TWIS サマースクール 2022
本校では、7/25(月)～8/19(金)の４週間サマースクールを開催いたします。
全セッション、夏ならではの楽しい企画を用意しております。
また、各セッションのオプションとして ESL プログラム(英語強化特別プログラム)も期間中に行います。
各セッション・ESL プログラムの詳細は以下をご確認ください。
【セッション１・２】
●セッション１(本校教職員による)
期間・日数：7/25(月)～7/29(金)の 5 日間
時間：9:00~13:00
内容：Visual Arts (⼯作やペイント、物づくり等夏をイメージした楽しい物づくりのプログラム)
●セッション２(本校教職員による)
期間・日数：8/1(月)～8/5(金) の 5 日間
時間：9:00~13:00
内容：Performing Arts (ダンスや劇など⾃⼰表現⼒を⾼めるプログラム)
□ コースと対象年齢
- 英語の習得度に合わせて選べる 2 つのコース！
コース 1) 本科⽣と学ぶ！インターナショナルスクール体験コース(対象学年：年少～⼩学 6 年⽣）
※ 本コースは、お申込後、オンラインにてスクリーニングテスト（事前テスト）を受けていただ き、合格者のみ
受講可のコースとなります。
コース 2）初⼼者も安⼼！英語で学ぶインターナショナルスクール体験コース(対象学年：⼩学 1～6 年⽣）
※ 本コースでは、お申込後、オンラインにて⾯接を行います。
□ 参加費：各セッション \38,000 (スクールランチ、スクールバス代含む)
※ スクールランチ、スクールバスのご利用有無に関わらず参加費は⼀律となります。
□ スクールバス
- ⼋王⼦⽅⾯（JR ⼋王⼦、京王⼋王⼦）
- ⽴川⽅⾯（⽴川駅南⼝、⽟川上⽔）
- 横⽥⽅⾯（昭島駅、横⽥イーストゲート）
- 町⽥⽅⾯（町⽥、多摩センター、平⼭城址児童館前）

【セッション 3・4】
●セッション 3 (本校教職員による)
期間・日数：8/8(月)～8/12(金) の 5 日間
時間：9:00~13:00
内容：Nature CAME back this Summer 2022!(CAME: Chemistry, Arts, Math, & Exercise それぞれの教科を通して英
語を楽しみながら学ぶプログラム)

※セッション４と授業内容は異なります。

●セッション 4 (本校教職員による)
期間・日数：8/15(月)～8/19(金) の 5 日間
時間：9:00~13:00
内容：Nature CAME back this Summer 2022!(CAME: Chemistry, Arts, Math, & Exercise それぞれの教科を通して英
語を楽しみながら学ぶプログラム)

※セッション３と授業内容は異なります。

□ コースと対象年齢
英語で学ぶインターナショナルスクール体験コース(対象学年：⼩学 1～6 年⽣）のみ
※ 本コースでは、お申込後、オンラインにて⾯接を行います。
※初⼼者の⽅もサポートがつきますのでご安⼼ください。
□ 参加費：各セッション \35,000 (スクールバス代含む)
※ スクールバスのご利用有無に関わらず参加費は⼀律となります。
※ スクールランチのご提供はありません。昼⾷を各⾃ご持参ください。
□ スクールバス運行 - ⼋王⼦⽅⾯のみ（JR ⼋王⼦、京王⼋王⼦）
【セッション 1,2,3,4 共通】
□ 特別プログラム（ESL プログラム）
- 期間中、英語強化プログラムとなる ESL 特別プログラム(オプション)を行います。
- 対象：G1～G6
- 時間：13:00 ‒ 14:00
- 参加費：各セッション \10,000
□ お申込⽅法
- 右記フォームよりお申込をお願いします。 https://forms.gle/ni8TPVkhqSSmqfoG6
- お申込終了後１週間以内に確認メールを送らせていただきます。
ご不明点、募集枠の可否等に関しては、アドミンオフィスまでお問い合わせください。
Email : event@tokyowest.jp
東京ウエストインターナショナルスクール

TWIS Summer School in 2022
Summer School program will be held for four weeks from July 25th to August 19th.
These four weeks will be packed with summer fun activities.
There will also be an ESL program (Special English Language Enhancement Program) as an option for each session
during the period.
The details of each session / ESL program are as follows.
【Session1・2】
◆ Session 1 (led by TWIS teachers)
- Term: July 25th ‒ July 29th, 2022
- Time: 9:00 ‒ 13:00
- Visual Arts (Create fun things with the image of summer, such as crafting, painting, and making things.)
◆ Session 2 (led by TWIS teachers)
- Term: August 1st ‒ August 5th, 2022
-Time: 9:00 ‒ 13:00
- Performing Arts (Program that improve self-expression such as dance, Drama…etc.)
□ Course and Target Age
- Two courses that you can choose according to your level of learning English!
Course1) Summer program to experience an international school learning with Tokyo West International School
students（Target Age: K3~ Grade 6）
＊Online screening test will be conducted to join this course after the application is submitted.
Course2) Beginners’ program to experience an international school learning (Target Age: Grade 1 to Grade 6)
＊Online interview will be conducted after the application is submitted.
□ Fee - ¥38,000 / each session (Include School Lunch and School Bus fee)
＊There is no refund even if school lunch and school bus is not required.
□ School Bus Operations
- From/To Hachioji Area (JR Hachioji, KEIO Hachioji)
- From/To Tachikawa Area (Tachikawa Station South, Tamagawa Josui)
- From/To Yokota Area (Akishima Station, Yokota Base East Gate)
- From/To Machida Area (Machida, Tama-Center, Hirayama-Joshi Jidokan

【Session3・4】
◆ Session 3 (led by TWIS teachers)
- Term: August 8th ‒ August 12th, 2022
- Time: 9:00 ‒ 13:00
- Nature CAME back this Summer 2022!" (CAME: Chemistry, Arts, Math, & Exercise)
＊The details are different from Session 4.
◆ Session 4 (led by TWIS teachers)
- Term: August 15th ‒ August 19th, 2022
- Time: 9:00 ‒ 13:00
- Nature CAME back this Summer 2022!" (CAME: Chemistry, Arts, Math, & Exercise)
＊The details are different from Session 3.
□ Course and Target Age
- Summer Program to experience an international school learning (Target Age: Grade 1 to Grade 6)
＊Online interview will be conducted after the application is submitted.
＊Support will be provided for beginners.
□ Fee - ¥35,000 / each session (Include School Bus fee)
＊There is no refund even if school bus is not required.
＊School Lunch is not provided during Session 3 and 4. Please bring lunch box.
□ School Bus Operations - From/To Hachioji Area only (JR Hachioji, KEIO Hachioji)
【Additional Program for Session 1,2,3,4】
□ Special Program (ESL)
- Special Program (ESL) is available as options during each session. (This program is to strengthen English.)
- Target: G1-G6
- Time: 13:00 ‒ 14:00
- Fee: ¥10,000/session (1 special program)
□ Apply
- Please apply via following form, https://forms.gle/ni8TPVkhqSSmqfoG6
- Confirmation mail will be sent within one week
If you have any questions or regarding the availability of applying, please feel free to contact admin office by email.
Email: event@tokyowest.jp
Sincerely yours,
Tokyo West International School

