KIRAKIRA KIDS INTERNATIONAL KINDERGARTEN
ENGLISH CAMP GUIDELINES FOR PARENTS
1.活動内容
1.

劇遊び

想像力と経験をいかしテーマにそった劇を作りあげることによって、より豊かな想像力、劇的な動きの技術や感覚、そして集中力を楽しくみにつけていきます。

2.

アート・クラフト製作

彫刻、絵画、コスチューム作り、パフォーマンスなど、さまざまな芸術的な表現を通じて、最終的には展覧作品を作り上げていきます。

3.

リズム遊び・ミュージック

子供たちが遊びを通じて創造したさまざまなキャラクターをいろいろな楽器やおもちゃ・道具などから生まれる音を用いながらひとつのアートに作り上げます。

4.

クッキング

クッキングを通じてかき混ぜる・転がす・測る、などの感覚をみにつけ、作ることの喜びを感じます。

5.

屋外活動

専任のスポーツの先生の指導のもと屋外で面白いゲームやフリープレイを行います。

※年少から小学 3 年生までは、移動教室制となります。 最々年少から最年少は、1 つの教室で終日保育活動を行います。

2. 持ち物について

毎日持参する物

最々年少
最年少

年少

年中・年長
小学生

注意事項
お子様の持ち物には必ずローマ字で記名してください。







5 セット

3 セット

2 セット

歯ブラシ*歯磨き粉の使用は自由です。

×





お子様が帰宅したら必ず持ち物を確認してください。

コップ(巾着袋やジップロック等に入れる)







忘れ物や、違うお子さんの荷物が入っている場合があります。

連絡帳 *初日に園にて配布します。
着替え（上下、下着も含む）

在園児：お昼寝セット
外部：バスタオル２枚+スポーツタオル１枚
シャワー用バスタオル

時間が

連絡帳に書いてお知らせください。

×









×

連絡帳は初日に配布します。



×

×

ご家庭から、先生へ伝えることがある場合は、なるべく英語で記入してくだ

連絡帳は毎日持たせ、帰宅後は先生からの記入の有無を確認してください。
さい。

指定日のみ持参する物
エプロン、三角巾

すのでご注意ください。

経つと発見が遅くなるため、お手数ですが気づいた時点でお電話いただくか、

初日に持参して週末に持ち帰る物
スポーツタオル１枚

記名のないもので、無くしてしまったものについては園では責任を負いかねま







クッキングの日程はキャンプの時間割表をご参照ください。
指定された日以外に間違えてエプロンを持参した場合は、園では預からずにその日のうちにお返しします。使用し
たエプロンは基本的に当日持ち帰りますが、万が一お子さんが持ち帰らなかった場合は、園までご連絡ください。

ポットラックパーティーは最終日のおやつタイムにおこないます。
5-7 人で分けられるおやつを持たせてください。おやつに、生もの（果物等
冷蔵する必要がある物）、誤嚥しやすい物（こんにゃくゼリー）、添加物が
多い食品、アメ、ガムを持たせるのはやめてください。

3. 登降園について
登園/午前 9 時まで（受け入れは午前 8 時から可能）降園/午後 2 時 15 分まで（お迎えに遅れた場合は延長保育となり、30 分毎に 50B お支払いいただきます。）
自己送迎の方：事務所付近にクラス名と参加者名が張り出されています。該当するクラスの保育室までお連れください。お迎えは大園庭前の保育室にて待機していますのでそちらまでお越しくださ
い。お迎え児童の待機する保育室の前にはピックアップノートを用意していますのでお子様の引き取り前に記入してください。
なお、保護者以外の方がお迎えに来る場合は、必ず事前に園までお知らせください。保護者の代わりにお迎えをするのが外国人の方の場合は、Pick up カードに必ず写真が貼ってあり、園の認印が
押されている事が条件となります。
送迎バスご利用の方：バスの到着時間に合わせて、ご自宅のバス到着場所にてお待ちください。

4. 欠席や遅刻の連絡について
自己送迎の方：欠席・遅刻・早退の連絡は園まで電話連絡をお願いします。急なお迎えや連絡なしの遅刻は他のお子さんの活動の妨げになるため、余裕をもってご連絡ください。
送迎バスご利用の方：所定のバスフォームに記入し、バス到着時にバスモニターへお渡しください。用紙提出後は電話連絡は不要です。用紙の提出ができない場合は必ず園までご連絡ください。

5. 名札について
キャンプ中は外部園児も多く参加し、クラス名も通常とは異なるため、参加者は全員名札を付けて活動します。
自己送迎の方：オフィス前にクラス名と名前の案内が掲示されていますので、確認しお子様を教室までお連れください。教室で待機しているヘルパーから名札を受け取り、お子さんの首にかけてく
ださい。名札はお子様を引き取る際にヘルパーに返してください。
送迎バスを利用する方：毎朝バスに乗車する前にヘルパーから名札を受け取り、お子様の首にかけて乗せてください。名札は帰りのバスの中でバスヘルパーが回収し、自宅には持ち帰りません。

6. その他
o

ナーサリークラスのお子様で、保育中にオムツの使用を希望される方はパンツの代わりにオムツを指定枚数分持たせてください。
※持参したオムツが足りなくなった場合は園の物を貸し出しますので、翌日新しい物で返却してください。（オムツにも記名をお願いします。）

o

お子様の事について、特別な配慮を希望する場合は連絡帳に記入してください。（内容によってはお受け出来ない場合もあります。）

o

アレルギーなどで食事制限がある場合は、必ず事前にお知らせください。アレルギーの内容によってはお弁当やおやつを持参していただく場合があります。

o

微熱、咳や鼻水等、風邪の症状がある場合は登園を見合わせてください。

o

保育中にお子様の体調に異変がある場合は、担任の判断でお迎えを要請することがあります。キャンプ期間中は緊急時の対応に備えて、常に連絡が受けられる

o

o

ACCIDENT FORM

状態にしてください。

Date: ________

保育中は怪我や事故が起こる可能性があります。万が一園で怪我をした場合は、緊急の場合は電話連絡にてお知らせしますが、園で処置できる軽い怪我などの

Class: ____________

場合は右記のアクシデントフォームに記入して連絡帳に貼りお知らせします。

What Happened: ___________

キャンプ初日に関する事で担任へ報告事項がある場合はご自身で用意されたメモ用紙に記入し、お子様に持たせてください。

Name of student: ___________

Action taken: _____________
Remarks: _________________

Sincerely Sorry,

KIRAKIRA KIDS INTERNATIONAL KINDERGARTEN
ENGLISH CAMP GUIDELINES FOR PARENTS
Our Mission is to provide a fun and exciting environment for kids of all ages to get up to open the door of imagination to explore the
creation of story. Depending on the age and abilities of the child. Session activities difference by age
1. Session activities :

1.

Creative drama

Children can use their imagination with subjects and experienced. The exercises explore the imagination,
dramatic movement technique, sensory awareness, and concentration.

2.

Fine art

The students making various artistic outcomes including sculpture, painting, costume making and performance
that will come together for the final exhibition in an experimental film.

3.

Rhythm & music

The children shared their stories with a background of sounds from toys various musical instruments that
children bring to create as various characters.

4.

Cooking

Stirring, rolling, measuring, sprinkling are just a few kitchen tasks that allow young children to hone their fine
motor skills, related to theme of camp.

5.

Outdoor

Outside classroom, Sport teacher will prepare funny games for them and free paly too.



Kids in K1 – Grade 3 conduct their activities in different Learning by age.



The Nursery class has their activities in their classrooms and at the playground.

2. Things to Bring

Every day
Communication Note Book
t-shirts (tops and shorts/pants), underwear
Toothbrush*
Cup and pouch

REMINDERS:
K1

K2-K3
G1-G3







5 Sets

3 Sets

2 Sets

×











theirs, please return it or call the school to notify us.
 Kids are not allowed to bring toys or my other things
that the camp teacher does not ask for. This is to avoid
conflict with other kids.

×





 Communication notebook will be given out on the first





×



×

×

st

Bring on the 1 day and send home on the last day

towel
Insider - Sleeping set, towel
Outsiders – 2 big towels +1 towel
Towel for shower

BELONGINGS with their name in English too.
 Teacher and assistants will NOT be responsible for
unnamed things whether it’s lost or not.
 If the kids lose or brought something which is not

day of the camp. At times, the teacher will write
important information and reminders in your child’s
communication notebook every day. The kids should bring
the notebook every day to school and home.

 Parents should know cooking and Potluck Party schedule

For Cooking
Apron and Head scarf

 Parents should always remember to label ALL the kids

N1,N2







Bring to school only on the designated schedule and send them home on that day after used.
If the above items are brought on the wrong day, the teacher will send them back home.

of their child.
 POTLUCK PARTY will be held on the last day of camp.
Please bring snack to be shared with 5-7 friends. No
candy, jellies, gums any food with mayonnaise, fresh fruit
and chocolates.

3. Sending / Picking up the Child
You can start sending your child to school by 8:00 AM. Your child should be in school By 9:00 AM. For Mommy Pick-up kids, please sign on the pick-up notebook
in front of Ahiru Japanese Classroom.
Guardians other than parents need to present the pick-up card (with photo of parents, child and maid or driver) to the Person-In-Charge. Pick up time is
from 2:15PM. From 2:15PM you will be charged Baht 50 for every 30 minutes for late Pick-up. Please pay at the Office and show your receipt to the
Person-In-Charge when you pick up your child.
4. Name tags
Every kid is given a name tag that is to be worn (hang like necklace) at all times while they are at school.
Bus riders – the Bus monitor will give each kid their name tag while they are still in the bus. This will help them and our personnel to locate which classrooms
they belong to the moment they arrive at school. During dismissal, their name tags will be kept in their bus for tomorrow’s use.
Non-bus riders – their name tags are in their classroom. The moment they arrive their Assistants will hand them their name tags. During dismissal, their name
tags are kept in their classroom too.
5. Special Requests and Emergencies
o

For Nursery class; children who have special needs like special diaper, special underwear and other stuff, please let the teacher know on or before the first
day

o

If your child is sick, coughing or have runny nose please do not send them to school

o

If your child suddenly got sick in the school, please be ready to pick them up

o

Parents’ hand phone should be TURNED ON ALL the time

o

Accidents sometimes may happen. The teacher will inform the parents about the details so the parents will know and not be
worried. Accident forms will be filled out and send out by the teacher.

o

IF YOU HAVE ANY QUESTION, REQUEST OR MESSAGE TO THE TEACHERS, PLEASE WRITE IT DOWN AND SEND IT BEFORE THE CAMP STARTS OR
ON THE FIRST DAY OF THE CAMP.

ACCIDENT FORM

Date: ________

Name of student: ___________
Class: ____________
What Happened: ___________
Action taken: _____________
Remarks: _________________

Sincerely Sorry,

