
2018 UPBEAT 
SummerTimeProgram 

 
 

   ◆対   象： 年少～年長 (2012.4.2～2015.4.1 生まれの生徒) 

  当校 Preschool 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 登園時間、15:00～15:15 降園時間) 

◆場   所: UPBEAT天白校舎/中川校舎、及び関連施設・外部施設 

※集合・解散場所は各校舎となります。 

※希望校舎の申込書に記載の上お申込みください。 

◆レッスン内容： 当校プリスクールのレッスンと同じ 

◆料   金: 《1 日単位》―6,000 円(税別) 
※遠足(中川：木曜日、天白：金曜日)に参加の場合は遠足費(500 円/税別が別途必要です。 
※名古屋港水族館のみ参加費 1,000 円（税別）が別途必要となります。 

      ※プール（中川：水曜日、天白：月曜日）に参加される方はプール費（1,000 円/税別）が別途必要です。 

《5 日間セット》―31,500 円（税別） 

中川校舎のみ 4th Week=32,000 円（税別） 
※5 日間セットには遠足費とプール費が含まれています。 

 

※ランチオプション(天白校舎のみ) 
ー1 日 400 円（税別） (ランチ申込み締切:7/10(火)16:00 ) 

必要な方はオフィスまでお申出ください。 
 

※シャトルバスオプション 
中川校舎から天白校舎間のシャトルバスがご利用可能です。 

●朝 7：30 中川校舎出発 ●帰り 15：50 前後 中川校舎到着 

★今年度に限りバス費用無料（来年度より 750 円(税別)/日のバス利用料金が発生します。） 

★コース途中での乗車の場合は料金が発生します。＜750 円（税別）/日＞ 

シャトルバスは定員に達し次第締め切ります。  

※通学バス、シャトルバスをご希望の方は一度オフィスまでご相談ください。 

 

 

 

 

 

 

◆対   象： 小学 1 年生～小学 6年生 (2006.4.2～2012.4.1 生まれの生徒) 

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

◆場   所: UPBEAT 熱田校舎、及び関連施設・外部施設 

（※集合・解散場所は、UPBEAT 熱田校舎です。） 

 ◆レッスン内容： Theme “Habitats” 

1st week  Jungle 

   2nd week  Desert 

   3rd week  Ocean 

   4th week  Forest 

◆料   金: 《1 日単位》―6,000 円(税別) 
※木曜日に参加の場合は遠足費(500 円(税別)/日)が別途必要です。 
※名古屋港水族館のみ参加費 1,000 円（税別）が別途必要となります。 
※小学生はプールレッスンはありません。 

《5 日間セット》―1st～3rd week=30,500 円（税別） 

4th Week=31,000 円（税別） 

※5 日間セットには遠足費が含まれています。 

 
 
 
 
 

年少～年長 

小学生/英語基礎・未経験者 

Guest 

今年は 
シャトルバス 
無料★ 

自園調理の 
給食注文可♪ 

熱田校舎は毎週木曜日は遠足日♪ 
7/26(木)―中川消防署 
8/ 2(木)―トヨタ産業技術記念館 
8/ 9(木)―Brother Museum 
8/24(木)―名古屋港水族館 
 

天白校舎は毎週金曜日が遠足日♪ 

7/27(金)―dera ふぁーむ 
8/ 3(金)―天白消防署 
8/10(金)―Brother Museum 

8/24(金)―東山動物園 

 

中川校舎は毎週木曜日が遠足日♪ 
7/26(木)―中川消防署 

8/ 2(木)―トヨタ産業技術記念館 
8/ 9(木)―Brother Museum 
8/23(木)―名古屋港水族館 



 
 
 
 
◆対   象： 小学 1 年生～小学 6年生 (2012.4.2 以前生まれの生徒) 
  英語経験者対象（インターナショナルスクール卒業、もしくは帰国子女） 

 
◆時   間： 9:30～15:00   (10:00～10:30 登校時間、15：00～15：15 下校時間) 

 
◆場   所: UPBEAT 天白校舎、及び関連施設・外部施設 

（※集合・解散場所は、UPBEAT 天白校舎です。） 
 

◆レッスン内容 ： 1st session Jungle 
   2nd session Desert 
   3rd session Ocean 
   4th session Forest 
 

◆受 講 料: 《1 日単位》―6,000 円(税別) 
※金曜日に参加される方は遠足費(500 円/税別)が別途必要です。 

      ※小学生はプールレッスンはありません。 

《5 日間セット》―30,500 円(税別) 
※5 日間セットには遠足費が含まれています。 

 

※ランチオプション(天白校舎のみ) 
ー1 日 400 円（税別） (ランチ申込み締切:7/10(火)16:00 ) 

必要な方はオフィスまでお申出ください。 
 

※シャトルバスオプション 
中川校舎から天白校舎間のシャトルバスがご利用可能です。 

●朝 7：30 中川校舎出発 ●帰り 15：50 前後 中川校舎到着 

★今年度に限りバス費用無料（来年度より 750 円(税別)/日のバス利用料金が発生します。） 

★コース途中での乗車の場合は料金が発生します。＜750 円（税別）/日＞ 

シャトルバスは定員に達し次第締め切ります。  

※通学バス、シャトルバスをご希望の方は一度オフィスまでご相談ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
参加ご希望の方は該当の申込書に 

必要事項をご記入の上ご提出ください。 
締め切り 2018 年 7 月 14 日(土) 16：00 

◆日    程： Summer Time Program Schedule 
1st week ― 7 月 24 日(火)  ～ 7 月 30 日(月) 
2nd week  ― 7 月 31 日(火)  ～ 8 月  6 日(月) 
3rd week ― 8 月 7 日(火)  ～ 8 月 20 日(月) 
4th week ― 8 月 21 日(火)  ～ 8 月 27 日(月) 
（8 月 13 日(月)～8 月 17 日(金)はお盆休み） 

 
◆持 ち 物：  水筒、お弁当、ランチセット(ランチマット、カトラリー、お手拭き)、ループ付きタオル、上履き、帽子、 

着替えの予備一式（服・下着/小学生以上は必要な生徒のみ）、筆記用具、クレヨン/色鉛筆 
※必要な方は日焼け止め,虫刺されクリーム、虫よけスプレー等 
※年少のみー大きめのタオル（Quiet タイムに床に敷いて休憩する際に使用します） 

 
〈プールレッスン参加生徒〉 
通常レッスンの持ち物に加えプールセット 

 
<遠足参加生徒> 
リュックサック（自分で背負えるサイズのもの）、お弁当、水筒、レジャーシート、タオル、帽子 
※虫除け・日焼け止めは、登校前にご自宅で塗付してください。 

 

天白校舎は毎週金曜日が遠足日♪ 

7/27(金)―dera ふぁーむ 

8/ 3(金)―天白消防署 

8/10(金)―Brother Museum 

8/25(金)―東山動物園 
 

小学生/英語経験者 

今年は 
シャトルバス 
無料★ 

自園調理の 
給食注文可♪ 


