TWIS ウィンタースクール 2022
本校では、12/19(月)～12/23(金)にウィンタースクールを開催いたします。
冬ならではの楽しい企画を用意しております。
また、メインプログラム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)も行います。
メインプログラム・ESL プログラムの詳細は以下をご確認ください。
●メインプログラム
期間・日数：12/19(月)～12/23(金) の 5 日間
時間：9:00~13:00
内容： Winter WONDERS
(WONDERS: Wow Math, Open heArt, Nature, Dance, English, Recreation, Science of cooking)
□ 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(対象年齢：3 歳～小学 6 年⽣）
※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：\40,000 (スクールバス代含む) ※内部⽣割引あり
※ 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）
□ 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：\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/x7ozRucJvuF1tR2F7
- 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 Winter School in 2022
Winter School program will be held for one week from December 19th to December 23rd.
The week will be packed with winter fun activities.
There will also be an ESL program (Special English Language Enhancement Program) as an optional program.
The details of main program and ESL program are as follows.
【Main program】
- Term: December 19th - December 23rd (5days)
- Time: 9:00 ‒ 13:00
- Theme: Winter WONDERS
(WONDERS: Wow Math, Open heArt, Nature, Dance, English, Recreation, Science of cooking)
□ Course and Target Age
Winter program to experience an international school learning（Target Age: 3 years old~ Grade 6）
＊Support will be provided for beginners.
□ Fee - ¥40,000 (Include School Bus fee) ※There are discounts for internal students.
＊There is no refund even if school bus is not needed.
＊School Lunch is not provided. Please bring own lunch box.
□ School Bus Operations
- From/To Hachioji Area (JR Hachioji, KEIO Hachioji)
【ESL-Additional Program】
□ Special Program (ESL)
- Special Program (ESL) is available as an option. (This program is to strengthen English.)
- Target: G1-G6
- Time: 13:00 ‒ 14:00
- Fee: ¥10,000
□ Application
- Please apply via following form, https://forms.gle/x7ozRucJvuF1tR2F7
- Confirmation mail will be sent within one week after the application.
If you have any questions or regarding the availability of applying, please feel free to contact admin office by email.
Email: event@tokyowest.jp
Tokyo West International School

