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子どもの百のことば 

～表現力を伸ばす ワークショップ～ 

 

 

 

 

 

 

 

新緑がまぶしい季節となりました。子ども達も新しい生活に慣れ、充実した日々を送っています。 

近年、子どもがのびのびと自分の気持ちや考えを表現する機会を持つことが重要視されています。 

そこで、Guppy クラスで取り入れておりますプロジェクトアプローチを 2 歳以上の生徒さんにもぜひ体験していただきたく、今夏も

SEI と別枠で新たに「子どもの表現力を伸ばす」ワークショップを開催いたします。5日間を通して参加することでプロジェクトが完

成するプログラムとなっております。尚、このワークショップは想像力と表現力をより多く引き出せるよう、日本語を交えたバイリンガ

ルにて行います。 

参加ご希望の方は下記の通り、お申し込みください。 

記 

★日時：8月 1日（月）～8月 5日（金）の 5日間、9時～12時※スナックタイムあり 

★対象：在校生の 2歳児～未就学児 

※母子分離の問題がなければ外部生の参加も可能です。お友達でご興味のある方がいらっしゃいましたら、どうぞお誘い合わせくださ

い。 

★参加費：20,000円/1名 

★持ち物：飲み物、スナック（チョコレート、飴、キャラメルを除く）、タオル、※汚れても良い服装でお越しください。 

★内容詳細：表現力を育てる Yoga、Yoga story making、音遊び、探求型プロジェクトなどを考えております。 

 お子様とのお話しを通して、最終的にどのプロジェクトを行うか決定します。 

 最終日には保護者様向けにプレゼンテーションの時間を持つ予定でございます。 

★定員：8名（最少催行人数 3名） 

※定員に達しましたら申し込みを締め切らせていただきます。先着順となっておりますので予めご了承ください。 

★お申込み方法（内部生、外部生共通） 

①件名にワークショップ名「子どもの百のことば」、本文にクラス名とお子様のお名前を明記してイベント用アドレスまで送信してくだ

さい。イベント用アドレス⇒event.littlestarfish@gmail.com 

②休校日を除く 3日以内にスクールよりご参加の可否や振込先などの返信をいたします。 

※返信がない場合は正常にメールの送受信ができていない恐れがあります。 

お手数ですが、お電話にてご連絡ください。⇒0467-58-1875 

③期日（ご参加確定から２週間後）までにお振込みをお願いいたします。期日を過ぎた場合は自動キャンセルとなりますので予

めご了承ください。 

※申込み期限：7月 9日（土）迄 

ご不明点や質問などございましたらお気軽にお尋ねください。 

以上 



2016年 6 月 21 日 

 
Little Starfish International Play School 

Dear parents and caregivers 
 

100 words of Children 

～The workshop to enhance children’s powers of expression～ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We are happy to say that the children are getting used to their new school environment and settling into school 
life. Nowadays, every child brings with them deep curiosity and potential. This innate curiosity drives their 
interest to understand their world and their place within it. 
We plan to hold a special workshop called “100 words of children” in order to introduce children to our project 
approach which we are integrating into Guppy class.  
This 5 days’ workshop would be great opportunity to enhance your child’s powers of expression. 
If you are interested in this workshop, please apply after checking the details below. 

 

★Date & Time：Monday 1
st 

August - Friday 5
th
 August, 9 a.m. - 12 p.m.  5days * including snack time 

★Target students：2 to 6 years old ※We welcome interest from outside students if they are comfortable 

being separated from their mothers, please invite your friends if they are interested. 

★Tuition Fee：20,000 円 per person 

★Language: Bilingual (English and Japanese) 

★What you need to bring：A drink bottle, a snack (Except Chocolate, Candy and Caramel), a Towel,  

※Please wear clothes you don’t mind getting dirty. 

★Workshop will include Yoga, Sound play and other kinesthetic activities. 

★We will collaborate with the children to decide the details and direction of their projects.  

★The children will have an opportunity to present their project or their work in front of parents.  

★Capacity: Minimum 3 people, Maximum 8  

   ※First come, first served. 

 

How to apply 
① Please send an email with the Subject Line “100 word of children” to event.littlestarfish@gmail.com letting 

us know of your booking. 
② We will confirm applications within 3 days. If you do not receive a reply from us, please call us on 

0467-58-1875 to confirm. 
③ Please make payment within two weeks of receiving booking confirmation otherwise we will unfortunately 

have to cancel your booking. 
 

The application cut off is Saturday 9th of July 
 
 
Please let us know if you have any inquiries, thank you. 

 

mailto:event.littlestarfish@gmail.com

