Little Angels International School & Kindergarten
リトルエンジェルスインターナショナルスクールの一年間に実施されるイベントについて、
よくある質問をまとめました。イベントごとにご家庭で準備していただくものをリストア
ップしていますので、確認ください:
保護者の皆さまへ:
下記にこの一年間に実施されるイベントをリストアップしました。イベントの実施に当たっては、
保護者の皆さまの協力と子どもたちが、楽しく学んでいただくための支援が必要です。どうか下記
のリストをご一読いただき、ご協力いただけますようお願いいたします。
下記イベントリストは、新学期９月をスタートに、１年間の予定を順番に掲載しています。

1. Notice for New Students Entrance Ceremony and New Academic year:
2. School Year Start: Parents Meeting
3. Little Angels Annual BBQ Party
4. Emergency Evacuation Drill
5. LAIS/ LAIK Field Trip
6. Outdoor Camp
7. Halloween party
8. LAIS Sports Day
9. LAIS Thanksgiving Pot luck Lunch
10. Christmas Party
11. Radish Picking
12. Ski Trip
13. International Exchange
14. Fine Arts Day
15. Project Day
16. Potato Digging

Sample contents for reference purposes.. Note that the schedules, venues, dates and timings, requirements change each year.

Little Angels International School & Kindergarten
1. Notice for New Students Entrance Ceremony and New Academic year:
保護者の皆様へ
新学期をを迎え、９月 XX 日（曜日）に実施する入園式についてお知らせします。
新入生および全校生徒は、必ず出席してください。昨年０９月以降に入園した生徒が今回の新入生
です。

日
時：
開
場：
入園式会場：
住所：

YYYY 年 MM 月 DD 日（曜日） HH1:MM1 開始（HH2:MM2 終了予定）
HH:MM（開場時間までにお集まりください）
三鷹市 ZZZZZZZZZZ
三鷹市＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ （後日連絡）

新入生服装：
子供用フォーマルな服装
その他の生徒： ＫＧ： オレンジのシャツに黒のズボン
ＥＳ・ＭＳ・ＨＳ： 白のシャツに黒のズボン
以上、入園式会場でお会いしましょう。
Administration

----------------------------------メインリストへ戻る--------------------------------

2. School Year Start: Parents Meeting
スタート：
Venue:

YYYY 年 MM 月 DD 日 HH:MM 開始（HH:MM 終了予定）
Mitaka Main Campus
保護者会を、YYYY 年 MM 月 DD 日 HH 時より三鷹本校にて行います。
保護者の皆様は必ず参加してください。

----------------------------------メインリストへ戻る--------------------------------

Sample contents for reference purposes.. Note that the schedules, venues, dates and timings, requirements change each year.

Little Angels International School & Kindergarten
3. Little Angels Annual BBQ Party
保護者の皆様へ
恒例のＬＡバーベキューを開催します。毎年新学期に行われるこのバーベキューを、今年から９月に実
施することになりました。新入生および在校生の家族とイングリッシュアカデミー、ホームスクーリン
グに通っている生徒および家族の皆さん奮って参加してください。一緒に楽しい時間を過ごしましょう。
「Little Angels バーベキューについて」
ＬＡバーベキューを YYYY 年 MM 月 DD 日に NGNG 公園で開催します。全校生徒およびそのご家族、学校職
員みんな一緒にバーベキューを楽しみましょう。
行事名：
日 付：
場 所：

Little Angels バーベキュー
YYYY 年 MM 月 DD 日
NGNG 公園 バーベキュー広場
三鷹市
開 始：
HH:MM～ （自由解散）
服 装：
幼稚園生徒：
オレンジユニフォーム
小学生：
学校指定のカラーポロシャツ
中高生：
服装自由
食べ物：
ご家族用の食料プラス１～２名分多めにご用意いください。
参加者同士でシェアできれば幸いです。
但し、学校より先生用の食事は用意します。みんなでシェアできるような食料は歓迎します。
NGNG 公園への行き方：~~~~~~~~~~
雨天が予想される場合は、前日の日メールにて中止の連絡をします。ご不明な点は、学校オフィｰスまで
ご連絡ください。
せっかくのｲﾍﾞﾝﾄが中止になった場合、あらためて日程を調整して開催できるよう検討する予定です。
この度のイベントでは、ＰＴＡよりバーベキューコンロや生ビール（有料）を提供いただきます。ご協
力に感謝いたします。
それでは、みなさんとバーベキュー会場でお会いできることを楽しみにしております。
以上、
よろしくお願いいたします。

Administration

----------------------------------メインリストへ戻る--------------------------------

Sample contents for reference purposes.. Note that the schedules, venues, dates and timings, requirements change each year.

Little Angels International School & Kindergarten
4. Emergency Evacuation Drill
（三鷹本校の全生徒）
Evacuation Drill： YYYY 年 MM 月 DD 日 避難訓練および引渡し訓練
避難・引取り訓練です。災害時、スクールの地域に避難勧告が出された場合以下の場所に避難します。
毎年１回現地で引き取り訓練を行っています。保護者の方々は指定された避難場所に引き取りに来てく
ださい。一人一人名前を確認し、引渡します。災害がおきた時、交通手段が遮断されたときはどのよう
に迎えに来るか、所要時間はどれくらいかかるか、是非ご家族で話し合いシュミレーションをして備え
てください。
登園時間は通常通りです。
学校へ迎えに来る際は、公共の乗り物をご利用ください。
HH:MM に避難先の公園にて保護者の引き取り訓練を開始します。
授業は通常通りおこないます。
雨天の場合も実施します。雨の場合は、傘ではなくレインコートを持たせてください。子どもを受け取
った方から静かにおかえりください。
本校へもどることはできません。
【引取場所】：下連雀鷹の子児童公園 （三鷹市下連雀９－５－５１）
尚、実際の災害（地震など）の際の避難場所は校舎斜め前の大成高校グラウンドです。火災など、地域
全体の災害ではない場合の避難場所は下連雀鷹の子児童公園です。実際の場合は学校のゲートに避難場
所を書いて貼っておきます。
追伸 ：学童サービス参加の保護者の皆様へ : YYYY 年 MM 月 DD 日は、避難訓練、引渡し訓練のため、当
日の学童サービスはお休みになります。

（三鷹駅校の全生徒）
Evacuation Drill

YYYY 年 MM 月 DD 日避難訓練および引渡し訓練

避難・引取り訓練です。災害時、スクールの地域に避難勧告が出された場合以下の場所に避難します。
毎年１回現地で引き取り訓練を行っています。保護者の方々は指定された避難場所に引き取りに来てく
ださい。一人一人名前を確認し、引渡します。災害がおきた時、交通手段が遮断されたときはどのよう
に迎えに来るか、所要時間はどれくらいかかるか、是非ご家族で話し合いシュミレーションをして備え
てください。 登園時間は通常通りです。
学校へ迎えに来る際は、公共の乗り物をご利用ください。
１１時３０分に避難先の公園にて保護者の引き取り訓練を開始します。
授業は通常通りおこないます。 雨天の場合も実施します。雨の場合は、傘ではなくレインコートを持た
せてください。当日はチャイルドケアサービスはありません。子どもを受け取った方から静かにおかえ
りください。
駅校へもどることはできません。
【引取場所】 ：堀合児童公園

（上連雀堀合地区公会堂・三鷹市上連雀１－１５－１５）

Administration

----------------------------------メインリストへ戻る--------------------------------

Sample contents for reference purposes.. Note that the schedules, venues, dates and timings, requirements change each year.

Little Angels International School & Kindergarten
5. LAIS/LAIK Field Trip
保護者の皆様へ
新学期恒例の遠足について連絡します。
今年は、[事例] 横浜・八景島シーパラダイスへ行きます。
詳細は、下記をご覧ください。
行先：
URL:
日程:
対象学年：
集合・解散場所
集合時間
出発時間
現地出発時間
三鷹本校予定
服装

「事例」横浜・八景島シーパラダイス（雨が予想されるため、行先を変更しました)
http://www.seaparadise.co.jp/
YYYY 年 MM 月 DD 日
ＲＡ－Ｙ11 （ルビーエンジェルスのみ保護者の付き添いが必要です）
Little Angels International School 三鷹本校
０８時００分 （時間厳守、遅刻の場合はお待ちできません）
０８時１５分
１５時００分
１６時３０分 （道路の混雑状況により前後します。
）
幼稚園 - 制服（オレンジポロシャツ。ズボンやスカートは自由。
）
スニーカー、オレンジキャップ。
小・中学校-制服（白ポロシャツ。ブルージーンズ。
）スニーカー、各自の帽子。

持ち物:
スクールバッグ、キャップ、弁当、お絞り、水筒（水またはお茶）
、レジャーシート、レインコート、
ハンカチ、ティッシュ、帰りに食べるおやつ１品のみ。
（バス内が散らかって迷惑になりますので、
よごさないおやつを、配慮してください。
）
子どもの体調をよく確認の上、当校させてください。途中体調を崩しそうな場合は、着替えと薬を
持って参加するようにしてください。バスに長時間乗りますので、朝食は、少し控えめにしてくだ
さい。
費用

ルビー付き添い保護者：

幼稚園：

小、中学校：

高校： (後ほど)

学園行事ですので必ず参加してください。
なお、欠席の場合でも交通費等は年間行事費より差しひかさせてさせていただきます。
雨天の場合でも、実施します。
遠足当日は、スクールバスの運行はありません。
朝、帰り、ともに三鷹本校までお越しください。
以上、よろしくお願いいたします。
Administration

----------------------------------メインリストへ戻る--------------------------------

Sample contents for reference purposes.. Note that the schedules, venues, dates and timings, requirements change each year.

Little Angels International School & Kindergarten
6. Outdoor Camp
保護者の皆様へ
１０月に入り、まもなくアウトドアキャンプが迫ってきました。今年は箱根へ行きます。いつもの
通り、みんなで参加して、楽しいイベントになるようにしましょう。
このキャンプが子どもたちにとって、とても有意義な経験になるように、先生方と沢山の時間を掛
けて話し合ってきました。また、ご父兄の方々からも、今回のキャンプにについて色々なご意見を
頂き大変感謝しています。
アウトドアキャンプなどは、体験学習をするための、生徒全員が参加する課外授業です。
子どもたちにとって、楽しいキャンプになることを期待しています。
■ Little Angels International School Outdoor Camp YYYY
行き先 ーーーーーーー村
住所： －－－－－－－－－－－
集合： YYYY 年 MM 月 DD 日 三鷹本校０７：４５ 時間厳守
解散： YYYY 年 MM 月 DD 日 三鷹本校１６：４５
服装

制服のトレーナー、ポロシャツにジーンズ。帽子。
ハイキングシューズなどの歩きやすいスニーカー。

持ち物:
リュックサック 1－小さめのリュックサックで、ハイキングなどに利用。
ベル（鈴など歩くと音のするもの）
生徒手帳
保険証のコピー
筆記用具
ID カード
お小遣い（おみやげ購入など 500 円ー 1000 円程度）
ハンカチ、ティッシュ
レインコート
出発の日：
お昼用弁当、ストラップつきの水筒、カップ、フォーク、スプーン。
洗った食器を拭くミニタオル。
他の食事の際にも、食器は利用します。
おやつ （1 日分）
B. リュックサック 2－キャンプに必要なものを持って行くのに使います。
ジャケット
おやつ （2 日分）
洗面用具（フェイスタオル、歯ブラシ）
風呂用具（バスタオル、シャンプー）
パジャマ（スウエットなど暖かめのもの）

Sample contents for reference purposes.. Note that the schedules, venues, dates and timings, requirements change each year.

Little Angels International School & Kindergarten
着替え
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

スクールトレーナー X2
スクールポロシャツ X2
ジーンズ X2
下着 X３
靴下 X３
濡れたものをいれるビニール袋 4-5 枚
汚れた衣類を入れるビニール袋
懐中電灯

持ち物すべてに記名があることを必ず確認してください。
緊急連絡先 0422-57-6887 (09:00～17:00)
* 常備薬、アレルギーなどある場合は、出発の前の日までにお知らせください。
出発準備等で先生も忙しいため、出発直前に投薬等の話は控えてください。
Y１生徒に関して直接学校へご相談ください。
以上、よろしくお願いいたします。
Administration
----------------------------------メインリストへ戻る--------------------------------

Sample contents for reference purposes.. Note that the schedules, venues, dates and timings, requirements change each year.

Little Angels International School & Kindergarten
7. Halloween party
今年もハロウィンパーティの季節がやってきました、皆で仮装して楽しみましょう。
ご家族みんなで、様々な仮装をして、パーティを盛り上げてください。
以下の方々には表彰します。
ベストコスチューム賞、怖い仮装賞、オリジナリティのある仮装賞、ファミリー賞などを用意して
います。
みなさん奮ってご参加ください。
開催日：
YYYY 年 MM 月 DD 日（曜日）
時 間：
１６：００ ～ １８：００
開催場所： 三鷹本校
小中学校およびポストセカンダリは１４：３０で授業は終了です。
小中学校、ポストセカンダリおよび幼稚園は通常通り水曜日の授業を行います。
幼稚園バスは、水曜日のスケジュールで往復運行します。
幼稚園の生徒は、ご両親と一緒に昼食を食べて、パレードまで学校に残ることも可能です。
また通常通り一度帰宅する生徒は、１５：４５まで に三鷹本校に集合してください。
幼稚園のパレードは、１６：００から開始します。
小中学生およびポストセカンダリは各自コスチュームを持って学校で着替えることができます。ご
家族の方も着替えを手伝いに来ていただける場合は、ご一緒にパレードに参加してください。
Ｙ１－Ｙ１０のパレードは、１６：１５にスタートします。
ご不明な点がございましたら、お問合せください。
それでは、パーティでお会いしましょう。
以上、
宜しくお願い致します。
Administration

----------------------------------メインリストへ戻る--------------------------------

Sample contents for reference purposes.. Note that the schedules, venues, dates and timings, requirements change each year.

Little Angels International School & Kindergarten
8. LAIS Sports Day
保護者の皆様へ
いつもお世話になっております。 YYYY 年 MM 月 DD 日（曜日）の運動会について、お知らせします。
開催日：
場所：
時間：
集合時間：

YYYY 年 MM 月 DD 日（曜日）
hellogakkou, Mitaka-shi... 三鷹市
HH:MM - HH2:MM2
開始時間の３０分前

【服装】
小学生・中学生・高校生は、体操着（上（黄色）、下（黒）
）を着用し、上にＬＡＩＳのスポーツウ
ェアを着て、参加してください。併せて帽子をかぶるようにしてください。
幼稚園の生徒は、オレンジの制服と黒いズボン、オレンジ帽子で参加してください。
当日のプログラムは、下記リンクから参照できますので、ご覧ください。
LINK: https://angelsenglish.com/uploads/sports_day_20XX
今年は、プログラムを印刷してお渡ししません、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
**ご父兄に参加していただくプログラムがありますので、動きやすい恰好で参加ください。そのほ
か、父兄対抗リレーなども予定していますので、奮って参加いただければ幸いです。
***綱引きに参加していただけるご父兄は、手袋を持参ください。
【小学校施設の利用について】
１．第六小学校には、駐車場はありません。車でいらっしゃる場合は、近隣の方々に十分配慮して
ください。駐輪場は、利用可能です。決められた場所に、マナーを守ってご利用をお願いします。
２．トイレは、体育館のトイレをご利用ください。小学校の他の建物には絶対に入らないようにお
願いします。
３．当日小学校内にある遊具等は、利用できません。子どもたちが遊ばないようにご注意願います。
４．小学校内では、喫煙、飲酒、テントを広げたりやバーベキューをすることはできません。併せ
てご注意願います。
当日、雨天の場合は、別の日に延期します。その場合、当日の午前０６時３０分までにＥメールと
ホームぺージでお知らせします。
以上、よろしくお願いいたします。
Administration
----------------------------------メインリストへ戻る--------------------------------

Sample contents for reference purposes.. Note that the schedules, venues, dates and timings, requirements change each year.

Little Angels International School & Kindergarten
9. LAIS Thanksgiving Potluck Lunch
保護者の皆様へ
２０１６年も徐々に年末が近づいてきました。すばらしい一年を送れてきたことに感謝するときが
やってきました。今年もサンクスギビングパーティでお祝いしましょう。
みんなで昼食を持ち寄って、集まりましょう。
日時：
場所：

YYYY 年 MM 月 DD 日（曜日）
三鷹本校

HH1：MM!～HH2：MM2

昼食の時間を１１：３０から始められるように、保護者の皆様には、１１時にお集まりください。
注意事項と持ち物について記載します。
１．２～３人分の昼食をお願いします。取り分けしやすいように２つ位に分けてください。
２．昼食なので健康的な食事を２～３人分ご用意ください。
３．子どもには、プラスチックのお皿、カップ、箸（フォーク、スプーン）を持たせてくださ
い。また一緒に参加するご家族の分もお願いします。できるだけ、ごみの出ないようにしてい
ただければ幸いです。
４．子どもたち（KG-Y13）が食べ終わるまで、保護者の皆様および先生は食べるのを控えてく
ださい。
いつもの様に、たのしいひと時が過ごせる様、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
さぁ、楽しいサンクスギビングパーティをみんなですごしましょう。
以上、よろしくお願いいたします。
Administration
----------------------------------メインリストへ戻る-------------------------------10. Christmas Party
保護者の皆様へ
ＬＡクリスマスパーティについてご案内します。
開催日：
YYYY 年 MM 月 DD 日（曜日）
場 所：
三鷹産業プラザ
東京都三鷹市 3 丁目 38-4 三鷹産業プラザ７Ｆ
アクセス：
http://www.mitaka.ne.jp/plaza/about/access.html
開催時間：
１３：３０～１６：３０ [集合：１３：１５]
いつもの通り、みんなで楽しい時間が過ごせるように計画しています。
明日の午後、皆さんにお会いできることを楽しみにしています。
当日は、リトルエンジェルスの生徒全員参加のイベントです。生徒たちはそれぞれのパフォーマン
スに参加することになっています、お楽しみに。
以上、よろしくお願いします。 Administration
----------------------------------メインリストへ戻る--------------------------------

Sample contents for reference purposes.. Note that the schedules, venues, dates and timings, requirements change each year.

Little Angels International School & Kindergarten
11.Radish Picking
保護者の皆様へ
先週雨で延期となりました大根掘りを、YYYY 年 MM 月 DD 日（曜日）に行います。
次の生徒(RA / JKG / SKG / Y1 / Y2 / Y3 / Y4)は、準備を忘れないように、お願いします。
持ち物：
１．ビニール袋を二重にして、名前を書いてください。
２．手を拭くためのタオル
３．長靴
４．手袋
※ 三鷹駅校の生徒は、直接三鷹本校に登校してください。駅校は閉まっています。
※ RA / JKG / SKG / Y1 の生徒は、１２時で下校となります。
以上、よろしくお願いいたします
Administration
----------------------------------メインリストへ戻る-------------------------------12. Ski Trip
スキーの季節になりました。子どもたちも楽しみにしていることと思います。
スキー旅行の詳細をご連絡いたしますので、ご確認ください。
期間：
行き先 ：
宿泊先 ：
スケジュール：
06:30
07:00
10:00
10:30（予定）
11:00～12:30
12:30～14:30
14:30～16:30
16:30～18:00
18:00～19:00
19:00～21:00
21:00

ABCday1, DD1 - ABCday2, DD2, MM, YYYY １泊２日
毎年変更される
ホテル未定
ABCday1, DD1, MM, YYYY
集合
Little Angels International School 三鷹本校
出発
道が混雑するため時間厳守でお願いします。
軽食
バスの中でおにぎりやパンを食べます。
到着、荷物整理
上越国際スキー場
スキー用具の確認、準備
スキーレッスン（２時間）
片付け・入浴準備・自由時間
入浴
夕食
自由時間
就寝
ABCday2, DD1, MM, YYYY

06:30
07:00～08:00
08:00～09:00

起床
朝食
荷物整理（荷物移動）
・スキー準備

Sample contents for reference purposes.. Note that the schedules, venues, dates and timings, requirements change each year.
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09:00～11:00
11:00～11:30
11:30～12:00
12:00～13:00
13:00～13:30
13:30
17:30（予定）

スキーレッスン（2 時間）
レンタル品返却
着替え
昼食
荷物最終確認
スキー場出発
Little Angels International School 三鷹本校 到着
(道路状況によって到着が遅れる可能性があります)

]※スキーレッスンの時間の都合でお昼を食べる時間がないのでバスの中で軽食を取ります。そのた
めおにぎりやパンなどの軽食を持たせてください。バスの座席にはテーブルはありませんのでこぼ
れやすい食べ物は持たせないでください。
別当費用 : 「参照のみ」
「実際の費用は後ほど」
スキー板,ブーツ、ストックのセット
２,８００ 円/２日間
ウェアー（上下）
１,８００ 円/２日間
ヘルメット（必ず着用します）
３００ 円/２日間
小物（帽子、手袋、ゴーグル）
各３００円(３点９００円)/２日間
ご利用になったレンタルの費用は別途、３月に口座引き落としさせていただきます。
カバンには、バッグ１にスキー場で使うもの、バッグ２に宿泊先で使う物に分けて入れてください。
集合時の服装 ：朝は家からスキーウエアを着用して来てください。
・
・
・
・
・
・

スキーウエアの上下（レンタル可能） ポケットにハンカチとティッシュ
暖かい下着
タートルネックシャツ
スキータイツ
厚地のハイソックス （ウールなど）
靴はスノーブーツが良いですが、無い場合は撥水スニーカーでも可

バッグ１ ： スキー場で使うもの
ゴーグル
手袋（五本指タイプ）
ヘルメット （レンタル可）
ニットキャップ （耳まで隠れるニット帽）
上からヘルメットをかぶる為、先端にポンポンなどがついていると使えません）
ハンドタオル
リフト チケット ホルダー
スナック
水筒
Student Hand Book
健康保険証のコピー
替えの厚地靴下
替えの下着
お小遣い５００円～１，０００円（飲み物等を自分で購入する必要がある場合）

Sample contents for reference purposes.. Note that the schedules, venues, dates and timings, requirements change each year.
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ハンカチ、ティッシュ[日焼け止め
[日光が雪で反射して、日焼けをしますので持ってくることをお勧めします]
バッグ２ : 宿泊先で使うもの
ハンカチ、ティッシュ
ジャケット
携帯電話 （必要な場合は）
（山では携帯の電波が入らない可能性があります）
洗面用具（フェイスタオル、歯ブラシ,歯磨き粉）
風呂用具（バスタオル等）
着替え
下着 × ２
靴下 × ２
パジャマ（スウエットなど暖かめのもの）
濡れたものをいれるビニール袋 4-5 枚
必要なものを再度確認し、持ち物には全て名前をつけてください。
下記の情報をコピー＆ペーストし記入の上、メールにて XXX,DD,MM,YYYY までに必ず返信してく
ださい。
アレルギーがある場合はその詳細を下記のアレルギーの欄に必ず記入してください。
生徒名：
年齢：
住所：
生年月日：
アレルギー：
緊急連絡先：
スキー経験：
レンタル：ヘルメット/スキー板/スキーブーツ/ストック
靴のサイズ：
身長：
体重：
その他の連絡、ご心配事、コメントなど：

----------------------------------メインリストへ戻る--------------------------------
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13. International Exchange
Notification #1
保護者の皆様へ
ご存知のように、２年に１回、Ｙ５・Ｙ６向けに開催しているインド研修旅行についてのご連絡で
す。この研修旅行は、インドを楽しむだけでなくインド国内で評判のよいインターナショナルスク
ールを訪問することでもあります。併せてこの研修旅行は、貴重な体験をしたり、現地のインター
ナショナルスクールの生活や異文化に生で触れることが出来ます。
そこで、Ｙ５・Ｙ６の生徒の保護者の皆様にお集まりいただき、この件につきまして話し合いの場
を持ちたいと思います。ABCday2, DD1, MM, YYYY / 三鷹本校
以上、宜しくお願い致します。
Administration
Notification #2:
保護者の皆さまへ
いつもお世話になっております。先般よりご連絡しておりましたインド研修旅行ですが、催行する
ことに決まりましたのでお知らせいたします。
すでにお伝えしたことではありますが、子どもたちがこの機会に体験する新しい文化や価値のある
知識は、一生に一度の体験ではないかと思います。
５年生、６年生は、世界でもっとも美しいヒマラヤ山脈を目にすることができ、素晴らしい体験が
できることでしょう。是非、クラスメートと一緒にこの素晴らしい旅行に参加していただければと
存じます。
今回の旅行について、概要を以下に記載いたします。
１．旅行予定：

０２月 XX1 日～０２月 XX2 日
「 日程は航空機、予約状況等によって変更がありえます。
」
２．旅費
XXX,XXX 円
３．旅行保険
IIII 円
４．査証取得手続料 XXXX 円
５．パスポート有効期限 旅行開始日から６ヶ月以上有効であること
この件につきましては１２月 DD 日（曜日）の保護者会の後に打ち合わせの機会を設けます。それま
でに、必要な書類を揃えるようにいたします。パスポートおよび必要書類は、２０YY 年０１月年明
けまでにご提出いただく予定です。
色彩豊かで、美しく様々な文化が入り混じるこのインド研修旅行に是非ご参加いただけますよう重
ねてご案内申し上げます。
以上、よろしくお願いいたします。
Administration
----------------------------------メインリストへ戻る--------------------------------
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14. Fine Arts Day
保護者の皆様
Date：
会場：
住所：
時間:：
服装:

ABCday, DD1, MM, YYYY
三鷹市公会堂 「または後ほどご連絡」
1-1-1, ののの、三鷹市東京
午前９時～１２時「開場は 9 時、プログラムは９時１０分にスタートします」
小中高生は学園白ポロシャツ、黒ズボン
幼稚園児は学園オレンジポロシャツ、黒ズボン

衣装と準備物：
各自衣装や使用するものを、まだ先生に提出していない生徒はプログラム開通前
の週末までに忘れずに持ってきてください。
**すべてのプログラムは 3 時間で終了となりますので、幼稚園の保護者の方もぜひ残って上の学年
の発表をお楽しみください。
生徒たちは 1 年間練習してきた成果を発表するこの日のために、
たくさん準 備を重ねてきました。
***保護者の方は小さなお子様から目をはなさず、お静かにご覧いただきますようご協力をお願いい
たします。
****注意事項：
会場内は飲食禁止です。
館内は禁煙です。
携帯電話など音の出るものは電源をお切り頂くかマナーモードでご使用くだ さい。
地震や火災など非常事態が発生した場合は公会堂職員の誘導に従い落ち着いて避難してください。

プログラムの前日はファインアーツデイの準備のために、アーリーディスミサ ルで幼稚園、小学校、
中学校共に 12 時終了です。
*****Fine Arts Day の日、園バスは運行します。 水曜日のスケジュールです。
プログラムの前日は幼稚園のチャイルドケアおよび学童保育は通常どおり承ります。
以上、
よろしくお願いいたします。
Administration
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15. Project Day
ABCday, DD1, MM, YYYY プロジェクトディ２０＊＊
プロジェクトディが、三鷹本校で行われます。
一学年のすべてのプロジェクトを生徒より発表いたします。
スケジュール：
ルビー と パールＫＧ：
１０時から１０時４５分
ＪＫＧ と ＳＫＧ：
１０時４５分から１１時１５分
Ｙ１：
１１時００分から１２時００分
ルビー、パール、ＪＫＧ、ＳＫＧとＹ１の保護者の方は、９時４５分に来てください。
Ｙ１と～Ｙ１３：
１時から２時３０分まで
子どもたちは、昼食を食べて、午後の授業が終わってから帰ります。
スクールバスは、いつも通り運行します。
ルビー、パールＫＧ、ＪＫＧ、ＳＫＧとＹ１の生徒は保護者の方とご一緒へ可能です。
Ｙ２からＹ１３の生徒は午後３時３０分まで通常のスケジュールです。
保護者の方ぜひすべての発表をご覧ください。
以上、宜しくお願い致します。
Administration
----------------------------------メインリストへ戻る-------------------------------16. Potato Digging
保護者の皆様、
PA から Y４の生徒は ABCday, DD1, MM, YYYY に芋ほりにいきます。
持ち物：
１．
タオル
２．
大きめのビニール袋 2 枚（破れないよう 2 枚重ねにして、もち手部分はテープ でとめる。
忘れないよう記名して下さい。
）
３．
長靴
４．
首にかけられるタイプの水筒
５．
軍手（土の中に石が混じっているので 軍手をしたほうがよいとのことです。
）
以上、
宜しくお願い致します。
Administration
----------------------------------メインリストへ戻る---------------------------------
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