砂糖などの精製されたものは使いません。 例)使用している甘味料 てんさい糖・・・てんさい、
または、さとう大根ともいわれる植物の根からとれる甘味料。寒さに強く、寒冷地で栽培されており、体を温める作用がありま
す。さとうきび原料のものと異なり、多糖類なので、ゆっくりと消化されるため、血糖値の変動が緩やかと言われています。オ
リゴ糖を含み、お腹のビフィズス菌を増やしてくれる働きもあります。
有機農産物加工食品とは? 塩や水を除いた原材料の95%以上が、有機農産物および有機農産加工物で、残りの5%以下も許可され
たものであること。そして製造、保管、加工の過程においても化学的に合成された食品および薬剤の使用を避けた加工食品 例)
有機豆腐・有機しょうゆ・有機味噌など
5. Oil is also elected; mostly olive oil and sometimes natural rapeseed oil 油も、オリーブオイルや手絞り菜種油など厳選したもの
以外は使いません。 例)使用している油 エクストラバージンオリーブオイル 酸化しにくいオイルです。他の植物油に比べて
10~20倍という安定度を誇ります。主成分のオレイン酸が酸化されにくい特徴に加えて、精製していないバージンオイルには、
ビタミンなどの微量成分が豊富で、その中に抗酸化成分が含まれています。
6. Try to keep the natural flavor of the ingredients 味付けもうまみ成分を大切にし、食材の自然の味を活かします。 昆布、かつお
ぶし、干し椎茸、いりこを料理にあわせて組み合わせ、だしをとり、使用しています。
7. Less animal meat and more soybeans, seaweed, fish and vegetables, including root vegetables動物性のものを控えめにし、体
を温める食材といわれる海草、豆、根菜、生姜を沢山摂れるようにします。 卵・牛乳は使用していません。パンも卵・乳製品不
使用の天然酵母しパンを使用しています。チーズ、ヨーグルト、バターは献立に変化をつけるため、またカルシウム源として
時々使用しています。肉は放牧で育てられ、遺伝子組み換えでないえさを食べ、抗生剤ホルモン剤を打たれていないものを選択
しています。魚は九州又は北海道で水揚げされた天然の鮭、さば、さんま、あじ、たら、マグロなどを主に使用しています。
8. Keep it higher than 75°C and eaten within 2 hours after cooked 菌の繁殖を防ぐため、75度以上を保ち、調理後二時間以内に食
せるようにする。菌が繁殖しにくい、ステンレス製のお弁当箱を使用し、75度以上に保温できる温蔵庫にいれ、汁物は真空保温
鍋にいれ、電源付の車に積み温かいまま各校へ運びます。冷たい料理のときは、保冷バックに保冷剤を入れ、運びます。
9. Use only reverse osmosis purified water調理に使用する水は、逆浸透膜浄水器で浄化しています。
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10. We do not eliminate any food from lunch to adjust to one’s allergy. We don’t use milk, egg or nuts.
Mon and Fri Fish day, Tues and Thurs Only vegetable, Wednesday Meat day. Yogurt is served only on Tuesday and Thursday.

アレルギー除去食は、対応しておりません。設備や管理の面で対応が難しいため、除去食の対応しておりません。ただし、牛
乳・卵・ナッツに関してはもともと献立に使用しておりません。月・金は魚、火・木はヴェジタリアン、水曜日はお肉の日で
す。ヨーグルトは火・木曜日のみ提供しています。

