
□ 夏休み期間中の早朝保育・延長保育はございません。

□ 夏休みプログラムは、在園児、外部生がご参加いただけます。

□ 年少～小学1年生まで参加可能です。

□ 小学2年生以上は英会話スクール部門サイエイ・インターナショナルの夏期講習会をお勧め致します。

□ 裏面のプログラムの内容と持ち物などをご確認のうえ、お申し込みください。

□ 定員になり次第、締切となります。

□ 集合時間はプログラム開始の5分前です。遅刻される場合は必ずご連絡ください。

□ SEEDS英語幼児園在園生は実費(交通費など)のみの徴収となります。

□ 一次締切は、7月13日（火）です。残席がある場合、参加希望日の3日前までは

追加受付可能です。7月13日（火）以降の申し込みは現金にてご納金ください。

□ 一旦納入された費用は理由の如何に関わらず返金致しかねます。

□ お迎えはプログラム終了時間の10分後までとなります。万が一間に合わない場合

は特別延長料金￥500（税込）／30分でご延長いただけます。

□ 7/26(月)～8/27(金)までの期間中は夏プログラム期間となります。通常の

アフターヌーンクラスも実施致しますが、一部日程に変更がございます。

7/30(金)、8/6(金)、27(金)の３日間に関しては別日にて

振替授業にご参加頂きますよう何卒宜しくお願い致します。

□ マスクの着用をお願い致します。夏休み期間中、服装は自由です。

SEEDS英語幼児園 受付時間：9:00-16:00
TEL：03-5918-9613  FAX: 03-5918-9518

【新型コロナウィルス感染症対策のお願い】
   □  飛沫感染を防ぐため、保護者・生徒は必ずマスクを着用してください（小さいお子様はご持参ください）。
   □  咳、微熱、だるさ、息苦しさなどの風邪症状がある場合は、念のためお休みください。
   □  各ご家庭で手洗いや咳エチケット、「密閉・密集・密接」の3密を避ける行動や、
　　「新しい生活様式」の実践を心がけるなど、感染症予防対策の徹底をお願い致します。
   □  登校前の検温にご協力ください。37.5℃以上ある方は、お休みください。

２０２1年度　Summer Programs at SEEDS
～毎日英語で過ごす夏休み～

夏休み期間中、豊富なプログラムをご用意しております。

◆申し込み方法・注意事項◆

外部生の方は、お申込される前に、簡単なヒアリング（英語経験やレベルチェックなど）
をさせていただきますので、まずはお気軽にお問い合わせください。



日時：

対象： ①Sophomoreの在園児
②外部生(年少～小学1年生)

定員： 10名程度
持ち物： 上履き、通常の登園時と同じ持ち物

※8/6(金)はココスの夏祭りです。※浴衣・甚平着用

費用： 税込6,380円（ランチ付き）

日時：

対象： ①Sophomoreの在園児
②外部生(年少～小学1年生)

定員： 各日　15名程度 日時：

持ち物： 上履き、通常の登園時と同じ持ち物、(プールセット)

費用： 税込4,400円（ランチ付き）

対象： ①Sophomoreの在園児、保護者様

②外部生(年少～小学1年生)

定員： 15名程度
持ち物： 上履き、通常の登園時と同じ持ち物　※浴衣・甚平着用

費用： 税込4,400円（ランチ付き）

開放時間 13:00～15:00   ※science show付

※ 開放時間にはお友だちやご家族もご参加頂けます。

日時：

対象： ①Sophomoreの在園児
②外部生(年少～小学1年生)

定員： 12名程度

持ち物：
日時：

費用： 税込4,400円（ランチ付き） 対象： ①Sophomoreの在園児

②外部生(年少～小学1年生)

定員： 10名程度

持ち物： 上履き、通常の登園時と同じ持ち物、お弁当(保冷剤)

費用： 税込4,400円

※通常の登園時と同じ持ち物：ハンドタオル(ループ付)、
Lunch set(フォーク、スプーン、お箸)、歯磨き用コッ
プ、歯ブラシ、水筒、着替え一式

※8月30日（月）から２学期開始です。

※夏季休暇期間(8月7日～8月15日)、SEEDS英語幼児園
はお休みです。

Summer Festival

おたのしみ Day Trip

8/20(金)
9:00～15:00
※15:00～15:10お迎えの時間になります

Colorful shaved ice、ボールすくいやTreasure
hunting等々、楽しいアクティビティをたくさんご用
意しております。Let's enjoy it in Japanese
Yukata or Jinbei!! この日は外部のお友だちやご家
族も招待して、みんなで夏祭りを楽しみましょう♪

夏休み最終日、みんなで遠足に行って楽しい思い出
を作りましょう♪　どこに行くかはお楽しみ。夏プ
ログラムで学んだことを活かせる場所に行き、この
夏の締めくくりをしよう！

8/26(木)
9:00～14:00
※14:00～14:10お迎えの時間になります

お気に入りのパジャマを着て登園してください！ パ
ジャマで登校し、パジャマで授業を受け、パジャマ
で遊び、パジャマで降園します。 パジャマデーは先
生もパジャマを着ていて、みんなで夏の夜空や宇宙
のお勉強をします。

7/28(水)
9:00～14:00
※14:00～14:10お迎えの時間になります

上履き、通常の登園時と同じ持ち物、
お気に入りのまくらやぬいぐるみなど寝る時グッズ

Cocos Visit
姉妹校ココス英語幼児園で交流会を行います。同年
齢のお友だちとココスのカリキュラムに終日一緒に
参加し、他の外国人の先生方とも英語でコミュニ
ケーション！日頃の練習の成果を存分に出していき
ましょう！交通手段は電車の為、開始時刻と終了時
刻が少し普段とは異なります。ご注意ください。

7/30(金)・8/6(金)
8:00（SEEDSに集合！）～15:30
※15:30～15:40お迎えの時間になります

Pajama Day

FunFunのプログラムは“Mixed Age”で行いま
す。レッスンには毎回ターゲットがあり、それに
沿って単語の導入や知育ゲーム、クラフトや読み書
きを行います。
外国人の先生や学年の違うお友だちと英語でコミュ
ニケーションをとりながら同時に日常英会話も学ん
でいきます。
遊びながら沢山の英語に触れるチャンスです。夏な
らではのFun Funでは、水遊びや夏祭り準備、英単
語かるた大会なども予定しています♪是非、Fun
Funに参加してみませんか？
ターゲット例：Sensory, Fruits and Vegetables,
Weather, Tempreature, Camping, Space, In the
City, Jungle, Vehicles, Summer Festival, etc.

7/26(月)・27(火)・29(木)
8/2(月)・3(火)・4(水)・5(木)・18(水)・19(木)・
23(月)・24(火)・25(水)
9:00～14:00
※14:00～14:10お迎えの時間になります

◆2021年度 夏プログラム一覧◆

Fun Fun Summer days



7/26 7/27 7/28 7/29 7/30
月 火 水 木 金

費用              　円 費用              　円 費用              　円 費用              　円 費用              　円

8/2 8/3 8/4 8/5 8/6
月 火 水 木 金

費用              　円 費用              　円 費用              　円 費用              　円 費用              　円

8/16 8/17 8/18 8/19 8/20
月 火 水 木 金

費用              　円 費用              　円 費用              　円

8/23 8/24 8/25 8/26 8/27
月 火 水 木 金

費用              　円 費用              　円 費用              　円 費用              　円

保護者名：

学年（2021年度）

※通常アフター(アフタヌーンクラス）は曜日毎の科目設定です。週1回（全4回)コースからお選び
頂け、14:00～16:00の2時間お預かり、スナックタイム含む特別クラスです。
内容：月曜：Music　火曜：Art　水曜：Math　木曜：Board games　金曜：Science&Magic Trick
金額：\15,000 (週1/全4回)  \25,000 (週2/全8回)  \35,000 (週3)  \40,000 (週4)  \45,000 (週5)

（スタッフ記入欄）

申込締切
7月13日（火） ≪2021年度 夏休みプログラム申込書≫　　　

　　　2学期準備日の為
　　夏プログラムお休み

□通常アフター

　　　プレ保育の為
　　夏プログラムお休み

□通常アフター

2学期準備日の為
夏プログラム、アフ
タークラスお休み

□Fun Fun
□通常アフター

□Fun Fun
□通常アフター

□Fun Fun
□通常アフター

□Fun Fun
□通常アフター

□Cocos Visit
  Summer Festival

□Fun Fun
□通常アフター

□Fun Fun
□通常アフター

□Pajama Day
□通常アフター

□Fun Fun
□通常アフター

□Cocos Visit

□Fun Fun
□通常アフター

□Summer
Festival
□通常アフター

受付日　　　　　　／　　　担当㊞

※申込書原本を提出、コピーしたものを返却する

※名簿一覧に記入

英語表記：（姓 - 名 表記）

氏名：

年少　/　年中
年長　/　小1

連絡先： 緊急連絡先続柄：父 / 母 / （         　）

　
ご請求金額：　　　　　　　　　　　　円

□Fun Fun
□通常アフター

□Fun Fun
□通常アフター

□Day Trip
□通常アフター

□Fun Fun
□通常アフター

□Fun Fun
□通常アフター
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