
※掲載している写真は昨年のものです。

開催概要

Aコース（5日間連続）：８/1(月) ～ 5(金)

B コース（5日間連続）：８/15(月) ～ 19(金)

C コース（5日間連続）：８/22(月) ～ 26(金)

10:00 ～ 14:00(4H)＊延長レッスン、早朝・延長保育もあります。

５日間参加 33,500 円 (税別)/36,850 円 (税込)

63,000 円 (税別)/69,300 円 (税込)

90,000 円 (税別)/99,000 円 (税込)

 6,800 円 (税別)/ 7,480 円 (税込)  

10 日間参加

15日間参加

1日参加の料金

2歳～小学校 6年生＊年齢によってグループ分けをします。

一食につき 350 円 (税別)/ 378円(税込) 　※アレルギーのある方は必ずお申し出ください。 
※希望しない方はお申し出ください。 
※サマースクール参加の学童生も同じ金額となります。

★ご兄弟の場合は、２人目20％OFF、
　３人目30％OFFでご参加いただけます！
★会員以外の方も同料金です。
　お友達を誘ってご参加ください。
★一般の方は、A・B・Cコースは5日参加
　のみの受付となります。

上履き、着替え (下着を含む一式）、汚れ物を入れるビニール袋、予備マスク、帽子、タオル（体ふき用）、
紐つきタオル（手ふき用）、水筒（お茶orお水）、ランチセット（箸・スプーン・フォーク）。
年中以上は筆記用具、クレヨンor色えんぴつ。必要な方はおむつ、おしりふき 等。

※絵の具を使ったアート、アウトドアプレイ、水遊びなどを行います。
　汚れても良い服、靴（かかと、つま先が覆われている安全なサンダル）でご参加ください。
※延長保育（15:00以降）を利用する方はおやつをお持ちください。
　おやつを忘れた場合は、100円(税込)で提供させていただきます。

★5/12(木)20:00から各コース
 5日連続参加の方から優先
　受付を開始します。
★A・B・Cコースで5日連続参加
　以外（日にちを選んで参加）
　希望の方は、5/19（木）20:00
　から受付いたします。

日程

時間

対象

費用

給食

持ち物

お預かり

延長
レッスン
（小学生）

※全ての持ち物に
記名をお願いします！

※必ずマスク着用でご参加ください。

※体調が優れない場合は、参加を見合わせていただきますよう、お願いいたします。

※必ずマスク着用でご参加ください。

※体調が優れない場合は、参加を見合わせていただきますよう、お願いいたします。

小学生限定の1時間オプションレッスン！メインレッスンの内容をもっと膨らませて英語で学ぼう！

 14:00～15:00 1,800 円 (税別) / 1,980 円 (税込)
(小学生で延長保育をご希望の方は、延長レッスンをご受講ください。）　　　　　　

  

お待たせしました！夏の Big イベント Summer School 今年もやります！

5日間連続開催の Aコース・Bコース・Cコースの計 15日間！

テーマごとに毎日思いっきり楽しめる日替わりの Special Activity をご用意しました！

Kids Creation だからできるアメリカンスタイルの課外授業！つくばの里山を再現した

自然豊かな園庭で、夏にしかできないダイナミックな学びと遊びを体験してください！

Hot, Hot, Hot!
テーマ 8/1(月） ～ 8/5(金)

10:00 ～ 14:00

テーマ

テーマ

Aqua Fun!

Breezy Summer

Daily Plan の一例

Early Morning Child Care ( 早朝保育 )

Learning Time & Activity
( 年少まで ) Music, Story Time, Games, Art etc.
( 年中～小学生） Phonics, Reading, Writing, Games etc. 

Activity
Water Play, Outside Games, Science Experiment etc.

Closing Circle
Music, Story Time etc.

Arrival/Work Time

Opening Circle
Greetings, Rules, Music&Dance, Vocabulary, Phonics etc.

Lunch

8:00 ～

10:00

10:15

10:30
～ 12:00

Option Lesson
( 小学生） Phonics, Reading, Writing, Games etc. 

14:00
～ 15:00

12:00

13:00

13:45

～ 19:30 Extended Child Care ( 延長保育 )

上記以外の時間 500 円 (税別) / 550 円 (税込)/30分を加算　＊最長19:30 まで 

延長保育

2歳～年長 小学生

早朝保育

①14:00～15:00   800円(税抜)/ 880円(税込)

②14:00～15:30 1,300円(税抜)/1,430円(税込)

③14:00～17:00 2,200円(税抜)/2,420円(税込)

④14:00～17:30 2,600円(税抜)/2,860円(税込)

　①15:00～16:00　800円(税別) / 880円(税込)  

　②15:00～16:30 1,300円(税抜)/1,430円(税込)

  ③15:00～17:00  1,500円(税別)/ 1,650円(税込)

　④15:00～17:30  1,900円(税別) / 2,090円(税込) 

 ①8:00～10:00 1,500円(税別) / 1,650円(税込)　

　②8:30～10:00 1,200円(税別) / 1,320円(税込)

  ③9:00～10:00  800円(税別) / 880円(税込)

8/15(月） ～ 8/19(金)

10:00 ～ 14:00

8/22(月） ～ 8/26(金)

10:00 ～ 14:00
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Summer School 2022

A コース: 8/1-5

B コース: 8/15 -19

C コース: 8/22-26

Kids Creation人気No.1イベント！
ワクワクがギュッとつまった夏季集中英語プログラム！

TSUKUBA

申込方法 会員限定

3開校日
以 内

A・B・Cコース5日間連続参加の
お申込みはコチラ。
1コースでも連続参加ご希望の方は
先にお申込みください。

A・B・Cコースの期間をご都合の
良い日を選んで参加ご希望の方は、
コチラからお申込みください。

メール
確認後

メールを
ご確認ください

受付完了フォーム
からお申込み

お支払
①振込
②現金

５/9(月) 9:00～５/11（水）12:00
幼稚園・学童週 5利用生
優先受付スタート !

５/19(木) 20:00
A・B・Cコース連続参加以外の方
受付スタート !

※お子様の名前でお振込みください。

【振込先】
常陽銀行 研究学園都市支店 
普3719536カ)キッズクリエーション

【URL】https://ws.formzu.net/fgen/S59620738/

【URL】https://ws.formzu.net/fgen/S68820677/

※お支払いは 5月28日(土)までにお願い致します。お支払いいただけない場合はキャンセル
　待ちの方にお席を譲らせていただきます。人数に合わせて準備を進めておりますので
　5月28日(土)以降のキャンセル、当日欠席の場合、返金はできませんのでご了承ください。
※5日、10日、15日連続参加希望の幼稚園コース、学童週 5日利用のお子様から受付けます。
　優先期間の 5/11(水)12:00 までにお申込みください。
　A・B・Cコースの期間から日程を選んで参加希望の方は、5/19（木）20:00 開始のフォーム
　からお申込みください。
　すでに定員を超えている場合はお申込をお受けできないことがあります。
※県が定めるイベント開催のガイドラインに従い開催いたします。

For Kindergarten & Gakudo (5days/week)

TSUKUBA
つくば市桜1-18-1 029-869-5830  
http://www.kidscreation.jp

※【受入れ場所等のルール】イベント直前に参加者の皆様にあらためてお知らせいたします。

　※A・B・Cコース連続参加以外をご希望の
　　会員の方はコチラから。

P2

入庫

出庫

至 柴崎十字路
Kids Creation
TSUKUBA

ショーボンド

建設様

日本バイオ

セラピー研究所様

年中以下

年長以上

車両すれ違い不可住宅

住宅
住宅

住宅

空地

車のルート

お子様と一緒の時のルート

右折混雑時
左折でお願いします

年中まで
のお子様

年長以上のお子様

P1

駐車場のご案内
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セラピー研究所様

年中以下

年長以上

車両すれ違い不可住宅

住宅
住宅

住宅

空地

車のルート

お子様と一緒の時のルート

右折混雑時
左折でお願いします

年中まで
のお子様

年長以上のお子様

P1

駐車場のご案内

Summer School 2022

A コース: 8/1-5

B コース: 8/15 -19

C コース: 8/22-26

Kids Creation人気No.1イベント！
ワクワクがギュッとつまった夏季集中英語プログラム！

TSUKUBA

申込方法 会員限定

3開校日
以 内

A・B・Cコース5日間連続参加の
お申込みはコチラ。
1コースでも連続参加ご希望の方は
先にお申込みください。

A・B・Cコースの期間をご都合の
良い日を選んで参加ご希望の方は、
コチラからお申込みください。

メール
確認後

メールを
ご確認ください

受付完了フォーム
からお申込み

お支払
①振込
②現金

５/9(月) 9:00～５/11（水）12:00
幼稚園・学童週 5利用生
優先受付スタート !

５/19(木) 20:00
A・B・Cコース連続参加以外の方
受付スタート !

※お子様の名前でお振込みください。

【振込先】
常陽銀行 研究学園都市支店 
普3719536カ)キッズクリエーション

【URL】https://ws.formzu.net/fgen/S59620738/

【URL】https://ws.formzu.net/fgen/S68820677/

※お支払いは 5月28日(土)までにお願い致します。お支払いいただけない場合はキャンセル
　待ちの方にお席を譲らせていただきます。人数に合わせて準備を進めておりますので
　5月28日(土)以降のキャンセル、当日欠席の場合、返金はできませんのでご了承ください。
※5日、10日、15日連続参加希望の幼稚園コース、学童週 5日利用のお子様から受付けます。
　優先期間の 5/11(水)12:00 までにお申込みください。
　A・B・Cコースの期間から日程を選んで参加希望の方は、5/19（木）20:00 開始のフォーム
　からお申込みください。
　すでに定員を超えている場合はお申込をお受けできないことがあります。
※県が定めるイベント開催のガイドラインに従い開催いたします。

For Kindergarten & Gakudo (5days/week)

TSUKUBA
つくば市桜1-18-1 029-869-5830  
http://www.kidscreation.jp

※【受入れ場所等のルール】イベント直前に参加者の皆様にあらためてお知らせいたします。

　※A・B・Cコース連続参加以外をご希望の
　　会員の方はコチラから。
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ショーボンド

建設様

日本バイオ

セラピー研究所様

年中以下

年長以上

車両すれ違い不可住宅

住宅
住宅

住宅

空地

車のルート

お子様と一緒の時のルート

右折混雑時
左折でお願いします

年中まで
のお子様

年長以上のお子様

P1

駐車場のご案内

Summer School 2022

A コース: 8/1-5

B コース: 8/15 -19

C コース: 8/22-26

Kids Creation人気No.1イベント！
ワクワクがギュッとつまった夏季集中英語プログラム！

TSUKUBA

申込方法 会員限定

3開校日
以 内

A・B・Cコース5日間連続参加の
お申込みはコチラ。
1コースでも連続参加ご希望の方は
先にお申込みください。

A・B・Cコースの期間をご都合の
良い日を選んで参加ご希望の方は、
コチラからお申込みください。

メール
確認後

メールを
ご確認ください

受付完了フォーム
からお申込み

お支払
①振込
②現金

５/12（木）20:00
受付スタート !

５/19(木) 20:00
A・B・Cコース連続参加以外の方
受付スタート !

※お子様の名前でお振込みください。

【振込先】
常陽銀行 研究学園都市支店 
普3719536カ)キッズクリエーション

【URL】https://ws.formzu.net/fgen/S33601217/

【URL】https://ws.formzu.net/fgen/S68820677/

※先着順での受付で定員になり次第、キャンセル待ちとさせていただきます。
※お支払いは 5月28日(土)までにお願い致します。お支払いいただけない場合はキャンセル
　待ちの方にお席を譲らせていただきます。人数に合わせて準備を進めておりますので
　5月28日(土)以降のキャンセル、当日欠席の場合、返金はできませんのでご了承ください。
※5日、10日、15日連続参加希望のお子様から受付けます。5/19(木) までにお申込みください。
　A・B・Cコースの期間から日程を選んで参加希望の方は、5/19（木）20:00 開始のフォーム
　からお申込みください。
　すでに定員を超えている場合はお申込をお受けできないことがあります。
※県が定めるイベント開催のガイドラインに従い開催いたします。

TSUKUBA
つくば市桜1-18-1 029-869-5830  
http://www.kidscreation.jp

※【受入れ場所等のルール】イベント直前に参加者の皆様にあらためてお知らせいたします。

　※A・B・Cコース連続参加以外をご希望の
　　会員の方はコチラから。
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ショーボンド

建設様

日本バイオ

セラピー研究所様

年中以下

年長以上

車両すれ違い不可住宅

住宅
住宅

住宅

空地

車のルート

お子様と一緒の時のルート

右折混雑時
左折でお願いします

年中まで
のお子様

年長以上のお子様

P1

駐車場のご案内

Summer School 2022

A コース: 8/1-5

B コース: 8/15 -19

C コース: 8/22-26

Kids Creation人気No.1イベント！
ワクワクがギュッとつまった夏季集中英語プログラム！

TSUKUBA

申込方法 会員限定

3開校日
以 内

A・B・Cコース5日間連続参加の
お申込みはコチラ。
1コースでも連続参加ご希望の方は
先にお申込みください。

A・B・Cコースの期間をご都合の
良い日を選んで参加ご希望の方は、
コチラからお申込みください。

メール
確認後

メールを
ご確認ください

受付完了フォーム
からお申込み

お支払
①振込
②現金

５/9(月) 9:00～５/11（水）12:00
幼稚園・学童週 5利用生
優先受付スタート !

５/19(木) 20:00
A・B・Cコース連続参加以外の方
受付スタート !

※お子様の名前でお振込みください。

【振込先】
常陽銀行 研究学園都市支店 
普3719536カ)キッズクリエーション

【URL】https://ws.formzu.net/fgen/S59620738/

【URL】https://ws.formzu.net/fgen/S68820677/

※お支払いは 5月28日(土)までにお願い致します。お支払いいただけない場合はキャンセル
　待ちの方にお席を譲らせていただきます。人数に合わせて準備を進めておりますので
　5月28日(土)以降のキャンセル、当日欠席の場合、返金はできませんのでご了承ください。
※5日、10日、15日連続参加希望の幼稚園コース、学童週 5日利用のお子様から受付けます。
　優先期間の 5/11(水)12:00 までにお申込みください。
　A・B・Cコースの期間から日程を選んで参加希望の方は、5/19（木）20:00 開始のフォーム
　からお申込みください。
　すでに定員を超えている場合はお申込をお受けできないことがあります。
※県が定めるイベント開催のガイドラインに従い開催いたします。

For Kindergarten & Gakudo (5days/week)

TSUKUBA
つくば市桜1-18-1 029-869-5830  
http://www.kidscreation.jp

※【受入れ場所等のルール】イベント直前に参加者の皆様にあらためてお知らせいたします。

　※A・B・Cコース連続参加以外をご希望の
　　会員の方はコチラから。
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住宅
住宅

住宅

空地

車のルート

お子様と一緒の時のルート

右折混雑時
左折でお願いします

年中まで
のお子様

年長以上のお子様

P1

駐車場のご案内

Summer School 2022

A コース: 8/1-5

B コース: 8/15 -19

C コース: 8/22-26

Kids Creation人気No.1イベント！
ワクワクがギュッとつまった夏季集中英語プログラム！

TSUKUBA

申込方法 会員限定

3開校日
以 内

A・B・Cコース5日間連続参加の
お申込みはコチラ。
1コースでも連続参加ご希望の方は
先にお申込みください。

A・B・Cコースの期間をご都合の
良い日を選んで参加ご希望の方は、
コチラからお申込みください。

メール
確認後

メールを
ご確認ください

受付完了フォーム
からお申込み

お支払
①振込
②現金

５/9(月) 9:00～５/11（水）12:00
幼稚園・学童週 5利用生
優先受付スタート !

５/19(木) 20:00
A・B・Cコース連続参加以外の方
受付スタート !

※お子様の名前でお振込みください。

【振込先】
常陽銀行 研究学園都市支店 
普3719536カ)キッズクリエーション

【URL】https://ws.formzu.net/fgen/S59620738/

【URL】https://ws.formzu.net/fgen/S68820677/

※お支払いは 5月28日(土)までにお願い致します。お支払いいただけない場合はキャンセル
　待ちの方にお席を譲らせていただきます。人数に合わせて準備を進めておりますので
　5月28日(土)以降のキャンセル、当日欠席の場合、返金はできませんのでご了承ください。
※5日、10日、15日連続参加希望の幼稚園コース、学童週 5日利用のお子様から受付けます。
　優先期間の 5/11(水)12:00 までにお申込みください。
　A・B・Cコースの期間から日程を選んで参加希望の方は、5/19（木）20:00 開始のフォーム
　からお申込みください。
　すでに定員を超えている場合はお申込をお受けできないことがあります。
※県が定めるイベント開催のガイドラインに従い開催いたします。

For Kindergarten & Gakudo (5days/week)

TSUKUBA
つくば市桜1-18-1 029-869-5830  
http://www.kidscreation.jp

※【受入れ場所等のルール】イベント直前に参加者の皆様にあらためてお知らせいたします。

　※A・B・Cコース連続参加以外をご希望の
　　会員の方はコチラから。
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P1

駐車場のご案内

Summer School 2022

A コース: 8/1-5

B コース: 8/15 -19

C コース: 8/22-26

Kids Creation人気No.1イベント！
ワクワクがギュッとつまった夏季集中英語プログラム！

TSUKUBA

申込方法 会員限定

3開校日
以 内

A・B・Cコース5日間連続参加の
お申込みはコチラ。
1コースでも連続参加ご希望の方は
先にお申込みください。

A・B・Cコースの期間をご都合の
良い日を選んで参加ご希望の方は、
コチラからお申込みください。

メール
確認後

メールを
ご確認ください

受付完了フォーム
からお申込み

お支払
①振込
②現金

５/12（木）20:00
受付スタート !

５/19(木) 20:00
A・B・Cコース連続参加以外の方
受付スタート !

※お子様の名前でお振込みください。

【振込先】
常陽銀行 研究学園都市支店 
普3719536カ)キッズクリエーション

【URL】https://ws.formzu.net/fgen/S33601217/

【URL】https://ws.formzu.net/fgen/S68820677/

※先着順での受付で定員になり次第、キャンセル待ちとさせていただきます。
※お支払いは 5月28日(土)までにお願い致します。お支払いいただけない場合はキャンセル
　待ちの方にお席を譲らせていただきます。人数に合わせて準備を進めておりますので
　5月28日(土)以降のキャンセル、当日欠席の場合、返金はできませんのでご了承ください。
※5日、10日、15日連続参加希望のお子様から受付けます。5/19(木) までにお申込みください。
　A・B・Cコースの期間から日程を選んで参加希望の方は、5/19（木）20:00 開始のフォーム
　からお申込みください。
　すでに定員を超えている場合はお申込をお受けできないことがあります。
※県が定めるイベント開催のガイドラインに従い開催いたします。

TSUKUBA
つくば市桜1-18-1 029-869-5830  
http://www.kidscreation.jp

※【受入れ場所等のルール】イベント直前に参加者の皆様にあらためてお知らせいたします。

　※A・B・Cコース連続参加以外をご希望の
　　会員の方はコチラから。
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右折混雑時
左折でお願いします
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P1

駐車場のご案内

For Pre-Preschool / Preschool

Summer School 2022

A コース: 8/1-5

B コース: 8/15 -19

C コース: 8/22-26

Kids Creation人気No.1イベント！
ワクワクがギュッとつまった夏季集中英語プログラム！

TSUKUBA

申込方法 会員限定

3開校日
以 内

A・B・Cコース5日間連続参加の
お申込みはコチラ。
1コースでも連続参加ご希望の方は
先にお申込みください。

A・B・Cコースの期間をご都合の
良い日を選んで参加ご希望の方は、
コチラからお申込みください。

メール
確認後

メールを
ご確認ください

受付完了フォーム
からお申込み

お支払
①振込
②現金

５/9(月) 9:00～５/11（水）12:00
幼稚園・学童週 5利用生
優先受付スタート !

５/19(木) 20:00
A・B・Cコース連続参加以外の方
受付スタート !

※お子様の名前でお振込みください。

【振込先】
常陽銀行 研究学園都市支店 
普3719536カ)キッズクリエーション

【URL】https://ws.formzu.net/fgen/S59620738/

【URL】https://ws.formzu.net/fgen/S68820677/

※お支払いは 5月28日(土)までにお願い致します。お支払いいただけない場合はキャンセル
　待ちの方にお席を譲らせていただきます。人数に合わせて準備を進めておりますので
　5月28日(土)以降のキャンセル、当日欠席の場合、返金はできませんのでご了承ください。
※5日、10日、15日連続参加希望の幼稚園コース、学童週 5日利用のお子様から受付けます。
　優先期間の 5/11(水)12:00 までにお申込みください。
　A・B・Cコースの期間から日程を選んで参加希望の方は、5/19（木）20:00 開始のフォーム
　からお申込みください。
　すでに定員を超えている場合はお申込をお受けできないことがあります。
※県が定めるイベント開催のガイドラインに従い開催いたします。

For Kindergarten & Gakudo (5days/week)

TSUKUBA
つくば市桜1-18-1 029-869-5830  
http://www.kidscreation.jp

※【受入れ場所等のルール】イベント直前に参加者の皆様にあらためてお知らせいたします。

　※A・B・Cコース連続参加以外をご希望の
　　会員の方はコチラから。
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お子様と一緒の時のルート

右折混雑時
左折でお願いします
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P1

駐車場のご案内

Summer School 2022

A コース: 8/1-5

B コース: 8/15 -19

C コース: 8/22-26

Kids Creation人気No.1イベント！
ワクワクがギュッとつまった夏季集中英語プログラム！

TSUKUBA

申込方法 会員限定

3開校日
以 内

A・B・Cコース5日間連続参加の
お申込みはコチラ。
1コースでも連続参加ご希望の方は
先にお申込みください。

A・B・Cコースの期間をご都合の
良い日を選んで参加ご希望の方は、
コチラからお申込みください。

メール
確認後

メールを
ご確認ください

受付完了フォーム
からお申込み

お支払
①振込
②現金

５/9(月) 9:00～５/11（水）12:00
幼稚園・学童週 5利用生
優先受付スタート !

５/19(木) 20:00
A・B・Cコース連続参加以外の方
受付スタート !

※お子様の名前でお振込みください。

【振込先】
常陽銀行 研究学園都市支店 
普3719536カ)キッズクリエーション

【URL】https://ws.formzu.net/fgen/S59620738/

【URL】https://ws.formzu.net/fgen/S68820677/

※お支払いは 5月28日(土)までにお願い致します。お支払いいただけない場合はキャンセル
　待ちの方にお席を譲らせていただきます。人数に合わせて準備を進めておりますので
　5月28日(土)以降のキャンセル、当日欠席の場合、返金はできませんのでご了承ください。
※5日、10日、15日連続参加希望の幼稚園コース、学童週 5日利用のお子様から受付けます。
　優先期間の 5/11(水)12:00 までにお申込みください。
　A・B・Cコースの期間から日程を選んで参加希望の方は、5/19（木）20:00 開始のフォーム
　からお申込みください。
　すでに定員を超えている場合はお申込をお受けできないことがあります。
※県が定めるイベント開催のガイドラインに従い開催いたします。

For Kindergarten & Gakudo (5days/week)

TSUKUBA
つくば市桜1-18-1 029-869-5830  
http://www.kidscreation.jp

※【受入れ場所等のルール】イベント直前に参加者の皆様にあらためてお知らせいたします。

　※A・B・Cコース連続参加以外をご希望の
　　会員の方はコチラから。
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駐車場のご案内

Summer School 2022

A コース: 8/1-5

B コース: 8/15 -19

C コース: 8/22-26

Kids Creation人気No.1イベント！
ワクワクがギュッとつまった夏季集中英語プログラム！

TSUKUBA

申込方法

A・B・Cコース5日間連続参加の
お申込みはコチラ。
1コースでも連続参加ご希望の方は
先にお申込みください。

A・B・Cコースの期間からご都合の
良い日を選んで参加ご希望の方は、
コチラからお申込みください。

会員限定

５/12（木）20:00 受付スタート !
５/12（木）20:00 受付スタート !

3開校日
以 内

メール
確認後

メールを
ご確認ください

受付完了フォーム
からお申込み

お支払
①振込
②現金 ※お子様の名前でお振込みください。

【振込先】
常陽銀行 研究学園都市支店 
普3719536カ)キッズクリエーション

【URL】https://ws.formzu.net/fgen/S33601217/

【URL】https://ws.formzu.net/fgen/S68820677/

５/19(木) 20:00 受付スタート !

A・B・Cコース連続参加以外の方

※先着順での受付で定員になり次第、キャンセル待ちとさせていただきます。
※お支払いは 5月28日(土)までにお願い致します。お支払いいただけない場合はキャンセル
　待ちの方にお席を譲らせていただきます。人数に合わせて準備を進めておりますので
　5月28日(土)以降のキャンセル、当日欠席の場合、返金はできませんのでご了承ください。
※5日、10日、15日連続参加希望のお子様から受付けます。5/19(木) までにお申込みください。
　A・B・Cコースの期間から日程を選んで参加希望の方は、5/19（木）20:00 開始のフォーム
　からお申込みください。
　すでに定員を超えている場合はお申込をお受けできないことがあります。
※県が定めるイベント開催のガイドラインに従い開催いたします。

TSUKUBA
つくば市桜1-18-1 029-869-5830  
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※【受入れ場所等のルール】イベント直前に参加者の皆様にあらためてお知らせいたします。
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For Pre-Preschool / Preschool

【Pre-Preschool・Preschool 限定】

レッスンがない日に参加したり、レッスンを休んで
Summer School に連続参加も可能です。
※レッスンを休んでSummer Schoolに参加する場合は
　振替にてご対応ください。（必ずしも振替が確保
　できるとは限りませんので、ご了承ください。）

Summer School開催期間中もレッスン
があるため、A・B・Cコース 15日間
から日程を選んで参加できます。

【Preschool・Pre-Preschool以外の方はこちら】　

Summer School 2022

A コース: 8/1-5

B コース: 8/15 -19

C コース: 8/22-26

Kids Creation人気No.1イベント！
ワクワクがギュッとつまった夏季集中英語プログラム！

TSUKUBA

申込方法 会員限定

3開校日
以 内

A・B・Cコース5日間連続参加の
お申込みはコチラ。
1コースでも連続参加ご希望の方は
先にお申込みください。

A・B・Cコースの期間をご都合の
良い日を選んで参加ご希望の方は、
コチラからお申込みください。

メール
確認後

メールを
ご確認ください

受付完了フォーム
からお申込み

お支払
①振込
②現金

５/9(月) 9:00～５/11（水）12:00
幼稚園・学童週 5利用生
優先受付スタート !

５/19(木) 20:00
A・B・Cコース連続参加以外の方
受付スタート !

※お子様の名前でお振込みください。

【振込先】
常陽銀行 研究学園都市支店 
普3719536カ)キッズクリエーション

【URL】https://ws.formzu.net/fgen/S59620738/

【URL】https://ws.formzu.net/fgen/S68820677/

※お支払いは 5月28日(土)までにお願い致します。お支払いいただけない場合はキャンセル
　待ちの方にお席を譲らせていただきます。人数に合わせて準備を進めておりますので
　5月28日(土)以降のキャンセル、当日欠席の場合、返金はできませんのでご了承ください。
※5日、10日、15日連続参加希望の幼稚園コース、学童週 5日利用のお子様から受付けます。
　優先期間の 5/11(水)12:00 までにお申込みください。
　A・B・Cコースの期間から日程を選んで参加希望の方は、5/19（木）20:00 開始のフォーム
　からお申込みください。
　すでに定員を超えている場合はお申込をお受けできないことがあります。
※県が定めるイベント開催のガイドラインに従い開催いたします。

For Kindergarten & Gakudo (5days/week)
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つくば市桜1-18-1 029-869-5830  
http://www.kidscreation.jp

※【受入れ場所等のルール】イベント直前に参加者の皆様にあらためてお知らせいたします。

　※A・B・Cコース連続参加以外をご希望の
　　会員の方はコチラから。
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申込方法

A・B・Cコース5日間連続参加の
お申込みはコチラ。
1コースでも連続参加ご希望の方は
先にお申込みください。

A・B・Cコースの期間からご都合の
良い日を選んで参加ご希望の方は、
コチラからお申込みください。

会員限定

５/12（木）20:00 受付スタート !
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以 内

メール
確認後

メールを
ご確認ください

受付完了フォーム
からお申込み

お支払
①振込
②現金 ※お子様の名前でお振込みください。

【振込先】
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５/19(木) 20:00 受付スタート !

A・B・Cコース連続参加以外の方

※先着順での受付で定員になり次第、キャンセル待ちとさせていただきます。
※お支払いは 5月28日(土)までにお願い致します。お支払いいただけない場合はキャンセル
　待ちの方にお席を譲らせていただきます。人数に合わせて準備を進めておりますので
　5月28日(土)以降のキャンセル、当日欠席の場合、返金はできませんのでご了承ください。
※5日、10日、15日連続参加希望のお子様から受付けます。5/19(木) までにお申込みください。
　A・B・Cコースの期間から日程を選んで参加希望の方は、5/19（木）20:00 開始のフォーム
　からお申込みください。
　すでに定員を超えている場合はお申込をお受けできないことがあります。
※県が定めるイベント開催のガイドラインに従い開催いたします。
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For Pre-Preschool / Preschool

【Pre-Preschool・Preschool 限定】

レッスンがない日に参加したり、レッスンを休んで
Summer School に連続参加も可能です。
※レッスンを休んでSummer Schoolに参加する場合は
　振替にてご対応ください。（必ずしも振替が確保
　できるとは限りませんので、ご了承ください。）

Summer School開催期間中もレッスン
があるため、A・B・Cコース 15日間
から日程を選んで参加できます。

【Preschool・Pre-Preschool以外の方はこちら】　
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Kids Creation人気No.1イベント！
ワクワクがギュッとつまった夏季集中英語プログラム！

TSUKUBA

申込方法 会員限定

3開校日
以 内

A・B・Cコース5日間連続参加の
お申込みはコチラ。
1コースでも連続参加ご希望の方は
先にお申込みください。

A・B・Cコースの期間をご都合の
良い日を選んで参加ご希望の方は、
コチラからお申込みください。

メール
確認後

メールを
ご確認ください

受付完了フォーム
からお申込み

お支払
①振込
②現金

５/9(月) 9:00～５/11（水）12:00
幼稚園・学童週 5利用生
優先受付スタート !

５/19(木) 20:00
A・B・Cコース連続参加以外の方
受付スタート !

※お子様の名前でお振込みください。

【振込先】
常陽銀行 研究学園都市支店 
普3719536カ)キッズクリエーション

【URL】https://ws.formzu.net/fgen/S59620738/

【URL】https://ws.formzu.net/fgen/S68820677/

※お支払いは 5月28日(土)までにお願い致します。お支払いいただけない場合はキャンセル
　待ちの方にお席を譲らせていただきます。人数に合わせて準備を進めておりますので
　5月28日(土)以降のキャンセル、当日欠席の場合、返金はできませんのでご了承ください。
※5日、10日、15日連続参加希望の幼稚園コース、学童週 5日利用のお子様から受付けます。
　優先期間の 5/11(水)12:00 までにお申込みください。
　A・B・Cコースの期間から日程を選んで参加希望の方は、5/19（木）20:00 開始のフォーム
　からお申込みください。
　すでに定員を超えている場合はお申込をお受けできないことがあります。
※県が定めるイベント開催のガイドラインに従い開催いたします。

For Kindergarten & Gakudo (5days/week)

TSUKUBA
つくば市桜1-18-1 029-869-5830  
http://www.kidscreation.jp

※【受入れ場所等のルール】イベント直前に参加者の皆様にあらためてお知らせいたします。

　※A・B・Cコース連続参加以外をご希望の
　　会員の方はコチラから。
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　　会員の方はコチラから。
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Summer School 2022

A コース: 8/1-5

B コース: 8/15 -19

C コース: 8/22-26

Kids Creation人気No.1イベント！
ワクワクがギュッとつまった夏季集中英語プログラム！

TSUKUBA

申込方法 会員限定

3開校日
以 内

A・B・Cコース5日間連続参加の
お申込みはコチラ。
1コースでも連続参加ご希望の方は
先にお申込みください。

A・B・Cコースの期間をご都合の
良い日を選んで参加ご希望の方は、
コチラからお申込みください。

メール
確認後

メールを
ご確認ください

受付完了フォーム
からお申込み

お支払
①振込
②現金

５/12（木）20:00
受付スタート !

５/19(木) 20:00
A・B・Cコース連続参加以外の方
受付スタート !

※お子様の名前でお振込みください。

【振込先】
常陽銀行 研究学園都市支店 
普3719536カ)キッズクリエーション

【URL】https://ws.formzu.net/fgen/S33601217/

【URL】https://ws.formzu.net/fgen/S68820677/

※先着順での受付で定員になり次第、キャンセル待ちとさせていただきます。
※お支払いは 5月28日(土)までにお願い致します。お支払いいただけない場合はキャンセル
　待ちの方にお席を譲らせていただきます。人数に合わせて準備を進めておりますので
　5月28日(土)以降のキャンセル、当日欠席の場合、返金はできませんのでご了承ください。
※5日、10日、15日連続参加希望のお子様から受付けます。5/19(木) までにお申込みください。
　A・B・Cコースの期間から日程を選んで参加希望の方は、5/19（木）20:00 開始のフォーム
　からお申込みください。
　すでに定員を超えている場合はお申込をお受けできないことがあります。
※県が定めるイベント開催のガイドラインに従い開催いたします。

TSUKUBA
つくば市桜1-18-1 029-869-5830  
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P1

駐車場のご案内

※掲載している写真は昨年のものです。

開催概要

Aコース（5日間連続）：８/1(月) ～ 5(金)

B コース（5日間連続）：８/15(月) ～ 19(金)

C コース（5日間連続）：８/22(月) ～ 26(金)

10:00 ～ 14:00(4H)＊延長レッスン、早朝・延長保育もあります。

５日間参加 33,500 円 (税別)/36,850 円 (税込)

63,000 円 (税別)/69,300 円 (税込)

90,000 円 (税別)/99,000 円 (税込)

 6,800 円 (税別)/ 7,480 円 (税込)  

10 日間参加

15日間参加

1日参加の料金

2歳～小学校 6年生＊年齢によってグループ分けをします。

一食につき 350 円 (税別)/ 378円(税込) 　※アレルギーのある方は必ずお申し出ください。 
※希望しない方はお申し出ください。 
※サマースクール参加の学童生も同じ金額となります。

★ご兄弟の場合は、２人目20％OFF、
　３人目30％OFFでご参加いただけます！
★会員以外の方も同料金です。
　お友達を誘ってご参加ください。
★一般の方は、A・B・Cコースは5日参加
　のみの受付となります。

上履き、着替え (下着を含む一式）、汚れ物を入れるビニール袋、予備マスク、帽子、タオル（体ふき用）、
紐つきタオル（手ふき用）、水筒（お茶orお水）、ランチセット（箸・スプーン・フォーク）。
年中以上は筆記用具、クレヨンor色えんぴつ。必要な方はおむつ、おしりふき 等。

※絵の具を使ったアート、アウトドアプレイ、水遊びなどを行います。
　汚れても良い服、靴（かかと、つま先が覆われている安全なサンダル）でご参加ください。
※延長保育（15:00以降）を利用する方はおやつをお持ちください。
　おやつを忘れた場合は、100円(税込)で提供させていただきます。

★5/12(木)20:00から各コース
 5日連続参加の方から優先
　受付を開始します。
★A・B・Cコースで5日連続参加
　以外（日にちを選んで参加）
　希望の方は、5/19（木）20:00
　から受付いたします。

日程

時間

対象

費用

給食

持ち物

お預かり

延長
レッスン
（小学生）

※全ての持ち物に
記名をお願いします！

※必ずマスク着用でご参加ください。

※体調が優れない場合は、参加を見合わせていただきますよう、お願いいたします。

※必ずマスク着用でご参加ください。

※体調が優れない場合は、参加を見合わせていただきますよう、お願いいたします。

小学生限定の1時間オプションレッスン！メインレッスンの内容をもっと膨らませて英語で学ぼう！

 14:00～15:00 1,800 円 (税別) / 1,980 円 (税込)
(小学生で延長保育をご希望の方は、延長レッスンをご受講ください。）　　　　　　

  

お待たせしました！夏の Big イベント Summer School 今年もやります！

5日間連続開催の Aコース・Bコース・Cコースの計 15日間！

テーマごとに毎日思いっきり楽しめる日替わりの Special Activity をご用意しました！

Kids Creation だからできるアメリカンスタイルの課外授業！つくばの里山を再現した

自然豊かな園庭で、夏にしかできないダイナミックな学びと遊びを体験してください！

Hot, Hot, Hot!
テーマ 8/1(月） ～ 8/5(金)

10:00 ～ 14:00

テーマ

テーマ

Aqua Fun!

Breezy Summer

Daily Plan の一例

Early Morning Child Care ( 早朝保育 )

Learning Time & Activity
( 年少まで ) Music, Story Time, Games, Art etc.
( 年中～小学生） Phonics, Reading, Writing, Games etc. 

Activity
Water Play, Outside Games, Science Experiment etc.

Closing Circle
Music, Story Time etc.

Arrival/Work Time

Opening Circle
Greetings, Rules, Music&Dance, Vocabulary, Phonics etc.

Lunch

8:00 ～

10:00

10:15

10:30
～ 12:00

Option Lesson
( 小学生） Phonics, Reading, Writing, Games etc. 

14:00
～ 15:00

12:00

13:00

13:45

～ 19:30 Extended Child Care ( 延長保育 )

上記以外の時間 500 円 (税別) / 550 円 (税込)/30分を加算　＊最長19:30 まで 

延長保育

2歳～年長 小学生

早朝保育

①14:00～15:00   800円(税抜)/ 880円(税込)

②14:00～15:30 1,300円(税抜)/1,430円(税込)

③14:00～17:00 2,200円(税抜)/2,420円(税込)

④14:00～17:30 2,600円(税抜)/2,860円(税込)

　①15:00～16:00　800円(税別) / 880円(税込)  

　②15:00～16:30 1,300円(税抜)/1,430円(税込)

  ③15:00～17:00  1,500円(税別)/ 1,650円(税込)

　④15:00～17:30  1,900円(税別) / 2,090円(税込) 

 ①8:00～10:00 1,500円(税別) / 1,650円(税込)　

　②8:30～10:00 1,200円(税別) / 1,320円(税込)

  ③9:00～10:00  800円(税別) / 880円(税込)

8/15(月） ～ 8/19(金)

10:00 ～ 14:00

8/22(月） ～ 8/26(金)

10:00 ～ 14:00

Summer School 2022

コース

コース

コース


