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【日本語版】プログラム案内 

目的:
IGS スプリングスクールでは、英語環境の中で「英語コミュニケーション力」を向上させ、様々な運動競技を通して「海外留学の入り口」を目的とした、国際

スポーツプログラムとなっております。スクールは午前と午後の2部に分かれており、午前はESL講師の元で「フォニックス」「スペリング（つづり）」と「発

音」法則」「日常で使用する英会話」や「簡単なプレゼンテーション」等のコミュニケーション力の取得に向けて学んでいきます。午後はスポーツ施設を使用

し、海外の専任コーチの元で様々な身体作りのための基礎運動トレーニング、技術や協力性のスキル向上、戦術に沿った多種多様なスポーツ競技を3
日間学びます。

スケジュール:
3月27日（月）～ 3月29日（水）

9:00am 〜 3:00pm (3:30pm– 4:00pm 解散)　

お申し込み方法:
1. リンクよりお申し込みフォームにご記入ください: https://forms.gle/4izkLXoxjMi2wSdT7
2. お手続き方法をお送りいたします。

3. 請求書をメールアドレス宛もしくはLINE宛にお送りいたします。お支払いの確認が取れ次第お手続きが完了となります。定員オーバーの場合

はウェイティング・リストに登録され、キャンセル待ちとなります。

100% 英語環境での授業を提供しております。

授業は海外での学校施設やインターナショナルスクールで長年指導してきた外国人やバイリンガルコーチの下で全て英語で行われます。プログ

ラムは、安全で、楽しく、教育的な授業やアクティビティを提供します。

キャンセル規定: 2週間前までは80%返金致します。それ以降は支払い済み参加費の返金はいたしません。開催に必要な生徒数が集まらず、スクールが開催されなかった場合に

は返金をいたします。体調不良や怪我、不慮の事故などによる欠席に対する返金は致しません。また悪天候やそれによる交通状況により閉校あるいは一部クラスがキャンセルさ

れた場合でも、返金は致しません。安全を考慮して生徒を下校させた場合でも、返金はいたしません。また、ある生徒が良好な教室・施設環境の維持に適していないと当スクール

が判断して出席停止にした場合でも、返金は致しません。



【ENGLISH】PROGRAM GUIDE 

GOAL:
At IGS Spring School, we provide an international sports program that improves your child(ren)’s communication skills within 
an English speaking environment while providing helpful sports lessons for future education in foreign countries. The school 
consists of AM classes and PM classes: in AM classes, students will learn the basics of English including phonics, 
conversational English and English presentation in order to acquire English communication skills. In PM classes, we will be 
using various sports facilities to conduct basic trainings for body building, teach cooperation skills and learn about various 
sports activities. The school is held for the total of 3 days. Furthermore, we will be providing an opportunity for students to 
interact with other children from foreign countries who live in Japan as means of international communication.

SCHEDULE:
Monday, March 27th ~ Wednesday, March 29th  /  9:00 am - 4:00 pm　

HOW TO APPLY:
1. Please fill in the application form through the link: https://forms.gle/4izkLXoxjMi2wSdT7
2. We will send you an invoice via email address. The application process will be complete as soon as your payment is 

confirmed. If we exceed the capacity of students we can register, you will be registered on the waiting list and you will 
need to wait for cancellation.

PROGRAM IS CONDUCTED IN ENGLISH-SPEAKING ENVIRONMENT:
All classes are conducted in English under English speaking coaches (natives and bilinguals included) who have teaching 
experiences at schools abroad or at international schools. We strive to provide a safe, fun and educational program, classes 
and activities.

CANCELLATION FEE: 80% will be refunded to cancellation that are submitted more than two week in advance. We will not be able to provide any refunds for anything 
later than this date. If we were unable to conduct the program due to the limited number of students, we will refund you. No refunds will be made for absences due to 
poor physical condition, injury or accident. We also cannot make any refunds even if we cannot conduct the whole program or part of the classes due to bad weather or 
bad traffic conditions. No refunds are made if we were required to let the students go home earlier than the schedule due to safety reasons. In addition, if a student was 
deemed that he/she is not suitable for maintaining a good classroom or facility environment and needed to be suspended from the school, we cannot provide you any 
refunds.

日本語版は次のページにてご確認ください



DAY 1 (MONDAY, DECEMBER 26th)
月曜日

DAY 2 (TUESDAY, DECEMBER 27th)
火曜日

DAY 3 (WEDNESDAY, DECEMBER 28th)
水曜日

8:45
 8:45am MEET UP / 集合 

Coach will pick up students / コーチが子ども達をピックアップします。
@ JR KAMATA STATION CENTRAL EXIT  / JR 蒲田駅 中央改札口

9:00 9:00-11:00 ESL LANGUAGE ARTS 
英会話アクティビティ・ゲーム　 　

10:00
ESL LITERACY / フォニックス (発音)・ スペリング(つづり)・コミュニケーション (会話)・プレゼンテーション (発表)

11:00 11:00 - 11:45 LUNCH / ランチ 
*Please bring your own lunch / お弁当は持参となります。

12:00pm TRAIN & BUS 電車・バス移動 TRAIN & BUS 電車・バス移動

13:00pm
(仮) 13:00 -15:00 

INTERNATIONAL SWIMMING/ 国際 スイミング
OAFU TAMAGAWA FITNESS CLUB

オアフ多摩川フィットネスクラブ
スイミング内

(仮) 13:00 -15:00 
INTERNATIONAL TENNIS / 国際テニス

新宿ヒルトン東京  
テニスコート内

(仮) 13:00 -15:00 
Parkour or Intercultural sports event

パルクール もしくは 国際交流会

Mission Parkour Park 14:00pm

15:00pm TRAIN & BUS 電車・バス移動 TRAIN & BUS 電車・バス移動

16:00pm 16:00pm DISMISSAL & PICK UP  / 解散 & 保護者お迎え
@ JR KAMATA STATION CENTRAL EXIT / JR 蒲田駅 中央改札口

(2/14 更新) WEEKLY TIME SCHEDULE 
週間タイムスケジュール



PARENTS’ ROLE
保護者様の役割  

Drop off / 集合について

集合時間 @ 8:45am 
MEET UP AT JR KAMATA STATION CENTRAL EXIT 
蒲田駅 中央改札口にて集合

• Coaches will pick the students up everyday at the station. Please drop off your children on time. For the details, 
please check the “WEEKLY TIME SCHEDULE” page.

• コーチが子ども達を毎日ピックアップしますので時間内に集合ください。詳細は “WEEKLY TIME SCHEDULE 週間タイムスケ

ジュール”のページをご確認ください。

How to pick your child up / お迎えについて

解散時間 @ See WEEKLY TIME SCHEDULE / 週間タイムスケジュールを参照

DISMISSAL AT JR KAMATA STATION CENTRAL EXIT
蒲田駅 中央改札口にて解散

• We will dismiss students at the station. However, dismissal time will be different depending on the day. For the details, 
please check “WEEKLY TIME SCHEDULE” page.

• 基本的にはJR蒲田駅中央改札口にて解散いたします。状況により解散時間が多少早くなる場合がございます。



3 DAYS (3日間) 2 DAYS (2日間) 1DAY (1日)

DAYS 38,500 JPY 30,800 JPY 18,700 JPY

PRICE (TAX INCLUDED)
料金表(税込)

＊The fee includes tuition, teaching materials, sports insurance, contact system, facility fee, pick up　/ drop 
off fee at the station. 授業料、教材費、スポーツ保険、連絡用システム、施設費、駅までの送迎代を含めた料金と
なっております。

＊10% special discount for English speakers.  ＊10% discount off sibling 兄弟割引 10%  



e-mail:
info@igsacademy.org

Website: 
igsacademy.info （日本語）/ en.igsacademy.info (English)

住所 / Address: 
〒146-0082 東京都大田区池上6-19-19-202 
202 6-19-19 Ikegami, Oota-ku, Tokyo 146-0082

CONTACT US / お問い合わせ

mailto:info@igsacademy.org
http://igsacademy.info
http://en.igsacademy.info

