
Winter
School
2022

December 19th to December 23rd

Come join the fun and learning at NWIS
８時～19時
まで長時間
保育あり

英語で過ごす冬休み１２月１９日-２３日

英語で過ごす冬休み

サイエンス、アート、ミュージック

などを英語を使って学びます

New World International School 
03-3305-0573

n.w.i.s@newworldinternationalschool.com

＊プリスクール2-3歳(年少前）

＊キンダーガーテン4-6歳(年少

~年長）

＊小学生1-5年生

お申込み・お問い合わせは下記までお気軽にどうぞ

小学生は１日から参加可



日程・コース 費用 概要
A Arctic and 
Antarctica Animals 

Dec.19.20.21

通常クラス 40,500yen (44,550yen)

長時間8:00－19:00 48,000yen     (52,800yen)
Learn about animals in Arctic & Antarctica
北極,南極にはどんな動物がどうやって
過ごしているのかな？

B  Winter Holiday

Dec.  22.23

通常クラス 28,000yen    (30,800yen)

長時間8:00－19:00 34,000yen    (37,400yen)
いろいろな国の冬のお祭りやお祝いを
体験するよ

延長保育(8：00－19：00):30分825円、12月7日以降追加申込みは30分1,100円（要予約）
NWIS園児、卒園生、アフタースクール生は特別料金でご参加いただけます。別紙参照

New World International School Winter School 2022
Don’t miss out on our winter courses! Holiday crafts, music, science experiments, and more!
世界の冬のお祭りを体験！アート&クラフト、サイエンス、音楽、ダンス、実験など盛りだくさん。
クラスはすべて英語で行われますが英語が初めてでも楽しめるプログラムです。
*Get your 5% off Early bird discount by applying before Nov. 26th at 12:00pm
* アーリーバードディスカウント：11月26日正午までのお申し込みは５%割引いたします お申込締切は12月7日まで

Preschool (2-3yrs)年少前 通常時間10:00-14:00
Kindergarten (4 -6yrs)年少、年中、年長 通常時間9:30-14:30

小学生(1-5年生）通常時間9:30-14:30 小学生は1日から参加可能
日程・コース 費用 概要

Arctic and

Antarctica

北極と南極
Dec.19.20.21.22.23

1日単位で受講できます。
1日（9:30-14:30） 12,500yen （13,750yen）
長時間（8-19） 15,000yen（16,500yen）

3日間以上 1日11,000yen（12,100yen）
長時間13,500yen（14,850yen）

＊後からの追加は割引が適用されません

Projective Based Learning 探求型の学習

テーマは北極と南極の比較、それぞれ
の気候、生き物、人々の過ごし方など
自分たちで調べて、体験して、様々な
方法で発表まとめをします。
毎日ジャーナルも書くよ。

Timetable例 Kindergarten幼児クラス(4-6歳)
9:30-10:00 Greeting / Free play 先生とあそぼう
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
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～！

インフォメーション
⚫ 幼児クラスは２コース受講で割引になります。(一括申し込み。申込後支払い。追加参加申し込み分は割引になりません）
⚫ ランチ:幼児1食380円 小学生は給食なし（お弁当をご持参ください）
⚫ プログラムはすべて英語で行われます。先生は普段から教育に関わっているNWISの先生です。

持ち物
⚫ 上履き、水筒、スモッグ(アートシャツ）、おむつ（必要な方）、ランチ（給食の方も→）スプーン、フォーク、ランチマット、お手拭き,スナック(延長保

育がある場合）、延長保育ありで、お昼寝希望の方はシーツとブランケット

お申込み
⚫ アプリケーションフォームに記入の上、NWISに郵送、メールなどでご提出ください。受付後、請求書などをお送りします。お申し込み後のキャン
セルは12月15日17時まで、それ以降は一切返金致しませんのでご了承ください。コースの変更もお受けできません。

New World International School 03-3305-0573 n.w.i.s@newworldinternationalschool.com
東京都調布市仙川町1‐2‐18 http://www.newworldinternationalschool.com

Early bird 
Discount

All courses  5days 割引 68,500yen 60,000yen （66,000yen） 長時間クラス 82,000yen 72,500yen (79,750yen)
＊後からの追加申込は割引が適用されません

mailto:n.w.i.s@newworldinternationalschool.com


 

1-2-18 Sengawa-cho 

Chofu-shi, Tokyo 182-0002 

Phone/Fax: 03 - 3305 – 0573 

n.w.i.s@newworldinternationalschool.com 

How to apply 申込み方法 及び 受講規約 

電話、メールで空き状況を確認の上、アプリケーションフォームをご提出下さい。（メール、Fax、または郵送）NWIS より受

付後、受講料請求書を発行します。（メール、Fax または郵送） 

 ※n.w.i.s@newworldinternationalschool.com からのメールを受信できるように設定してください。 

New World International School スペシャルコース 受講約款 

この受講約款はニューワールドインターナショナルスクールスペシャルコース参加にあたり、大切な項目を記載した書面で

す 

1. コースの詳細 

ホームページ http://www.newworldinternationalschool.com/ 及びパンフレットによる案内 

2. 受講手続き 

受講申込書に必要事項をご記入の上、受講料、給食費などを指定の口座にお振込み頂きます。 

申込書を提出した日が契約日となります。 

3. 受講料のお支払 

NWIS では受講料は請求書をお渡しした後、請求書に記載されている期日までにお支払いいただきます。受講料は

別紙およびホームページをご覧ください。 

4. 欠席、振替レッスン 

振替レッスンはありません。発熱など体調の悪い時はお休みください。感染症の場合は医師の許可が出るまで出席

停止となります。感染症の場合は、登校園許可証が必要です。 

5. キャンセル （必ずお読みください） 

やむを得ずキャンセルされる方は必ずお電話でご連絡ください。 

⚫ ご連絡が無く未払いのまま期日を過ぎた場合も、キャンセル料はお支払いいただきます。 

⚫ いかなる理由にかかわらず欠席、早退、遅刻に伴う参加費についてもご返金いたしかねます。 

⚫ 返金の際は振込手数料をご負担いただきます。 

⚫ デイケアについても同様にキャンセル料をいただきますので、ご了承ください。  

⚫ 振替、お申込み後のコースや日程の変更はできません。 

⚫ キャンセルは 12月 15日 17：00まで受け付けています。必ずお電話でご連絡くださいそれ以降は受け付けて

おりません。 

⚫ キャンセル料：12月 15日 17：00前までにキャンセル：無料 

12月 15日 17：00以降のキャンセル：全額お支払いいただきます 

複数のコースをお申込後、キャンセルし、受講が 1 コースになった場合は割引適用外になります。 

早期申込割引適用後の追加お申込、キャンセルの場合は早期申込割引適用外になります。 

6. スクール内での急病やけがなどの際は直ちに保護者の方に連絡をします。しかしながら連絡がつかない場合や急を

要する際は、保護者の方の許可なしに病院などを受診することがあります。 

7. 送迎について  クラス開始時間より早い入室、10 分以上遅い退室の場合は延長保育料金として別料金を頂きます。

（30分 1100円） 

8. 台風、地震、大雪、公共交通機関のストライキなどの理由で休校となる場合があります。上記の理由で休校の場合、

振替及び返金は行われません。 

9. 授業妨害、講師や生徒の引き抜きおよび他校への誘いなど当校に対してダメージを与える行為を発見した場合、直

ちに退学していただきます。またこのことについて損害賠償を請求する場合があります。 

10. 集団行動がとれない、指示が聞けずに著しく他者に迷惑になるなど当校が判断した場合は退学していただくことがあり

mailto:n.w.i.s@newworldinternationalschool.com
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1-2-18 Sengawa-cho 

Chofu-shi, Tokyo 182-0002 

Phone/Fax: 03 - 3305 – 0573 

n.w.i.s@newworldinternationalschool.com 

ます。その際には残りの日数の授業料（振込手数料は除く）はお返しします。 

11. 本規約及び、授業料は予告なしに変更になることがあります。 

12. 附則 

（1） この受講規約に定める事項について疑義が生じた場合、両者の協議で解決するものとし  

（2） この受講約款に定めない事項については、民法その他の法令によるものとします。以上 

*当スクールは ”安心して学べる“一般社団法人 全国外国語教育振興協会 に加盟しています 

 

コロナウイルス感染拡大について 

1. 授業料のお支払いについて 

⚫ 請求書に記載の期日にお支払いをお願いします。 

⚫ 自己都合や病欠により欠席された場合も必ずお支払いをしていただきます 

⚫ キャンセルは 12 月 15 日の 17：00 まで受け付けています。必ずお電話でご連絡ください。それ以降は受け付

けられません。 

⚫ キャンセル料に関しては表面をご確認ください。 

2. コロナウイルスなどの感染拡大、感染者、濃厚接触者がいた場合などでサマースクールがキャンセルになる場合 

⚫ コース開始前の場合：ランチ代を含む授業料は振込手数料を引いて全額返金  

⚫ コース開始後の場合：参加した日の費用のみお支払いいただきます。請求額より参加された日数を日割り計算

し、振込手数料を引いて返金いたします。（ランチ代も含む） 

⚫ 上記のような事例が発生し、授業を短縮せざるを得ない場合はその当日の返金はありません 

*コロナウイルス感染症オミクロン株の特例 

⚫ コロナウイルスに感染した場合は、請求額より参加された日数を日割り計算し、振込手数料を引いて返金いたし

ます。 

感染したことがわかるもの（抗原テストの結果を撮影したものなど）をご提出ください。 

コロナウイルス感染症の濃厚接触者と認定された場合も、請求額より参加された日数を日割り計算し、振込手

数料を引いて返金いたします。 

3. 参加の際のお願い 

⚫ 保護者の方は不織布マスクの着用をお願いします 

⚫ お子様も不織布マスク着用をお願いします。 

⚫ 必ず朝検温の上、37.5℃以上ある場合は欠席していただきます（振替、返金などはありません） 

⚫ 手指の消毒、手洗いにご協力ください（アルコールアレルギーの方は前もってお知らせください） 

⚫ 保護者同士の会話はお控えください 

⚫ 保護者の方の入室はご遠慮ください 

4. 感染拡大防止対策 

⚫ 職員はマスクを着用します 

⚫ 共用の教具、家具、教材、手すり、ドアノブなどを頻繁に消毒いたします 

⚫ 1時間に 1回 5分以上の換気をいたします 

⚫ 食事の際、および机を使用する際はパーテーションを使用します 

⚫ 登校時に必ず検温をします 

⚫ クラスルームを分け、大人数にならないように配慮します 

⚫ クラスルームは常に空気清浄加湿器を起動しています 

mailto:n.w.i.s@newworldinternationalschool.com


NWIS Winter School 2022  Application Form   12月 7日締切 

Child’s name   (English)                                                                        漢字                          Male /Female  .      

Date of Birth  生年月日                    保育園・幼稚園・学校名                              . 

Address 住所 〒                                                                    . 

Parent’s name 保護者氏名                                E-mail                                                                    . 

Mobile Phone携帯電話                              Home phone 自宅電話                   . 

Emergency Contact 上記以外の緊急連絡先：                                                  . 

Name 名前（Relationship to child 続柄）                               Phone 電話番号                                .                                                                                                                                  

Allergic Historyアレルギー□Ｎｏｎｅ 無          □Ｙｅｓ 有 ある場合は詳細                           . 

Who will accompany your child to and from School? 送迎はどなたがしますか？                         □ひとりで通う  

English Back Ground, If there is any 英語経験 □無 □有 （あれば簡単にご記入ください。                    ）                 

Lunch □Bring Packed lunchお弁当持参 □School lunch給食 （１食 380円）小学生は給食無＊オーダーはコース毎 

Please tick inside the small box all courses you would like your child to attend.  希望のコースにチェックしてください。 

チェック項目は① コース ② 時間（通常時間 または長時間） 通常時間+延長の方は時間にチェックまたは記入） 

Pre class 2-3 歳クラス( born between April 2019-Nov. 2020  2019 年 4 月-2020 年 11 月生まれ） 

 □Course A □Course B 

Date  DEC 19.20.21 3days     DEC 22.23  2days     

Fees 参加費 通常時間 □10:00-14:00 40,500yen (44,550 円) □10:00-14:00  28,000yen   (30,800 円) 

長時間コース □8:00-19:00  48,000yen     (52,800 円) □8:00-19:00  34,000yen   (37,400 円) 

Daycare825yen/30min 

延長保育 30 分 825 円 

□8:00-    □8:30- 

□9:00-    □9:30- 

□8:00-    □8:30- 

□9:00-    □9:30- 

□14:00- □14:00- 

 

 

Kinder Class 幼児クラス ３-６yrs. (born before March 2019) ２０１9 年 3 月以前生まれ  

 □Course A □Course B 

Date  DEC 19.20.21  3days     DEC 22.23  2days     

Fees 参加費 通常時間 □9:30-14:30       40,500yen (44,550 円) □9:30-14:30  28,000yen   (30,800 円) 

長時間コース □8:00-19:00  48,000yen     (52,800 円) □8:00-19:00  34,000yen   (37,400 円) 

Daycare825yen/30min 

延長保育 30 分 825 円 

□8:00-  □8:30-  □9:00-     □8:00-  □8:30-  □9:00-     

□14:30- □14:30- 

 

 

Elementary Class 小学生 9：30-14：30 １日からお申込できます。 

 Winter Course 1day-5days 

Date  DEC □19    □20 □21 □22 □23   

Fees □通常時間 9:30-14:30 12,500yen    (13,750 円)  ・ 3 日以上 11,000yen  (12,100 円) 

□Full day8:00-19:00 8-19      15,000yen    (16,500 円)  ・ 3 日以上 13,500yen  (14,850 円) 

Daycare825yen/30min 

延長保育 30 分 825 円 

□8:00-   □8:30-  □9:00-   

□14:30-  

★小学生は 1 日から 2 日までは 1 日 12,500 円  (13,750 円)  、長時間 1 日 15,000 円(16,500 円) 

3 日以上は 1 日 11,000 円(12,100 円)、長時間 1 日 13,500 円(14,850 円)  になります。 

★ 延長保育はコース単位でお申し込みください。★申込時の事前申し込みが無い延長保育は 30 分 1,100 円 

★ Early Bird Discount 5% before Nov.26th 12pm  早期申込割引 5% 11 月 26 日正午まで 

 
オフィス記入欄 

 受付日   月   日 

参加費合計￥                         Early Bird discount -5% \                           .  

延長保育代￥                      ランチ代 380   円×  食 ＝\                              .                                                             

総合計￥                  .   

支払い期限   2022 年    月    日    Paid on                  .                                  

＊ 

★2 courses  5days 割引 □通常クラス 68,500 円 60,000 円 （66,000 円）□長時間クラス 82,000 円 72,500 円 (79,750 円) 

★ 2courses  5days 割引 □通常クラス  68,500 円 60,000 円（66,000 円） □長時間クラス 82,000 円 72,500 円 (79,750 円) 
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