
Osaka YMCA International School 
Nakatsu Campus

大阪ＹＭＣＡインターナショナルスクール 中津キャンパス

Winter Intensive Program ����
冬期集中講座インテンシブプログラム ����

Web application available
Oct. ��th (Sat.) ��:�� - Nov. ��th (Wed.) ��:��

ウェブフォームにて以下の期間で受付スタート！
１０月２９日（土）１０時～１１月１６日（水）１７時

Morning care 
�:��AM - �:��AM ¥�,���/day
After school care 
�:��PM - �:��PM ￥���/�� mins

FEES:
参加費

SCHOOL LUNCH (� days/� days): 

DAY CARE SERVICE:
預かりサービス

幼稚園サイズ　SMALL SIZE   　　 　                              レギュラーサイズ　 REGULAR

早朝預かり （定員あり）

延長預かり （定員あり）

�時��分～�時��分－¥�,���-/１日

Available only for Preschool - Grade �

スクールランチ (５日間/４日間)

� days - ¥�,���-                                  � days - ¥�,���-  

年少 - 小学３年生のみ対象

幼稚園サイズ　SMALL SIZE   　　 　                              レギュラーサイズ　 REGULAR

� days - ¥�,���-                                  � days - ¥�,���-  
幼稚園サイズ　SMALL SIZE   　　 　                              レギュラーサイズ　 REGULAR

� days - ¥�,���-                                  � days - ¥�,���-  

��時��分～��時��分－¥���-/��分

 Please note: Allergy lunches not available. 
アレルギー対応はございませんのでご了承ください。

Week � - Dec. ��th (Mon.) - ��rd (Fri.)

Week � - Dec. ��th (Mon.) - ��th (Thurs.)

第１期 １２月１９日（月）～２３日（金）

第２期 １２月２６日（月）～２９日（木）

SCHEDULE
日程

Osaka YMCA International School Nakatsu Campus
大阪ＹＭＣＡインターナショナルスクール　中津キャンパス

�-�-�� Nakatsu Kita-ku Osaka ���-���� 
　   : ��-����-����　        : ��-����-���� 
　   : intensive@oyis.org　      : https://external.oyis.org

〒���-����　大阪市北区中津６-７-３４

FOR:

 Preschool
to Grade �

対象

年少～小学６年生

CLASS HOURS: 

�:�� - ��:�� 

授業時間

９時３０分～１�時００分

サンプルスケジュールですので変更の可能性がございます。

Daily Schedule
１日のスケジュール

Games / Songs/ Movement / 
Vocabulary / Discussion / Language

ゲーム、歌、ダンス、ボキャブラリー、英会話

GMS Development / Movement / 
Ball Skills / Cooperative Games

Science, Technology, 
Engineering Experiments, Math 
and POEs / Art Explosion

P.E.
体育

Theme Activities
テーマ学習

Literacy &
Numeracy

読み書き・数字

Circle Time
サークルタイム

Art & Craft
アート＆クラフト

P.E.

Art & Craft
アート＆クラフト

Circle Time

Story TimeStory Time
ストーリータイム

Theme Related Math / Phonics / 
Sentence Structure / Reading / 
Writing

Themed related Stories 
& Discussion

総体的な身体運動技術、基礎的な運動、
球技スキル、協調性を高める競技

理科・科学、技術、工学実験、算数

POE (Predict  / Observe / Explain)、芸術
予想する　　観察する　　説明する

Creativity / Imagination / 
Experimentation / 
FMS development

テーマに関連した算数、フォニックス、
文章構成、リーディング、ライティング

創造性、想像力、実験、
微細運動機能

テーマに関連したストーリーと
ディスカッション

�� mins

�� mins

*Due to current COVID-�� restrictions we will not be running IT or Cooking lessons.

*The schedule above is subject to change.

お子様の安全確保のため、感染リスクの高いITとクッキングのレッスンはございません。

３０分

１時間３０分�.� hours

�� mins ３０分

�� mins ３０分

１５分

７５分

Week � (� days)
第１期  （５日間）

 ¥��,���-

２期連続参加で合計より¥�,���割引き！
You can save ¥�,��� if you sign up for both weeks!

DISCOUNT
２期連続参加割引あり

 中津�丁目バス停留所

 阪急中津駅

 中津�丁目バス停留所

十
三

筋

十三バイパス

*Online level check for class placement.
お申込み後にオンラインでのクラス分けレベルチェックあり

　   : ��-����-����　        : ��-����-���� 
　   : intensive@oyis.org　      : https://external.oyis.org

�-�-�� Nakatsu Kita-ku Osaka ���-���� 
　   : ��-����-����　        : ��-����-���� 
　   : intensive@oyis.org　      : https://external.oyis.org　   : intensive@oyis.org　      : https://external.oyis.org

 ¥��,���-
Week � (� days)
第２期 （各４日間）

� days - ¥�,���-                                  � days - ¥�,���-  

�� mins

（Spaces are limited）：

（Spaces are limited）：

サイエンスウィークの追加の実験材料費が含まれています
Additional materials fee for Science Week.



Week 1 - Celebrations
第１期 様々な祝い事

Week 2 - Science
第２期 サイエンス

Monday （月）
December ��th

CHRISTMAS

１２月１９日, ２０２２

クリスマス

December ��th, ����

Biology
Monday（月）

１２月２６日, ２０２２

生物学

Chemistry
化学

Day 2

DAY �

Wednesday（水）

MATSURI
FESTIVAL

祭り／フェスティバル

December ��st
１２月２１日, ２０２２

Tuesday （火）
December ��th

NEW YEAR

正月

１２月２０日, ２０２２

DAY �

DAY �

誕生日

Thursday （木）

BIRTHDAYS

December ��nd
１２月２２日, ２０２２

DAY �

Friday （金）

AROUND
THE WORLD

世界の祝い事

December ��rd
１２月２３日, ２０２２

DAY �

December ��th, ����
Tuesday（火）

１２月２７日, ２０２２

Environmental
Science

環境科学

December ��th, ����
Thursday（木）

１２月２９日, ２０２２

Day 3

Day 1

Day 4

Animal Science
動物科学

December ��th, ����
Wednesday（水）

１２月２８日, ２０２２


