
2020 UPBEAT 

Summer Time Program 
----------For Kinders---------- 
◆期   間：7/21(Tue)～8/7(Fri) 12days 

◆対   象：年少 ～ 年長 ※本校 Preschool 生の子ども達のクラスに参加します。 

◆時   間：9:30～15:00 (9:00～9:30 登校時間、15:00～15:15 下校時間) 

※お迎え時間を超えての滞在は、別途料金が発生します。ご了承ください。 

◆場   所：UPBEAT 中川校舎 もしくは 天白校舎  

※集合・解散場所は各校舎となります。希望校舎はお申込み時に選択ください。                

◆費   用：《1 日単位》― 6,000 円(税別) 

※Activity Day に参加される方は参加費用として別途 500 円（税別)が必要です。 

Activity の内容は当日までのお楽しみ☆ : ) 

※ランチ(400 円＋税/日)が別途必要です。お子様がアレルギーをお持ちの場合はお弁当を持参ください。 

※バスオプション (750 円＋税/日)は、イベント期間中のため先着順となります。 

バスの利用を希望される場合は、事前にオフィスまでご相談ください。 

※8:00 からの早朝保育や 18:00 までの延長保育を希望の方は、お申込み時に該当箇所へ回答ください。 

                 

◆日   程 : 本園 Preschool と同じレッスン内容（Theme: “Earth Resources”）です。 

 Schedule Date 備考 

1st Week 1st Session 

2nd Session 

Lunch 

/Free Play 

3rd Session 

7/21(Tue)、22(Wed) 

 

 

2nd Week 7/27(Mon)～31(Fri) 
（中川） 7/ 30（Thu）Activity Day 

（天白） 7/ 31（Fri）Activity Day 

3rd Week 8/3(Mon)～8/7(Fri) 
（中川） 8/6 （Thu）Activity Day 

（天白） 8/7 （Fri）Activity Day 
 

◆持  ち 物： ストラップ付水筒、カトラリーセット、ハンドタオル、上履き、帽子、筆記用具、色鉛筆 

※天白校舎を選択される場合は、カトラリーセットの持参は不要です。 

※年少のみ、大きめのタオルを持参ください。（昼食後は、床にタオルを敷いて休憩します） 

※希望される方は、虫刺されクリームを記名の上ご持参ください。 

             日焼け止め、虫よけスプレーは登園前にご自宅で塗付してください。 

 ◆申   込： QR コードより申し込みください。 
※締め切り後にオフィスより受付完了もしくは waiting の連絡をメールにていたします。 

          オフィスからの受付完了後、5 日以内にご入金をお願いします。 
          入金の確認を以て、申し込み手続き完了とさせていただきます。 

※お電話での申込みは受け付けておりません。 
※人数制限があり先着順となりますので、お早めにお申込みください。 
※入金後のキャンセル、変更などは一切お受けできません。  

※最少催行人数は各日 3 名です。3 名に満たない場合は開講いたしません。 
 

 

 
  

申込期限 2020 年 6 月 30 日(火) 16：00 

 
Guest 

― 振 込 先 － 
三菱ＵＦＪ銀行 六番町支店 

普通預金 0041623 
一般社団法人 アップビートインターナショナルスクール 



-----For Elementary Kids----- 
◆期   間： 7/21(Tue)～8/7(Fri) 14days 

◆対   象：英語基礎・英語未経験者 小学 1 年生～小学 6 年生 (Basic) 

インター卒・帰国子女 /小学 1 年生～小学 6 年生 (Advance) 

◆時   間：9:30～15:00 (9:00～9:30 登校時間、15:00～15:15 下校時間) 

※お迎え時間を超えての滞在は、別途料金が発生します。ご了承ください。 

◆場   所 : UPBEAT 熱田校舎 もしくは 天白校舎、UPBEAT 小学部 

                  ※7/26(Sun), 8/2(Sun)は中川校舎でのみ開講いたします。 

※集合・解散場所は各校舎となります。希望校舎はお申込み時に選択ください。 

◆費   用 : 《1 日単位》― 6,000 円(税別)  

                   ※Activity Day に参加される方は参加費用として別途 500 円（税別)が必要です。 

Activity の内容は当日までのお楽しみ☆ : ) 

※ランチ(400 円＋税/日)が別途必要です。お子様がアレルギーをお持ちの場合はお弁当を持参ください。 

 ※バスオプション (750 円＋税/日)は、イベント期間中のため先着順となります。 

バスの利用を希望される場合は、事前にオフィスまでご相談ください。 

※8:00 からの早朝保育や 18:00 までの延長保育を希望の方は、お申込み時に該当箇所へ回答ください。 

※7 月 26 日(日)及び 8 月 2 日(日)は、ランチ提供、バスの運行、早朝保育と延長保育はありません。 

 
                 

◆日   程 : Theme: “Earth Resources” 

 Schedule Date 備考 

1st Week 1st Session 

2nd Session 

Lunch 

/Free Play 

3rd Session 

7/21(Tue)、22(Wed)、26(Sun) 

※7/26(Sun)は中川校舎で開講 
 

2nd Week 
7/27(Mon)～31(Fri)、8/2(Sun) 

※8/2(Sun)は中川校舎で開講 

（熱田） 7/ 30（Thu）Activity Day 

（天白） 7/ 31（Fri）Activity Day 

3rd Week 8/3(Mon)～8/7(Fri) 
（熱田） 8/6 （Thu）Activity Day 

（天白） 8/7 （Fri）Activity Day 

        
 ◆持 ち 物： ストラップ付水筒、カトラリーセット、ハンドタオル、上履き、帽子、筆記用具、色鉛筆 

※天白校舎を選択される場合は、カトラリーセットの持参は不要です。 

※アレルギーのお子様はお弁当をお持ちください。 

※日焼け止め、虫よけスプレーは登園前にご自宅で塗付してください。 

             虫刺されクリームを持参される場合は、記名の上ご持参ください。 

 

◆申   込： QR コードより申し込みください。 
※締め切り後にオフィスより受付完了もしくは waiting の連絡をメールにていたします。 

          オフィスからの受付完了後、5 日以内にご入金をお願いします。 
          入金の確認を以て、申し込み手続き完了とさせていただきます。 

※お電話での申込みは受け付けておりません。 
※人数制限があり先着順となりますので、お早めにお申込みください。 
※入金後のキャンセル、変更などは一切お受けできません。 

※最少催行人数は各日 3 名です。3 名に満たない場合は開講いたしません。 

 

 

 

 
申込期限 2020 年 6 月 30 日 (火) 16：00 

― 振 込 先 － 
三菱ＵＦＪ銀行 六番町支店 

普通預金 0041623 
一般社団法人 アップビートインターナショナルスクール 



 

---UPBEAT安全管理ポリシーに基づくお願い--- 
 

現在、新型コロナウィルスによる愛知県の緊急事態宣言は解除されておりますが、本校の安全管理ポリシーに

基づき安全な授業・保育に努めてまいります。Summer Course へご参加いただく際は、下記の内容をご確認い

ただきご登校いただきますようお願いします。 

 

◇登校について◇ 

生徒が登校する際には以下 3 点行った上で入室します。 

・マスク着用必須（幼児含む） 

・玄関前 検温の実施；37.5 度以上の発熱が確認された場合は、レッスンに参加できません。 

・手指のアルコール消毒 ；入口に設置されているアルコールハンドスプレーを利用します。 

 

◇保護者の送迎について◇ 

・全校舎送迎は玄関までとします。各校舎の入り口にてお子様をお預かり・引き渡しをいたします。 

・保護者の方が入室される場合は、全身消毒・検温・手指の消毒をお願いします。 

 

◇安全対策について◇ 

ハグや握手等のスキンシップ、及び直接の触れ合いを原則極力避けて運営します。ご理解ください。   

 

◇昼食時間について◇ 

可能な限り「換気のよい場所」にてソーシャルディスタンスを配慮した体制で喫食します。 

 

◇プールレッスン◇ 

本年度のプールレッスンは新型コロナウィルスによる影響により行わないこととなりました。 

代替として P.E.を熱中症の予防対策を講じてレッスンを行います。 

 

[注意事項] 

ランチの時間同様、運動を行う場合についてもマスクを外すことがあります。 

マスクを衛生的に保管するため「封のできる袋（ジップロックなど）」を記名の上ご持参ください。 

※必要に応じて予備のマスクをご持参ください。 

 

   

 

 

          
 

Social Distance 

2m 


