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（ニュージーランド出出

身）

 

ウィンタースクールのご案内案内

ダラス先生先生
（カナダ出身）

対象：小学生

イングリッシュスプラッシュでは　「聞く・話す・読む・書く・発信力」　の英語の５技能を、より実践的に活用できる聞く・話す・読む・書く・発信力」　の英語の５技能を、より実践的に活用できるく・話す・読む・書く・発信力」　の英語の５技能を、より実践的に活用できる話す・読む・書く・発信力」　の英語の５技能を、より実践的に活用できるす・話す・読む・書く・発信力」　の英語の５技能を、より実践的に活用できる読む・書く・発信力」　の英語の５技能を、より実践的に活用できるむ・話す・読む・書く・発信力」　の英語の５技能を、より実践的に活用できる書く・発信力」　の英語の５技能を、より実践的に活用できるく・話す・読む・書く・発信力」　の英語の５技能を、より実践的に活用できる発信力」　の英語の５技能を、より実践的に活用できる」　の英語の５技能を、より実践的に活用できる英語の５技能を、より実践的に活用できるの英語の５技能を、より実践的に活用できる５技能を、より実践的に活用できる技能を、より実践的に活用できるを、より実践的に活用できる実践的に活用できるに活用できる活用できるできる
ウィンタースクールを開催致します！英語を使いながら、クラフトなどのアクティビティーを取り入れて楽しく学びを開催致します！英語を使いながら、クラフトなどのアクティビティーを取り入れて楽しく学びします！英語を使いながら、クラフトなどのアクティビティーを取り入れて楽しく学び英語の５技能を、より実践的に活用できるを使いながら、クラフトなどのアクティビティーを取り入れて楽しく学びいながら、クラフトなどのアクティビティーを取り入れて楽しく学びなどの英語の５技能を、より実践的に活用できるアクティビティーを取り入れて楽しく学びり実践的に活用できる入れて楽しく学びれて楽しく学び楽しく学びしく学び
ます。　今回のテーマは「宇宙の英語の５技能を、より実践的に活用できるテーマは「宇宙は「聞く・話す・読む・書く・発信力」　の英語の５技能を、より実践的に活用できる宇宙🚀」。　スモールを開催致します！英語を使いながら、クラフトなどのアクティビティーを取り入れて楽しく学びステップでの英語の５技能を、より実践的に活用できる学習や取り組みを通して毎日できるようになることをや取り組みを通して毎日できるようになることを取り入れて楽しく学びり実践的に活用できる組みを通して毎日できるようになることをみを通して毎日できるようになることをして楽しく学び毎日できるようになることをできるように活用できるなることを
実感！英語を使いながら、クラフトなどのアクティビティーを取り入れて楽しく学び自信や取り組みを通して毎日できるようになることを自己肯定感を高める教育です。　プレゼンテーション力やプログラミング的思考を養うための学習もめる教育です。　プレゼンテーション力やプログラミング的思考を養うための学習もです。　プレゼンテーション力」　の英語の５技能を、より実践的に活用できるや取り組みを通して毎日できるようになることをプログラミング的に活用できる思考を養うための学習もを養うための学習もうための英語の５技能を、より実践的に活用できる学習や取り組みを通して毎日できるようになることをも、
すべて楽しく学び英語の５技能を、より実践的に活用できるで取り入れて楽しく学びり実践的に活用できる組みを通して毎日できるようになることをみます。　目指せ、宇宙博士！せ、宇宙博士！英語を使いながら、クラフトなどのアクティビティーを取り入れて楽しく学び

英語の５技能を、より実践的に活用できる初心者のお子さまでもご参加いただけます♪の英語の５技能を、より実践的に活用できるお子さまでもご参加いただけます♪子さまでもご参加いただけます♪さまでもご参加いただけます♪参加いただけます♪いただけます♪

コース内容 一部ご紹介♪内容 一部ご紹介♪ご紹介♪紹介♪　

〈５日間コース〉コース内容 一部ご紹介♪〉
・話す・読む・書く・発信力」　の英語の５技能を、より実践的に活用できる課外授業
  青少年科学館に行き、プラネタリウムや宇宙船、天体の仕組みにに活用できる行き、プラネタリウムや宇宙船、天体の仕組みにき、プラネタリウムや宇宙船、天体の仕組みにや取り組みを通して毎日できるようになることを宇宙船、天体の仕組みにの英語の５技能を、より実践的に活用できる仕組みを通して毎日できるようになることをみに活用できる

ついて楽しく学び復習や取り組みを通して毎日できるようになることをします。
 →３日できるようになることを間で学んだことを楽しくアウトプット！で学んだことを楽しく学びしくアウトなどのアクティビティーを取り入れて楽しく学びプットなどのアクティビティーを取り入れて楽しく学び！英語を使いながら、クラフトなどのアクティビティーを取り入れて楽しく学び

 外国人講師による英語ガイダンス付きです。に活用できるよる英語の５技能を、より実践的に活用できるガイダンス付きです。きです。
・話す・読む・書く・発信力」　の英語の５技能を、より実践的に活用できるプログラミング
　ブロックを使いながら、クラフトなどのアクティビティーを取り入れて楽しく学び用できるし、自分だけの宇宙船を作成します。だけの英語の５技能を、より実践的に活用できる宇宙船を作成します。します。
　→トなどのアクティビティーを取り入れて楽しく学びライ＆エラーを繰り返しながら論理的思考力をり実践的に活用できる返しながら論理的思考力をしながら論理的に活用できる思考を養うための学習も力」　の英語の５技能を、より実践的に活用できるを
   養うための学習もいます！英語を使いながら、クラフトなどのアクティビティーを取り入れて楽しく学び

他
※３日できるようになることを間で学んだことを楽しくアウトプット！コースの英語の５技能を、より実践的に活用できる内容に加え、上記のプログラム等をご用意しております。に活用できる加いただけます♪え、上記のプログラム等をご用意しております。の英語の５技能を、より実践的に活用できるプログラムや宇宙船、天体の仕組みに等をご用意しております。をご参加いただけます♪用できる意しております。して楽しく学びお子さまでもご参加いただけます♪り実践的に活用できるます。
※別途、課外授業の英語の５技能を、より実践的に活用できる交通して毎日できるようになることを費がかかります。がかかり実践的に活用できるます。

〈３日間コース〉コース内容 一部ご紹介♪〉
・話す・読む・書く・発信力」　の英語の５技能を、より実践的に活用できる惑星の名前や、それらが何でできているのかを学の英語の５技能を、より実践的に活用できる名前や、それらが何でできているのかを学や取り組みを通して毎日できるようになることを、それらが何でできているのかを学でできて楽しく学びいるの英語の５技能を、より実践的に活用できるかを学

びます。
　Jupiter is made of gas.  (木星の名前や、それらが何でできているのかを学はガスででき
て楽しく学びいます。)

・話す・読む・書く・発信力」　の英語の５技能を、より実践的に活用できる太陽系の順序などを英語で学びます。の英語の５技能を、より実践的に活用できる順序などを英語で学びます。などを英語の５技能を、より実践的に活用できるで学びます。
 Mars is the fourth planet in our solar
system. （火星は太陽系で火星の名前や、それらが何でできているのかを学は太陽系の順序などを英語で学びます。で 4 番目の英語の５技能を、より実践的に活用できる惑星の名前や、それらが何でできているのかを学です。）

・話す・読む・書く・発信力」　の英語の５技能を、より実践的に活用できる月の満ち欠けの仕組みについて考えます。の英語の５技能を、より実践的に活用できる満ち欠けの仕組みについて考えます。ち欠けの仕組みについて考えます。欠けの仕組みについて考えます。けの英語の５技能を、より実践的に活用できる仕組みを通して毎日できるようになることをみに活用できるついて楽しく学び考を養うための学習もえます。
　Why does the moon change its shape?
 (なぜ月は形が変わるの？月の満ち欠けの仕組みについて考えます。は形が変わるの？が変わるの？わるの英語の５技能を、より実践的に活用できる？)
・話す・読む・書く・発信力」　の英語の５技能を、より実践的に活用できる宇宙に活用できる関するゲームやクラフトをします。　するゲームや宇宙船、天体の仕組みにや取り組みを通して毎日できるようになることをクラフトなどのアクティビティーを取り入れて楽しく学びをします。　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　他

☆レッス内容 一部ご紹介♪ンの前後にお預かりのの前後にお預かりの前後にお預かりのにお預かりの預かりのかりの前後にお預かりの
時間コース〉を完備！完備！

☆経験豊富なネイティブ講師となネイティブ講師とネイティブ講師と講師とと
バイリンの前後にお預かりのガル講師が指導♪講師とが指導♪指導♪

３日間コース〉コース内容 一部ご紹介♪  　   １月７日月の満ち欠けの仕組みについて考えます。７日できるようになることを  (  金  )  ・話す・読む・書く・発信力」　の英語の５技能を、より実践的に活用できる１月７日０日できるようになることを（火星は太陽系で月の満ち欠けの仕組みについて考えます。）・話す・読む・書く・発信力」　の英語の５技能を、より実践的に活用できる１月７日１月７日日できるようになることを（火星は太陽系で火）   10:00  ～  14:00  
５日間コース〉コース内容 一部ご紹介♪  　   １月７日月の満ち欠けの仕組みについて考えます。７日できるようになることを  (  金  )  ・話す・読む・書く・発信力」　の英語の５技能を、より実践的に活用できる１月７日０日できるようになることを（火星は太陽系で月の満ち欠けの仕組みについて考えます。）・話す・読む・書く・発信力」　の英語の５技能を、より実践的に活用できる１月７日１月７日日できるようになることを（火星は太陽系で火）・話す・読む・書く・発信力」　の英語の５技能を、より実践的に活用できる１月７日２日できるようになることを（火星は太陽系で水）・話す・読む・書く・発信力」　の英語の５技能を、より実践的に活用できる１月７日３日できるようになることを（火星は太陽系で木）   10:00  ～  14:00  

全日できるようになることを程 旭ヶ丘校ヶ丘校丘校 での英語の５技能を、より実践的に活用できる開催となり実践的に活用できるます。
★上記のプログラム等をご用意しております。お子さまでもご参加いただけます♪時間で学んだことを楽しくアウトプット！の英語の５技能を、より実践的に活用できる前や、それらが何でできているのかを学後に延長をお付けすることが可能です。に活用できる延長をお付けすることが可能です。をお子さまでもご参加いただけます♪付きです。けすることが可能を、より実践的に活用できるです。
★上記のプログラム等をご用意しております。日できるようになることを程に活用できる加いただけます♪え単発受講が可能を、より実践的に活用できるです。
★送迎サービスがあります。サービスがあり実践的に活用できるます。

　　→詳しくは次ページでご確認いただけます。しくは次ページでご確認いただけます。ページでご確認いただけます。でご参加いただけます♪確認いただけます。いただけます。



◆コース紹介

３日間コース〉コース内容 一部ご紹介♪　　２０２２年　１月７日月の満ち欠けの仕組みについて考えます。７日できるようになることを(金)・話す・読む・書く・発信力」　の英語の５技能を、より実践的に活用できる１月７日０日できるようになることを（火星は太陽系で月の満ち欠けの仕組みについて考えます。）・話す・読む・書く・発信力」　の英語の５技能を、より実践的に活用できる１月７日１月７日日できるようになることを（火星は太陽系で火）　１月７日０：００～１月７日４：００

５日間コース〉コース内容 一部ご紹介♪　　２０２２年　１月７日月の満ち欠けの仕組みについて考えます。７日できるようになることを(金)・話す・読む・書く・発信力」　の英語の５技能を、より実践的に活用できる１月７日０日できるようになることを（火星は太陽系で月の満ち欠けの仕組みについて考えます。）・話す・読む・書く・発信力」　の英語の５技能を、より実践的に活用できる１月７日１月７日日できるようになることを（火星は太陽系で火）・話す・読む・書く・発信力」　の英語の５技能を、より実践的に活用できる１月７日２日できるようになることを（火星は太陽系で水）・話す・読む・書く・発信力」　の英語の５技能を、より実践的に活用できる１月７日３日できるようになることを（火星は太陽系で木）　１月７日０：００～１月７日４：００

※各コース、レッスンの前後にお預かりを完備しています。コース、レッスンの英語の５技能を、より実践的に活用できる前や、それらが何でできているのかを学後に延長をお付けすることが可能です。に活用できるお子さまでもご参加いただけます♪預かりを完備しています。かり実践的に活用できるを完備しています。して楽しく学びいます。

◆場所　：　英語の５技能を、より実践的に活用できる学校イングリッシュスプラッシュ　旭ヶ丘校ヶ丘校丘校　（火星は太陽系で札幌市中央区南１月７日３条西２３丁目４－1）

◆対象　：　小学生

◆定員　：　４５技能を、より実践的に活用できる名　（火星は太陽系でレベルを開催致します！英語を使いながら、クラフトなどのアクティビティーを取り入れて楽しく学びご参加いただけます♪との英語の５技能を、より実践的に活用できるクラス分だけの宇宙船を作成します。けあり実践的に活用できる）

◆参加いただけます♪料金　（火星は太陽系で税込）

イングリッシュスプラッシュ会員 非会員

ウィンタースクールを開催致します！英語を使いながら、クラフトなどのアクティビティーを取り入れて楽しく学び（火星は太陽系で１月７日０：００～１月７日４：００） 16,940円 20,240円

教材費がかかります。 1,320円 5,500円

延長をお付けすることが可能です。（火星は太陽系で8：30～10：00、14：00～19:00） 495円/30 分だけの宇宙船を作成します。 495円/30 分だけの宇宙船を作成します。

◆参加いただけます♪料金　（火星は太陽系で税込）

イングリッシュスプラッシュ会員 非会員

ウィンタースクールを開催致します！英語を使いながら、クラフトなどのアクティビティーを取り入れて楽しく学び（火星は太陽系で１月７日０：００～１月７日４：００） 26,400円 29,700円

教材費がかかります。 1,925円 7,700円

延長をお付けすることが可能です。（火星は太陽系で８：３０～10：00、12：00～19:00） 495円/30 分だけの宇宙船を作成します。 495円/30 分だけの宇宙船を作成します。

※別途、課外授業の英語の５技能を、より実践的に活用できる交通して毎日できるようになることを費がかかります。を当日できるようになることを現金に活用できるて楽しく学びお子さまでもご参加いただけます♪支払いいただきます。いいただきます。

ウィンの前後にお預かりのタース内容 一部ご紹介♪クール講師が指導♪　プランの前後にお預かりの紹介

３日できるようになることを間で学んだことを楽しくアウトプット！コース　　１月７日月の満ち欠けの仕組みについて考えます。７日できるようになることを(金)・話す・読む・書く・発信力」　の英語の５技能を、より実践的に活用できる１月７日０日できるようになることを（火星は太陽系で月の満ち欠けの仕組みについて考えます。）・話す・読む・書く・発信力」　の英語の５技能を、より実践的に活用できる１月７日１月７日日できるようになることを（火星は太陽系で火）

５技能を、より実践的に活用できる日できるようになることを間で学んだことを楽しくアウトプット！コース　　１月７日月の満ち欠けの仕組みについて考えます。７日できるようになることを(金)・話す・読む・書く・発信力」　の英語の５技能を、より実践的に活用できる１月７日０日できるようになることを（火星は太陽系で月の満ち欠けの仕組みについて考えます。）・話す・読む・書く・発信力」　の英語の５技能を、より実践的に活用できる１月７日１月７日日できるようになることを（火星は太陽系で火）・話す・読む・書く・発信力」　の英語の５技能を、より実践的に活用できる１月７日２日できるようになることを（火星は太陽系で水）・話す・読む・書く・発信力」　の英語の５技能を、より実践的に活用できる１月７日３日できるようになることを（火星は太陽系で木）



※参加いただけます♪可能を、より実践的に活用できる日できるようになることをはカレンダーに活用できる〇がついている日のみ。　１日単位で追加可能。　がついて楽しく学びいる日できるようになることをの英語の５技能を、より実践的に活用できるみ。　１月７日日できるようになることを単位で追加可能。　で追加いただけます♪可能を、より実践的に活用できる。　

２０２１月７日年　１月７日２月の満ち欠けの仕組みについて考えます。

日できるようになることを曜日できるようになることを 月の満ち欠けの仕組みについて考えます。曜日できるようになることを 火曜日できるようになることを 水曜日できるようになることを 木曜日できるようになることを 金曜日できるようになることを 土曜日できるようになることを

２６日できるようになることを　× ２７日できるようになることを　〇がついている日のみ。　１日単位で追加可能。　 ２８日できるようになることを　〇がついている日のみ。　１日単位で追加可能。　 ２９日できるようになることを　× ３０日できるようになることを　× ３１月７日日できるようになることを　×

２０２２年　１月７日月の満ち欠けの仕組みについて考えます。

日できるようになることを曜日できるようになることを 月の満ち欠けの仕組みについて考えます。曜日できるようになることを 火曜日できるようになることを 水曜日できるようになることを 木曜日できるようになることを 金曜日できるようになることを 土曜日できるようになることを

２日できるようになることを　　× ３日できるようになることを　　× ４日できるようになることを　　〇がついている日のみ。　１日単位で追加可能。　 ５技能を、より実践的に活用できる日できるようになることを　　〇がついている日のみ。　１日単位で追加可能。　 ６日できるようになることを　　〇がついている日のみ。　１日単位で追加可能。　 ウィンタースクールを開催致します！英語を使いながら、クラフトなどのアクティビティーを取り入れて楽しく学び ８日できるようになることを　　×

９日できるようになることを　　× ウィンタースクールを開催致します！英語を使いながら、クラフトなどのアクティビティーを取り入れて楽しく学び ウィンタースクールを開催致します！英語を使いながら、クラフトなどのアクティビティーを取り入れて楽しく学び ウィンタースクールを開催致します！英語を使いながら、クラフトなどのアクティビティーを取り入れて楽しく学び ウィンタースクールを開催致します！英語を使いながら、クラフトなどのアクティビティーを取り入れて楽しく学び １月７日４日できるようになることを　〇がついている日のみ。　１日単位で追加可能。　 １月７日５技能を、より実践的に活用できる日できるようになることを　×

１月７日６日できるようになることを　× １月７日７日できるようになることを　〇がついている日のみ。　１日単位で追加可能。　 １月７日８日できるようになることを　〇がついている日のみ。　１日単位で追加可能。　

◆１月７日日できるようになることをの英語の５技能を、より実践的に活用できる参加いただけます♪料金　（火星は太陽系で税込）

イングリッシュスプラッシュ会員 非会員

ウィンタースクールを開催致します！英語を使いながら、クラフトなどのアクティビティーを取り入れて楽しく学び（火星は太陽系で１月７日０：００～１月７日４：００） 5,280円/日できるようになることを 5,940円/日できるようになることを

教材費がかかります。 550円/日できるようになることを 550円/日できるようになることを

延長をお付けすることが可能です。（火星は太陽系で８：３０～10：00、14：00～19:00） 495円/30 分だけの宇宙船を作成します。 495円/30 分だけの宇宙船を作成します。

◆送迎サービスがあります。費がかかります。　（火星は太陽系で税込）　※希望者のお子さまでもご参加いただけます♪の英語の５技能を、より実践的に活用できるみ

１月７日～３ km ３～６ｋｍ ６～８ｋｍ

1 回のテーマは「宇宙（火星は太陽系で片道） 550円 687円 715円

・話す・読む・書く・発信力」　の英語の５技能を、より実践的に活用できるご参加いただけます♪希望者のお子さまでもご参加いただけます♪の英語の５技能を、より実践的に活用できるみ、普段通われている小学校またはイングリッシュスプラッシュ円山校前われている小学校またはイングリッシュスプラッシュ円山校前小学校またはイングリッシュスプラッシュ円山校前またはイングリッシュスプラッシュ円山校前インの前後にお預かりのグリッシュス内容 一部ご紹介♪プラッシュ円山校またはイングリッシュスプラッシュ円山校前前　までお子さまでもご参加いただけます♪迎サービスがあります。えに活用できる上がり実践的に活用できるます。

　対象小学校：　緑丘小、幌西小、伏見小、円山小、二条小、大倉山小、宮の森小　（対象外の小学校は要相談）の英語の５技能を、より実践的に活用できる森小　（火星は太陽系で対象外の英語の５技能を、より実践的に活用できる小学校は要相談）

・話す・読む・書く・発信力」　の英語の５技能を、より実践的に活用できる朝の参加時間に合わせてお迎えに上がります。の英語の５技能を、より実践的に活用できる参加いただけます♪時間で学んだことを楽しくアウトプット！に活用できる合わせてお迎えに上がります。わせて楽しく学びお子さまでもご参加いただけます♪迎サービスがあります。えに活用できる上がり実践的に活用できるます。

・話す・読む・書く・発信力」　の英語の５技能を、より実践的に活用できる帰りの送りをご希望の方はご相談ください。り実践的に活用できるの英語の５技能を、より実践的に活用できる送り実践的に活用できるをご参加いただけます♪希望の英語の５技能を、より実践的に活用できる方はご相談ください。はご参加いただけます♪相談ください。

◆お子さまでもご参加いただけます♪や取り組みを通して毎日できるようになることをつ代　（火星は太陽系で税込）　※１月７日４：００以降延長をお付けすることが可能です。をご参加いただけます♪希望の英語の５技能を、より実践的に活用できる生徒

１月７日日できるようになることを 137円

◆昼食費がかかります。　（火星は太陽系で税込）　※希望者のお子さまでもご参加いただけます♪の英語の５技能を、より実践的に活用できるみ

昼食（火星は太陽系でお子さまでもご参加いただけます♪弁当） １月７日食　660円

・話す・読む・書く・発信力」　の英語の５技能を、より実践的に活用できる事前や、それらが何でできているのかを学に活用できるお子さまでもご参加いただけます♪申込みいただかなくて楽しく学びも、前や、それらが何でできているのかを学日できるようになることを１月７日５技能を、より実践的に活用できる：００までの英語の５技能を、より実践的に活用できるお子さまでもご参加いただけます♪申込みでご参加いただけます♪用できる意しております。いたします。

その英語の５技能を、より実践的に活用できる場合わせてお迎えに上がります。、当日できるようになることを現金払いいただきます。いとなり実践的に活用できるます。

３日できるようになることを間で学んだことを楽しくアウトプット！・話す・読む・書く・発信力」　の英語の５技能を、より実践的に活用できる５技能を、より実践的に活用できる日できるようになることを間で学んだことを楽しくアウトプット！コースに活用できる加いただけます♪え、さらに活用できる 1 日単位でウィンタースクールを開催致します！英語を使いながら、クラフトなどのアクティビティーを取り入れて楽しく学びに活用できる追加いただけます♪参加いただけます♪することも可能を、より実践的に活用できるです！英語を使いながら、クラフトなどのアクティビティーを取り入れて楽しく学び

その英語の５技能を、より実践的に活用できる他サービス・話す・読む・書く・発信力」　の英語の５技能を、より実践的に活用できる各コース、レッスンの前後にお預かりを完備しています。種料金



筆記のプログラム等をご用意しております。用できる具　/ 昼食 / 飲み物　み物　/ 手袋・話す・読む・書く・発信力」　の英語の５技能を、より実践的に活用できる帽子さまでもご参加いただけます♪等をご用意しております。の英語の５技能を、より実践的に活用できる防寒具（火星は太陽系で５技能を、より実践的に活用できる日できるようになることを間で学んだことを楽しくアウトプット！コースの英語の５技能を、より実践的に活用できる生徒の英語の５技能を、より実践的に活用できるみ、課外授業の英語の５技能を、より実践的に活用できる移動で外に出るため） で外に活用できる出るため） るため） /

小学校の英語の５技能を、より実践的に活用できる冬休みの宿題（朝の延長をご希望の生徒のみ）みの英語の５技能を、より実践的に活用できる宿題（火星は太陽系で朝の参加時間に合わせてお迎えに上がります。の英語の５技能を、より実践的に活用できる延長をお付けすることが可能です。をご参加いただけます♪希望の英語の５技能を、より実践的に活用できる生徒の英語の５技能を、より実践的に活用できるみ）

１２月２３日（木）までまでに活用できるお子さまでもご参加いただけます♪申し込み用できる紙をご記入の上、ご提出ください。をご参加いただけます♪記のプログラム等をご用意しております。入れて楽しく学びの英語の５技能を、より実践的に活用できる上、ご参加いただけます♪提出るため） ください。

お子さまでもご参加いただけます♪申し込みが確認いただけます。できましたら、金額の詳細をこちらからお知らせ致します。の英語の５技能を、より実践的に活用できる詳しくは次ページでご確認いただけます。細をこちらからお知らせ致します。をこち欠けの仕組みについて考えます。らからお子さまでもご参加いただけます♪知らせ致します。らせ致します！英語を使いながら、クラフトなどのアクティビティーを取り入れて楽しく学びします。

【お子さまでもご参加いただけます♪申し込み方はご相談ください。法】】

会員      来校時に活用できる申込用できる紙をご記入の上、ご提出ください。を直接提出るため） 　/ 申込用できる紙をご記入の上、ご提出ください。の英語の５技能を、より実践的に活用できる写真をを LINEかメールを開催致します！英語を使いながら、クラフトなどのアクティビティーを取り入れて楽しく学びに活用できるて楽しく学び送信 / Fax

非会員　　　LINE/メールを開催致します！英語を使いながら、クラフトなどのアクティビティーを取り入れて楽しく学び/電話す・読む・書く・発信力」　の英語の５技能を、より実践的に活用できる に活用できるて楽しく学び、一度ご連絡ください。ご参加いただけます♪連絡ください。ください。

〈旭ヶ丘校ヶ丘校丘校電話す・読む・書く・発信力」　の英語の５技能を、より実践的に活用できる番号〉 011-551-3647                    〈公式LINE　ＱＲコード〉コード〉〉

〈Fax〉   011-788-9647

〈メールを開催致します！英語を使いながら、クラフトなどのアクティビティーを取り入れて楽しく学び〉　english＿splash@yahoo.co.jp

【　銀行き、プラネタリウムや宇宙船、天体の仕組みに振込先　】

当校より実践的に活用できる金額の詳細をこちらからお知らせ致します。詳しくは次ページでご確認いただけます。細をこちらからお知らせ致します。を受け取り入れて楽しく学びり実践的に活用できるましたら、下記のプログラム等をご用意しております。口座までお振込みください。までお子さまでもご参加いただけます♪振込みください。

会員の英語の５技能を、より実践的に活用できる方はご相談ください。はお子さまでもご参加いただけます♪月の満ち欠けの仕組みについて考えます。謝と一緒にお引き落としすることはできませんのでご了承ください。と一緒にお引き落としすることはできませんのでご了承ください。に活用できるお子さまでもご参加いただけます♪引き落としすることはできませんのでご了承ください。き落としすることはできませんのでご了承ください。としすることはできませんの英語の５技能を、より実践的に活用できるでご参加いただけます♪了承ください。ください。

北洋銀行き、プラネタリウムや宇宙船、天体の仕組みに　旭ヶ丘校ヶ丘校丘支店　（火星は太陽系で普）

0244241　合わせてお迎えに上がります。同会社アーケーナムエデュケーションアーケーナムや宇宙船、天体の仕組みにエデュケーション

※お子さまでもご参加いただけます♪子さまでもご参加いただけます♪様のお名前でお振込みください。の英語の５技能を、より実践的に活用できるお子さまでもご参加いただけます♪名前や、それらが何でできているのかを学でお子さまでもご参加いただけます♪振込みください。

※お子さまでもご参加いただけます♪振込み手数料は自己負担となります。となり実践的に活用できるます。

◆ウィンタースクールを開催致します！英語を使いながら、クラフトなどのアクティビティーを取り入れて楽しく学びお子さまでもご参加いただけます♪申し込み後に延長をお付けすることが可能です。、キャンセルを開催致します！英語を使いながら、クラフトなどのアクティビティーを取り入れて楽しく学びをご参加いただけます♪希望の英語の５技能を、より実践的に活用できる場合わせてお迎えに上がります。

　10 日できるようになることを前や、それらが何でできているのかを学の英語の５技能を、より実践的に活用できるキャンセルを開催致します！英語を使いながら、クラフトなどのアクティビティーを取り入れて楽しく学び　→　キャンセルを開催致します！英語を使いながら、クラフトなどのアクティビティーを取り入れて楽しく学び料３０％

　７日できるようになることを前や、それらが何でできているのかを学の英語の５技能を、より実践的に活用できるキャンセルを開催致します！英語を使いながら、クラフトなどのアクティビティーを取り入れて楽しく学び　→　キャンセルを開催致します！英語を使いながら、クラフトなどのアクティビティーを取り入れて楽しく学び料５技能を、より実践的に活用できる０％

　当日できるようになることを　→　キャンセルを開催致します！英語を使いながら、クラフトなどのアクティビティーを取り入れて楽しく学び料全額の詳細をこちらからお知らせ致します。

◆ウィンタースクールを開催致します！英語を使いながら、クラフトなどのアクティビティーを取り入れて楽しく学びの英語の５技能を、より実践的に活用できる欠けの仕組みについて考えます。席をご希望の場合　をご参加いただけます♪希望の英語の５技能を、より実践的に活用できる場合わせてお迎えに上がります。　

持ち物ち欠けの仕組みについて考えます。物

ウィンタースクールを開催致します！英語を使いながら、クラフトなどのアクティビティーを取り入れて楽しく学び申込期限

キャンセルを開催致します！英語を使いながら、クラフトなどのアクティビティーを取り入れて楽しく学び・話す・読む・書く・発信力」　の英語の５技能を、より実践的に活用できる欠けの仕組みについて考えます。席をご希望の場合　



　振替レッスンにて対応（振替クラス要相談）レッスンに活用できるて楽しく学び対応（火星は太陽系で振替レッスンにて対応（振替クラス要相談）クラス要相談）



参加者名                          （  才）           教室生        

 
 

 
 
 

 

英語学校イングリッシュスプラッシュ 
【円山校】 ℡ （011）213-7361    

札幌市中央区南 1 条西 24 丁目 1-6 レクシブ裏参道 3F 

Fax （011）788-9647 

2021 年度 ウィンタースクールキンダーコース申込書 
申込日        年   月   日 

TEL                        申込人数 （  ） 人  参加費合計（          ）円             

・年長     ・円山校 
・年中     
・年少      ・旭ヶ丘校 

 

 
 

星を英語で数え、数や色の学習をします。あの星は何色？どの星が好き？など、自分で表
現できるように英語をたのしく学んでいきます。ゲームや歌、クラフトなどのアクティビティ
を通して自然と英語の 4 技能を身につけられるカリキュラムを取り入れています。 
自分の好きな惑星や、スノードームを作るクラフトの時間もあります。 
イングリッシュスプラッシュで先生やお友達と一緒に楽しい冬休みを過ごしましょう♪ 

保護者名                  住所                                                       

※非会員様のみ下記ご記入ください 

参加者名                          （  才）           教室生        
・年長     ・円山校 
・年中    
・年少  ・旭ヶ丘校  
 

 〈レッスン内容とセンテンスパターン例〉 
 
How many stars？ - There are four stars. 
星はいくつありますか？-星たちは４つあります。 

   ☆言える数をどんどん増やしてみよう！ 
 
I want go to Mars. 
わたしは火星にいってみたいです。 

I don’t want to go to the moon. 
わたしは月に行ってみたくありません。 

 
What color is the planet? 
 惑星の色は何色ですか？ ★好きな色の惑星はあるかな？ 
 
Which planet is the nearest？ 
 どの惑星が一番近いかな？ ★近い、遠いを学ぼう。 
 
Let’s make our own space ship!（craft） 
 自分の宇宙船を作ってみよう！ 等 
 
 

 
今年のウィンタースクールのテーマは 「宇宙🚀🚀」 
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