
Osaka YMCA Language Center Tosabori
大阪YMCAランゲージセンター土佐堀校

Winter School ����
ウィンタースクール２０２２

Web application available
Oct. ��th (Tue.) ��:�� - Dec. ��th (Sat.) ��:��

ウェブフォームにて以下の期間で受付スタート！
１０月２５日（火）１２：３０～１２月１０日（土）１６：００

FEES:
参加費

Dec. ��th (Mon.) - ��th (Thurs.)
１２月２６日（月）～２９日（木）

SCHEDULE
日程

Osaka YMCA Language Center Tosabori
大阪YMCAランゲージセンター 土佐堀校

　   :  ��-����-����　       : ��-����-����
　   : tosabori-i@osakaymca.org

〒���-����  大阪市西区土佐堀１‒５‒６, ６階

FOR:

 Preschool
to Grade �

対象

年少～小学６年生

CLASS HOURS: 

�:�� - ��:�� 

授業時間

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

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

IT Lesson
コンピュータ学習

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
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

理科・科学、技術、工学実験、
算数、芸術、POE 

(Predict /Observe/Explain)
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

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

*The schedule above is subject to change.

お子様の安全確保のため、クッキングのレッスンはございません。

*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

　   :  ��-����-����　       : ��-����-����
　   : tosabori-i@osakaymca.org
　   :  ��-����-����　       : ��-����-����
　   : tosabori-i@osakaymca.org

 ¥��,���-
４日間 

お申し込みはこちらから↑

(� days)

例 (Sample)

 � Chome-�-� Tosabori, Nishi Ward, Osaka ���-����

Typing / Numeracy, Phonics
and learning games / Individual, 
small group and pair work

タイピング、数字、フォニックス・
学習ゲーム、個人・小グループ・
ペアワーク

Morning care 

SCHOOL LUNCH (� days): 

DAY CARE SERVICE:
延長保育

小サイズ

早朝預かり 延長預かり

�:�� - �:�� 

Available for all ages

スクールランチ (４日間)

(全年齢対象)

 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。

¥�,���-

After school care

（�day）

��:�� - ��:��

延長保育�日間セット割引あり
Discounts available if you sign up for all � days of Daycare.

¥�,���-  
SMALL SIZE

大サイズ REGULAR SIZE 例 (Sample)

(��mins）¥�,���-/１日  ￥�,���-/��分

ランゲージ在籍生は参加費から¥�,���割引き！
¥���� off for Osaka YMCA Language Center students

DISCOUNT
割引のご案内

����年サマー／スプリングスクールいずれかに
参加された方は参加費から¥�,���割引き！
¥���� discount for any students who participated
in the ���� Spring or Summer School Programs

※割引の併用不可
＊Only one discount can be applied to each tuition payment.



Science サイエンス

December ��th, ����

Biology
Monday（月）

１２月２６日, ２０２２

生物学

Chemistry
化学

Day 2

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 3Day 1

Day 4

Animal Science
動物科学

December ��th, ����
Wednesday（水）

１２月２８日, ２０２２

Theme テーマ :

１２月２６日, ２０２２


