
Summer School 2021



7/21（水）～8/24（火）までの夏休み期間（全18日）は、ハウマイツ夕陽丘校・
堀江校・阿倍野校の3箇所でサマースクールを開校します。合計約200時間に及ぶ
密度の高い英語環境は、お子様の能力を高める機会です。１年間の学習時間の
約1/5にあたります。様々なActivityやGuest Teacherによる特別レッスンなどを予定
しています。ぜひご参加ください。

なお、外部生につきましては、今回は堀江校と阿倍野校での参加とさせていただきます。
また、英語のみでハウマイツでの生活を送ることができる方のみを対象とさせていただきます。

定員は夕陽丘校40名、堀江校30名、阿倍野校20名となりますので、お早めに
お申込みください。

※全て消費税込の表記です。

サマースクール



1日のスケジュール
基本のスケジュールは左記の通りです。

ActivityやGuest Teacherによる特別レッスンの状況
によって、1日ごとに適宜変更いたします。

※また実際のスケジュールは、当日に変更になる可能性もご
ざいます。

8:00 Doors Open

9:30 Guideline

9:40 Classes Start

10:30 Activity 1

12:00 Lunch

13:20 Classes

14:00 Activity 2

15:00 Snack

15:50 Classes

16:30 Clean up

17:00 Board Games

17:50 Free Play

19:00 Close



Google Formからお申し込みください。申し込みいただいた日程の変更は7/5(月)まで
可能ですが、それ以降は変更、キャンセルはできません。日程と利用校の確保は
先着順となります。

■必要書類
＜会員の方＞
Google Formからお申込みください。（下記URLはメールでも送信しております。）

https://forms.gle/NwxbC1chrLpiowz47

＜外部生の方＞
（堀江校と阿倍野校のみ。外部生の方は夕陽丘校にはご参加いただけません。）

・Summer School 2021利用日 申込書
・ハウマイツ・スクール Summer School 2021 入会申込書
・健康状態告知書

申し込み方法



8:00 – 19:00

※お迎えはありません。

クラスは9:30にスタートしますので、できる限りそれまでに入室をお願い
いたします。

営業時間



欠席の場合は、必ずご連絡をお願いいたします。

howmights@gmail.com

教室の電話 ： 06-6796-7424（夕陽丘校）
06-4393-8484（堀江校）
06-6657-4455（阿倍野校）

サマースクールの期間が始まってからは、振替はできません。

欠席 ・ 振替



台風、災害、猛暑、新型コロナウィルスの感染状況などにより、やむを得ず
休校とする場合がありますので、ご了承ください。

また上記理由や当日のGuest Teacherの体調不良などにより、特別レッスンが
中止となる場合があります。中止の場合は状況に応じて料金をご返金する
場合があります。

台風、災害、猛暑など



Lunch

・ランチ提供をご希望の方は別途702円(税込)になります。
・アレルギーは非対応です。
・お弁当持参ＯＫです。食中毒防止のため、お弁当の保管は冷蔵庫のみと
させていただきます。冷蔵庫での保管を希望されない方はランチ時間に合わ
せておうちの方にご持参して頂くか、お弁当の注文をお願いいたします。

Snack

・３時ごろにおやつを提供します。Guest Teacherによる特別レッスンの
場合は、時間がずれる場合があります。（パン、フルーツ etc）
・アレルギーは非対応です。

Lunch and Snack



Activities

アクティビティの全体スケジュールは
別紙でご確認いただけます



ピアノとクラリネットのミニコンサート

日程・開催場所
・夕陽丘校：7/21 (水) クレオ大阪 (クラリネット、ピアノ)

・阿倍野校：7/21 (水) まつむし音楽堂 (クラリネット、2つ目の楽器は調整中)

・堀江校： 7/28 (水)江の島文化芸術創造センター (クラリネット x 2)

（いずれの場所も徒歩での移動となります）

料金：2200円(税込)

準備物：特になし
クラシックとジャズを織り交ぜたクラリネットと、ピアノまたは他の楽器との
アンサンブル・コンサートです。

外出・全員



日程： 7/26 (月)

開催場所：夕陽丘・堀江・阿倍野各校
料金： 1320円(税込)

準備物：手ぬぐいと扇子(すでにお持ちの場合はご
持参ください。必須ではございません。)

落語体験 ～落語をやってみよう！～

子どものための落語ワークショップです。
落語の鑑賞と、簡単な落語のワークショップを通して、
日本の伝統芸能に慣れ親しんでいただけます。

全員



ソーラーカーを作ろう！
太陽の光で車が動く？
作って楽しい、知って楽しい、遊んで楽しい！

日程： 夕陽丘校 7/27 (火)

堀江校 8/5 (木)

阿倍野校 8/18 (水)

料金： 1430円(税込)

準備物：なし

１～３年生のみ



日程： 夕陽丘校 7/27（火）
堀江校 8/5（木）
阿倍野校 8/18（水）

料金： 1870円(税込)

準備物：作業用の長袖Tシャツ、不要になった布切れ
（綿のみ可、ポリエステル等は不可）

ラジオ制作
はんだづけを伴う電子工作を行います。
簡単なラジオを制作します。
（2年前のサマースクールで実施したものと
同内容となります。）

4～6年生のみ



日程： 夕陽丘校 8/19 (木)

堀江校 8/17 (火)

阿倍野校 7/28 (水)

料金：なし
準備物：特になし

プログラミング＆分解し隊！ 4～6年生のみ

コーチ ミンによる高学年向けのプログラミング・レッスンと
身近なものを分解し、その仕組みを学ぶレッスンの2部構
成となっています。

プログラミングではスクラッチを使用し、普段よりも複雑な
ゲームを作ります。



日程：7/29 (木)、8/23 (月) (2回実施します)

開催場所：夕陽丘・堀江・阿倍野各校
料金：550円(税込)

準備物：大判タオル、着替え、動きやすい服装

YOGAでリフレッシュ！

子どものためのヨガ教室です。
ヨガを通して、呼吸法やポーズを練習することで体幹を鍛え、
集中力やバランス感覚を養い、たくまくしなやかな心と身体を
つくります。

講師の島田先生は、インドでもヨガを習ったご経験があり、
現在はヨガスタジオやスポーツクラブでインストラクターとして
活躍されています。

全員



日程：7/30 (金)

開催場所：夕陽丘・堀江・阿倍野各校
料金：880円(税込)

準備物：特になし

オリジナル絵本を作ろう

登場人物を創り出すところからスタート。じっくり
と自分のオリジナルのキャラクターを作っていきま
す。最後はストーリーに沿って絵を描いて、世界
で一つだけの特別な絵本のできあがりです。

全員



オリジナル時計を作ろう
工作キットを使って時計を作ります。
完成後は自由にデコレーションし、オリジナルの
時計に仕上げることができます。
できあがった時計はご自宅でお使いください。

１～３年生のみ

日程：8/2（月）
開催場所：夕陽丘・堀江・阿倍野各校
料金：1870円(税込)

準備物：汚れても良い服装（スモッグ等）



難しい！立体パズルを組み立てよう！
日程： 8/2 (水)

開催場所：夕陽丘・堀江・阿倍野各校
料金： 1650円(税込)

準備物：特になし

4～6年生のみ

立体パズルキットを使用して作ります。
大人もびっくり！とっても難しい３Dパズルです。
しっかり作れたら実際に動きます。
出来上がったらあなたもパズルの達人？！



日程：8/3 (火)

開催場所：夕陽丘・堀江・阿倍野各校
料金：660円(税込)

準備物：特になし

バルーンアートを作ってみよう
プロのバルーンアーティストによるバルーンアートのワーク
ショップです。

※風船は口ではなく、専用の機械で膨らましますので
安心してご参加ください。

全員



日程：8/4 (水)

開催場所：夕陽丘・堀江・阿倍野各校
料金：なし
準備物：汚れても良い服装（スモッグ等）

ダンボール Day
子ども達が大好きなダンボールを好きなだけ使って、ロボッ
トやお城、迷路など、大きな作品を作ります。

ご自宅ではなかなかできない楽しい経験となること間違い
なしです。

全員



日程：8/6 (金)

開催場所：夕陽丘・堀江・阿倍野各校
料金：なし
準備物：特になし

Festival Day
オリジナルのはっぴ、おみこし、ちょうちん・ランタンなど、
夏祭りのアイテムを作り、ハウマイツで夏祭り気分を
盛り上げましょう！

全員



日程：8/16 (月)

開催場所：夕陽丘・堀江・阿倍野各校
料金：1650円(税込)

準備物：特になし

マジックショー
プロマジシャン、Shumpeiによるマジックショーです。
プロのマジシャンの技を間近に見られる、またとない
チャンスです。是非ご参加ください。

全員



日程： 夕陽丘校 8/17（火）
堀江校 8/18（水）
阿倍野校 8/17（火）

料金：2090円(税込)

準備物：特になし

さをり織り
さをり織りは、大阪発祥で年齢性別に関わらず、
自由に自己表現ができる手織りです。実際に織り機を
使い、カラフルからシックまでたくさんの糸を織りこんで、
世界に一つだけの作品を作ります。
作品は当日お持ち帰りいただけます。

全員



日程：8/20（金）
開催場所：夕陽丘・堀江・阿倍野各校
料金：4950円(税込)

準備物：汚れてもよい服の着替え

陶芸
2年前も大好評だった陶芸体験です。手回しろくろを使い、
作品を作ります。制作した作品は焼き工程を後日工房の
方で行ってもらい、約1か月～1か月半後にお子様にお渡し
いたします。

焼く過程で割れてしまう場合もありますので、ご了承ください。
また、外部生の方は後日、参加校まで取りに来ていただく
必要があります。

全員


