Dear Parents and Guardians,
It is rainy season but no rain in Okinawa and OIS Summer Program is fast approaching. It
is probable that most people have started planning their summer vacation.
Every year OIS offers a 3 -Week Summer School to both OIS and non-OIS students. This
year’s summer program starts from July 23 to August 10. In line with this, OIS will offer a
One-Week Intensive Logical Writing Program in English to both OIS and Non-OIS from
Grades 5 to Middle School. This is a timely opportunity for polishing up the students’
writing ability.
Among the four language skills, regardless whether it is Japanese or English, writing is the
most challenging to acquire and learn. Composition writing needs to be developed to clearly
convey messages and passages into clear, coherent sentences, which form paragraphs
leading to the more extensive essay writings.
Writing helps students confirm their vocabulary skills and language structures that may be
less secure in conversation. It prepares the learners in their written examinations and in
making their essays and reports.
The course is divided into 2 levels:
* Basic Foundation Improvement Course (Eiken survival 3 grade – 2.5 grade)
* Intermediate Course (Eiken Grade 2 or above)
Date and Time:
July 30 (Monday) - August 3 (Fri)
09:00 - 14:15
Participation Fee:
OIS students
= 42,000 yen (tax included)
Non-OIS students / Repeater = 44,500 yen (tax included)
Non-OIS students = 47,500 yen (tax included)
※ If you meet all the requirements given above (Eiken survey grade 3 or higher, 5th grade
or higher) you are eligible to attend this program.

保護者の皆様へ
今年はここまでは空梅雨の沖縄ですが、夏本番は間近です。
夏休みのご予定を始められる方も多いと思います。
OISでは毎年サマースクールを開催しており今年も7月末から3週間行われます。
サマースクールの目的の1つに子どもたちの英語力の低下を最小限に押さえることにあります。
さらに小学6年生は中学進学を来年に控え、読む、書くといった教育の中で最も重要なスキルア
ップが求められ、中学生はバイリンガルIB生として日本語作文と同等のスキルを育てなければ
IBDPへの進学は厳しくなります。
作文は自分の伝えたいことが相手に間違いなく明確に伝えることが基本です。
論理的作文力が弱いとプレゼンテーション力も伸びずに将来のリーダーシップへも影響します。
日本語、英語にかかわらず文書を書く能力は語学の４技能の中でも最も難しく、そのため欧米
では小学生から徹底的に指導されます。結果、まとめる力、伝える力が備わります。しかし、
日本の教育は試験目的の国語や英語に偏っているため書く力の養成トレーニングが欠けている
のです。
夏休みは書く力を育てるに非常に適した期間です。
授業内容は文書の論理構成を学び、書きたい文書と読み手に確かに伝わる文書の違いを理解さ
せ、欧米人に負けない文書力を育てていきます。
そこでOISでは小学5年生以上、英検3級以上取得者を対象に夏休み期間中に
英語論理的文書作成方法を集中的に学べるコースを設けました。
記
コースは2レベルに分かれます。
基礎力アップコース（英検3級−準2級）
中級コース（英検2級以上）
開催日時
7月30日（月）09:00 - 14:30

8月3日（金）

参加費用
OIS生徒 42,000円（税込）
外部生（リピーター）44,500円（税込）
外部生
47,500円（税込）
※当コースは参加条件を満たしている方（英検３級以上、5年生以上）であれば外部生、保護者
の方も受講可能です。

