

Summer School 2018

ラーニングトゥリーのドアを開ければ、英語オンリーの世界が広がります。英語を勉強するのではなく、英語で
様々なトピックについて学ぶイマージョン教育の場です。サマースクールは、英語初心者も帰国子女やインターナショ
ナルスクールに通っているニアリーネイティヴも、豊富なレベル別クラスで、海外現地サマースクールさながらの楽し
く充実した英語学習を体験できます。
ラーニングトゥリーのサマースクールの目標は、「物事を多角度から分析し、考える力をつける。そしてその考
えを伝えることができるようにする」です。自分の考えをどう表現するか以前に、自分の考えというもの自体が何か、
わからない生徒がとても多いのが現状です。そこで「知識」だけに偏らず、幼児期から「英語力」と同時に「考える
力」を鍛えるために、３週間のサマースクールの中で、様々なアクティヴィティを通して、身近な話題から自分や他人
の考え方に気づき、今までよりも一段階深く考え、主体的に意見を持ち伝えられるように導きます。このプログラム
は、近い将来リーダーになる小さな子ども達、海外留学を考えている生徒、国内の英語中学受験を希望している生徒に
最適です。
Learning Tree is not just a place for learning English. Our goal is to provide our students with the skills they need
to become intelligent, analytical and confident adults. In this environment English isn't just a subject, but a tool for
learning. One of the things that is under-emphasized in the Japanese educational system is introspection; Knowledge is
given a priority over self discovery. We consistently encounter children with the strong desire to learn and very well
developed abilities to research; but who struggle to create opinions or to confidently defend their choices. Our curriculum
has been redesigned to more aggressively foster our students’ understanding of themselves alongside their educational
pursuits. They will be better prepared to face the challenges of an exciting and rapidly evolving world.

お受け入れ条件 The conditions of acceptance:
全参加者サマースクール3週間一括のお申し込みです。（これによプリスクール授業料値下げしました。）
ラーニングトゥリーは、英語を真剣に学びたい生徒のスクールです。サマースクールのみで秋以降は続けないという
方はお受け入れしていません。英語は継続して学習しないと全く意味がないからです。
サマースクールだけラーニングトゥリーに通いたいという幼児・児童は、英語が母語であるか、年中英検5級、年長英
検4級、小学一年英検3級、小学二年英検準2級、小学三年以上英検2級にすでに合格している方に限ります。
秋以降も継続される方であれば、入学時のレベルに関わらずお受けしています。
Our summer school is for students who take English education seriously. All participants must take all 3 weeks of
summer school. We cannot accept new students who are not willing to continue learning English with us after this
summer. We will take non-Learning Tree students only if they are native in English or have passed the following Eiken
levels: 4-5 years old- Eiken 5, 5-6 years old- Eiken 4, Grade 1- Eiken 3, Grade 2- Eiken pre 2, Grade 3 and up- Eiken 2.
Kiba 木場キャンパス: 江東区木場5-6-30 ☎03-5809-8900 5-6-30 Kiba, Koto-ku, Tokyo
Nishikasai 西葛西キャンパス: 江戸川区西葛西6-12-4 1〜2階 ☎03-6808-5656 6-12-4 Nishikasai, Edogawa-ku
Tsukishima 月島キャンパス: 中央区月島 2-14-12 4〜5階 ☎03-3536-7890 2-14-12 Tsukishima 4F, Chuo-ku
木場、西葛西、月島は一つのスクールです。お子様のクラスがどちらのキャンパスで行われるかはお申込み後、週ごとにお知らせ致
します。その場合、3校間はシャトルが無料運行致しますので、ご安心ください。（ただし、シャトルは「行き」はテーマ学習に間に
合う時間、「帰り」もテーマ学習の終了時間、フルデイの終了時間に合わせた決まった時間のみの運行です。ご了承ください。）
We consider Kiba, Nishikasai and Tsukishima to be one school and your class could be held at any location. We have a free shuttle
service between the three campuses. However, please understand that the time schedule for the shuttle is not flexible; there will be one
set time to reach the campus before theme study starts, one set time after theme study and one set time after the full day course.

持ち物 Things to Bring:
Water bottle with straw and strap, PE hat for prekinder, Camp hat for EM, inside shoes, handkerchief, extra clothes,
bathing suits (Preschool W1 only. We will play with water when all conditions are met, for example the weather, how
students are doing, etc.) ※Prekinder, please put everything in your child’s green LT school bag. Write your child’s
name on all of their belongings! ＊Free dress during summer school, but make sure your child wears their LT PE hat.
スプーン、フォーク又はお箸、水筒(ストラップ付・ストロー付)、プリキンダーは体操帽、EMはキャンプ帽、上履
き、ハンカチ、お着替え、水着とバスタオル(プリスクールW1のみ。お天気や生徒の様子など、コンディションが整っ
たら水遊びをします。)
※プリキンダーは全てをLTスクールバッグ入れて下さい。持ち物には必ずお名前をご明記ください。
＊私服着用で体操帽（プリキンダー）またはキャンプ帽(EM)を被って登校してください。

スケジュール Schedule
Week

Dates

Beginner/Intermediate/Advanced
初級・中級・上級

1

7/23-27

(1) Summer Fun in Kamogawa!
サマーファン＠鴨川
 7/23-26  3 night Camp
3泊キャンプ （小学生以上）
EMG2

Preschool/Kindergarten
プリスクール・キンダー

Summer Fun at School
サマーファン＠School
〜Stories, Puzzles and Ice cream!
読書・パズル・アイスクリーム作り!

(2) Summer Fun at School!
サマーファン＠School
〜Chapter Books and Ice Cream!
チャプターブックとアイスクリーム作り！
EMG1, 3, 4, 5

2

7/30-8/3

ECAP: 2:40p.m.-3:40p.m.
Gymnastics for Sap1 to G2
「体操」 サプ１ー小学低学年生

ECAP: 2:40p.m.-3:40p.m.
Gymnastics for Sap1 to G2
「体操」 サプ１ー小学低学年生

(1) Summer Fun in Kamogawa!
サマーファン＠鴨川
7/30-8/2 3 night Camp
3泊キャンプ （年長以上優先）

(1) Summer Fun in Kamogawa!
サマーファン＠鴨川
 7/30-8/2 3 night Camp
3泊キャンプ （年長以上優先）

EMG3

(2) Design From New Perspectives
新しい視点からのデザイン@School
～New Technology and Design
新技術とデザイン

(2) Design From New Perspectives
新しい視点からのデザイン＠School
～Design and Making
デザインと物作り

EMG1, 2, 4, 5

3

8/6 – 8/10

ECAP: 2:40p.m.-3:40p.m.
Cheerleading for Sap1 to G6
「チアリーディング」サプ1ー小学高学年生

ECAP: 2:40p.m.-3:40p.m.
Cheerleading for Sap1 to G6
「チアリーディング」サプ1ー小学高学年生

(1) Summer Fun in Kamogawa!
サマーファン＠鴨川
8/6-9 3 night Camp
3泊キャンプ （年中以上）

(1) Summer Fun in Kamogawa!
サマーファン＠鴨川
8/6-9 3 night Camp
3泊キャンプ （年中以上）

EMG1, 4, 5

(2) The Charm of Stories
物語の魅力＠School
～Story writing and Storytelling
物語を創作し語ろう

(2) The Charm of Stories
物語の魅力＠School
～Story listening and Story reading
物語に浸ろう

EMG2, 3

ECAP: 2:40p.m.-3:40p.m.
Cooking and Nutrition for Sap2 to G6
「栄養と料理」 サプ2ー小学高学年生

ECAP: 2:40p.m.-3:40p.m.
Cooking and Nutrition for Sap2 to G6
「栄養と料理」 サプ2ー小学高学年生

サマーファン＠鴨川！Summer Fun＠Kamogawa!
7/23-26* （小学生以上優先 7years+）3泊鴨川自然キャンプ 3 night Nature Camp in Kamogawa
7/30-8/2* （年長以上優先 5years+）3泊鴨川自然キャンプ 3 night Nature Camp in Kamogawa
8/6-8/9* （
 年中以上 4years+）3泊鴨川自然キャンプ 3 night Nature Camp in Kamogawa

We will take children out of the city where they may often find themselves stuck watching TV, playing indoor games, or
going shopping. We will travel to the countryside where the kids can enjoy outdoor activities while surrounded by nature.
We believe this experience will enrich their character and make them a stronger person. Brand new students have to
become comfortable with Learning Tree’s expectations before camp, so after attending week 1 at school, they can then
enroll for camp week 2 or 3. *Friday is off after camp.

千葉県鴨川市の里山で、英語オンリーで生活しよう! 英語力向上だけでなく、TVやゲーム、ショッピング等に楽しみを覚
えやすい都会の子ども達に、田舎の素晴らしさ、物が無くてもワクワク楽しい感覚を感じてもらいたい。机の上だけで
ない、自然の中での学びを味わってほしい！（自然には危険も伴うため、人の話をしっかり聞く事ができるように、事
前のしつけが大切です。Learning Treeが初めてのお子様は、２週目以降を選んで下さい。）
*キャンプに行かれた週の金曜日はお休みです。

Week 1: 7/23 –7/27

夏は読書とアイスクリーム！
Stories and Icecream for Summer!
Preschool/Kindergarten プリスクール・キンダー
「読書・パズル・アイスクリーム作り! Stories, Puzzles and Ice cream!」
読書、豆乳でアイスクリーム作り、水遊び、工作、パズル、歌にダンス、外遊び、夏の楽しいひと時を過ごしましょ
う。算数・スピーキング・リーディングも引き続き学習し、秋学期からのクラスのレベルアップを目指します。
Reading books together, water play, making ice cream with soymilk, summer crafts, solving puzzles, singing, dancing,
outside play... all kinds of kids’ fun summer activities are combined this week! Students will also spend time learning
numbers and phonics. We will also include activities that enhance students’ speaking, reading and writing skills.
Beginner/Intermediate/High Intermediate/Advanced/High Advanced 初級・中級・上級
「チャプターブックとアイスクリーム作り！Chapter Books and Ice Cream!」
いつもより時間がとれる夏だからこそできること！いつもよりちょっと難しいチャプターブックにチャレンジして読書
を楽しみましょう。日頃のクラスでは読み切りの記事や話に触れていますが、文庫を読むことは本を好きになるために
は欠かせません。この機会に夜寝る間も惜しんで本を読むような本の虫になっちゃいましょう。活字を好んで読めるよ
うになることは、将来の大きな財産になります。
Summer is a great time to get kids excited about reading. We will have a great week reading chapter books together and
discussing the more complicated themes and characters they contain. It will be a nice break from our standard reading
classes which focus much more on articles and short stories. We have picked some really nice stories for the different
grade levels to read.

Week 2: 7/30 – 8/3

新しい視点でデザインする
Design From New Perspectives
Preschool/Kindergarten プリスクール・キンダー
「デザインともの作り」”Design and Making”
子ども達は、生まれながらにしてアーティストですが、物作りには技術や材料が必要です。同じコンセプトの物をつく
るにしても、使用できる技術によって、構造が変わります。その概念を理解できるよう、日頃の２次元の図画工作とは
違う、3次元の工作をいくつかの方法で試します。例えば、シリコンで鋳型を作り、物を量産する方法や、手をワックス
の中に入れて手のオブジェなど、継ぎ目のない作品を作る方法を試します。
Children aren’t strangers to the creative process, but rarely do they get exposed new methods of manufacturing. We are
really excited to introduce the students to the concepts of molding and casting. This introduces the idea of positives and
negatives in art and manufacturing; an integral concept in today’s world. Through hands-on activities such as making
hands and molding their own crayons, the kids will have a great time learning about these processes.
Beginner/Intermediate/High Intermediate/Advanced/High Advanced 初級・中級・上級
「新しい技術とデザイン」”New Technology & Design”
3Dプリンターを使って、生徒に、今までの技術では不可能であった、継ぎ目や組み立ての必要がないデザイン構造を身
近に体験してもらいます。3Dプリンターによって、造形の自由度が飛躍的に高まり、多数のパーツを組み合わせ、切削
して作られていた物が、一体成型で物体化することが出来るのです。複雑な形状も、プログラミングをしっかりすれ
ば、簡単にできてしまいます。将来、中空生型で軽量化と強度向上が実現することにより、医療、車や船舶、建築、航
空宇宙産業などでも、スタンダードな構造として利用されるようになるでしょう。まさに技術革新の真っただ中にいる
Learning Treeの生徒に、このデザインの発想を感じてもらい、最先端技術を使用する際の倫理も同時に考えてもらいた
いと思います。
Every day, new technologies are created that have the potential to revolutionize the world. We will open up our students
minds to new ways of designing and manufacturing that will shape the future. This week our older students will have the
exciting opportunity to design an object in 3D utilizing Computer Aided Design programs and then at the end of the week

the students will print out their object on Learning Tree’s state of the art 3D printer. This hands on project should introduce
the students to new ways of thinking and problem solving.
Week

3: 8/6 – 10

物語の魅力
The Charm of Stories
Preschool/Kindergarten プリスクール・キンダー
「物語に浸ろう」 ”Story listening and Story reading”
この週は、沢山の読み聞かせをし、様々な物語に触れてもらいます。その後は、グループで自分達の物語を作って、そ
れをスクールの皆んなに読んで発表しましょう！まず、しっかり物語を聞く姿勢が大事ですが、Learning Treeは受け身
の授業だけでは終わりません。アクティヴラーニングとして、自分で創造する、そしてそれを披露する、そのプロセス
が、知的クリエイティヴィティと自己効力感を育てます。初めて自分で作った本をみんなの前で読んだ日のことは、
きっと一生子どもの中に生き続けるでしょう。
All children love storybooks, and this week students will have the chance to create one of their own. The kids will learn
about characters and settings as well as problems and solutions. At the end of the week each class will have a chance to
perform a reading of their stories. Through performing, students will improve their speaking confidence and have a lot of
fun. We will record the performances and watch them together as a school.
Beginner/Intermediate/High Intermediate/Advanced/High Advanced 初級・中級・上級
「物語を創作し語ろう」 “Story writing and Storytelling”
物語を語るという行為は、人間の長い歴史の営みから生まれた大切な文化です。頭の中にどんなに良い考えがあって
も、言葉でそれを伝えられなければ、その考えを他者と共有し進化させるチャンスが半減してしまいます。英語で物語
を書き、発表し、そしてお互い感想を話し合うという訓練を楽しみながら、その作業の中で、人に伝えたい自分なりの
情熱やメッセージが湧いてきたら、素晴らしいことと思います。
The ability to tell a story is not just an important part of human culture, it also dictates how well we can sell ourselves and
champion causes. Becoming a charismatic speaker takes practice though, and it’s a skill that is often lacking in students.
This week our most advanced students will be writing their own stories and then recording a performance at the end of
the week. We will focus on both the details of crafting an interesting story, as well as skills to captivate an audience. The
students will have a great time while improving their confidence.
キンダー・初級・中級・上級クラス 時間割
Kinder / Beginner / Intermediate / Advanced Time Table
8:00am- 9:45am
Optional before care保育(別料金)
9:45am-10:10am
Warm-up activitiesウォームアップアクティヴィティ
10:20am-10:35am
Individual circle time クラス別サークルタイム
10:35am-10:55am
Theme テーマ
10:55am-11:00am
Break
11:00am-11:30am
Theme テーマ
11:30am-12:15pm
Bathroomお手洗い Lunch 昼食
12:15pm-12:45pm
Recess 外遊び Bathroomお手洗い
1:00pm- 1:35pm
Theme テーマ
1:35pm- 1:45pm
Story time or Summary of the day 読み聞かせ 又は まとめ
2:00pm- 3:00pm
Snack timeスナックタイム
3:00pm- 3:40pm
Writing ライティング(フォニックス 又は 文法)
-----3:40pm テーマ学習のみの申込の生徒はお帰りHome time for the kids in the theme study course
3:50pm- 4:30pm
Reading リーディング
4:35pm- 5:15pm
Discussionディスカッション
5:20pm- 6:00pm
Game, Eiken* or Essay writing レベルによりゲーム、英検*、エッセイライティング
-----6:00pm フルデイの生徒のお帰り時間 Home time for the kids in full day course
6:00pm- 6:45pm
Optional Aftercare保育(別料金)
*If you want your child to practice Eiken, let them bring their Eiken workbook. *英検の過去問題集はご自身でご用意ください。

プリスクール時間割 Preschool Time Table
8:00am- 9:45am
Optional before care 早朝保育(別料金)
9:45am-10:10am
Welcome kids and warm-up play ウォームアッププレイ
10:20am-10:35am
Individual circle time クラス別サークルタイム

10:35am-10:55am
10:55am-11:05am
11:05am-11:30am
11:30am-12:25pm
12:35pm-12:55pm
1:10pm- 1:35pm
1:35pm- 1:45pm
1:45pm- 6:45pm

Math (colors, shapes, counting, numbers) 算数
Theme Intro/review テーマ紹介・復習
Speaking/Reading exercise スピーキング・リーディング
Lunch/Bathroom 昼食、お手洗い
Outside Activities (ex. water play) 屋外でのアクティヴィティ(水遊び等)
Theme related writing exercise, arts & crafts or music テーマ(ライティング・図画工作・音楽)
Story time/Good-bye song 読み聞かせ、さようならの歌
Optional hourly after care 延長保育(別料金)

ご参加費用Fees for Summer School
1. Entrance fee入学金: ¥54,000 (For new students新入生のみ, 50% sibling discount在校生兄弟姉妹入学金割引)

2. Facility/Insurance/Material fee 設備費・保険代 ¥5,400
3. Tuition (please see the chart) 授業料（教材費込み）表を参照してください。
●The tuition includes healthy school lunch and snack. If you child has food allergy, please discuss with admin in advance.
Preschoolers who are not staying for the extended nursery take snack home at 1:45pm so please bring a tupperware.
授業料にランチとスナックが含まれています。アレルギーのある生徒は必ず事前にアドミンとお話ください。延長保育
なしのプリスクール生は、1:45pmのお帰りの際、スナックをお持ち帰りいただきます。タッパーウェアをお持ち下さ
い。
３ Before Care
Theme Study
週 授業前保育パス テーマ学習
間
Preschool
の
プリスクール
費
9:45am-1:45pm
用
Kinder & Up
8:00
8:45 キンダー以上
-9:45
-9:45 9:45am-3:40pm
am
am
¥15,552 ¥7,776

¥108,000

おすすめ
Full Day
フルディ
9:45am
-6:00pm

Afterschool After Care 授業後保育パス
アフタース
クール
3:50pm
-6:00pm

¥151,200

2h
3h
4h
5h
-3:45pm -4:45pm -5:45pm -6:45pm

¥15,876
¥56,376

Camp- Full Day tuition + 19,440yen/camp.
Theme Study tuition + 33,840yen/camp
キャンプは、フルデイパスに19,440円追加、
テーマ学習パスには33,840円追加です。

School Bus
スクールバス
片道往復同額
One fixed price
8km以上の距離は
料金が２倍になり
ます。

¥15,552 ¥23,328 ¥31,104 ¥38,880

(No Sibling Discount)
兄弟割引ありません）

Special Intensive ECAP
5,500yen extra per week (Seats limited)
夏期集中ECAPは、5日間で5,500円増です。
（定員になり次第申し込み終了）

●The reason we don’t accept 1 hour extended nursery with the pass is due to the pick-up time. 1:55p.m.-2:55p.m. is
break time for admin and teachers, so they are unavailable to parents during this time.
2時間から延長保育を承ります。1時間延長の2:45pmお迎えはスタッフの休憩時間(1:55pm-2:55pm)に当たる為、保護者
様対応ができないためです、ご了承ください。
●We will refund 100% if you email us 14 days prior to the start of summer school, 50% refund if you email us by 12:00pm
on the Thursday before summer school begins. After Thursday, no refund will be given since we have already prepared
for your child. If, after enrolling, you decide not to send your child to camp, please send an email to
learning@growing-trees.com by 12:00 p.m. the Thursday before camp. You will receive a 50% refund of the camp fee.
We cannot offer refunds for notice given after 12:00 p.m. on the due date.
お申し込み週の2週間前までは、設備費・保険代以外は100%返金いたします。サマースクールが始まる前週木曜日正午
までは、設備費・保険代以外の50%をご返金、木曜正午以降は準備が完了している為返金はありません。尚、Campお申
し込み週の前の木曜日には準備を完了しておりますので、木曜日正午以降のキャンセルは、100%お支払いをお願いして
おります。Campお申し込み週の前の木曜日正午まで電子メールにてご連絡いただいた場合は、Camp追加費用の50%を
返金いたします。電話はお繋ぎできないこともございますので、必ず時間のスタンプが残る電子メールでお願いいたし
ます。
●It is weekly enrollment for all students. For Preschool, the time is from 9:45a.m. to 1:45p.m. For Kinder and above, from
9:45a.m. to 3:40p.m.
プリスクール(最年少、年少)は1:45p.m.まで、キンダー(年中以上）は3:40p.m.までです。
●Preschool refers to 2-4 year olds and Kinder refers to 4-6 year olds with no reading skills. The Beginner Level is for
kindergarteners and elementary kids who can read simple books. The Intermediate Level is for elementary students with

intermediate reading skills. The Advanced Level is for students with Eiken (English proficiency test) 2 or pre 1 level. We
will have a High Advanced Level if any Eiken 1 level students enroll for that week.
プリスクールクラスは最年少・年少、キンダガーテンクラスは年中・年長、初級クラスは年中・年長・小学生の初級
リーディングの生徒、中級クラスは小学生以上中級リーディング以上の生徒が対象です。上級は英検2級合格から準1級
レベル対象です。
●The school bus leaves at 3:40p.m. and 6:00p.m., so preschoolers need to extend two hours to use the bus.
帰りのスクールバスは3:40p.m.と6:00p.m.のクラス終了後に出発します。プリスクールの生徒さんがバスを利用する場合
は、2時間延長が必要になります、ご協力お願いいたします。
●Afterschool also needs three-week-enrollment. You can take as many classes as you would like in the three weeks. You
cannot make up any classes you miss. We strongly recommend you to take theme study instead of afterschool.
アフタースクールも3週間のお申込みで、期間中好きなだけ3:50pmからクラスをとっていただけますが、せっかくのサ
マースクールですからアフタースクールではなく、イマージョンのテーマ学習をお勧めいたします。振替はありませ
ん。
Extra Care for Students 安心のために:
●We have installed reverse osmosis water purifiers that can remove 96-99% of radioactive substances from water.
96-99%放射線物質を除去出来ると言われている逆浸透膜式の浄水器を設置しています。
●We check the radiation level in the air before we take the kids outside. Above 0.2microSV/hour-no outside play.
毎朝公園の放射線量を測り、安全を確認してからお連れしています。 (0.2microSV/hour以上外遊びなし。)
●Our soap is made of 100% natural ingredients. 石鹸は100%植物由来の成分のものをご用意しています。
●In case of emergency, we will evacuate to the park with safety helmets. However, we’ll go back to the upper premises if there is a
tsunami alert. 非常事態には、防災頭巾を被り公園に避難、津波注意報が出た場合は、建物上階へ避難します。
●The policy for Learning Tree healthy lunch is below:
ラーニングトゥリーのヘルシーランチは、以下のポリシーで調理しています。
1. No Preservatives 添加物を使用していない食材を使用します。
2. All ingredients are from Hokkaido or the western part of Japan産地が関東圏以外の食材を使用します。 すべて北海道、西日本産のも
のを使用しています。もし関東が産地のものを使用する場合は、放射能の検査がされていて、100kg当たり50ベクレル以下のものを使
用します。(詳しく出ていない場合が多いので、しばらく東日本のものは使わない方針です)。
3. Organic or low/non chemical use有機農産物、もしくは栽培期間中農薬不使用のもの、無化学肥料の食材を使用します。 有機農産物
とは? 基本的に化学的に合成された肥料および農薬に頼らず、種まきや苗を植え付ける前の2年以上の間(茶や果樹などは3年以上)、土
づくりを行った田畑において作られた農産物。
4. Natural seasoning and condiments 調味料も、有機(有機農産物加工食品)もしくは無化学肥料で作られたもの、食品添加物が入って
いないものを使用し、白砂糖などの精製されたものは使いません。 例)使用している甘味料 てんさい糖・・・てんさい、または、さと
う大根ともいわれる植物の根からとれる甘味料。寒さに強く、寒冷地で栽培されており、体を温める作用があります。さとうきび原
料のものと異なり、多糖類なので、ゆっくりと消化されるため、血糖値の変動が緩やかと言われています。オリゴ糖を含み、お腹の
ビフィズス菌を増やしてくれる働きもあります。
有機農産物加工食品とは? 塩や水を除いた原材料の95%以上が、有機農産物および有機農産加工物で、残りの5%以下も許可されたも
のであること。そして製造、保管、加工の過程においても化学的に合成された食品および薬剤の使用を避けた加工食品 例)有機豆腐・
有機しょうゆ・有機味噌など
5. Oil is also elected; mostly olive oil and sometimes natural rapeseed oil 油も、オリーブオイルや手絞り菜種油など厳選したもの以外
は使いません。 例)使用している油 エクストラバージンオリーブオイル 酸化しにくいオイルです。他の植物油に比べて10~20倍とい
う安定度を誇ります。主成分のオレイン酸が酸化されにくい特徴に加えて、精製していないバージンオイルには、ビタミンなどの微
量成分が豊富で、その中に抗酸化成分が含まれています。
6. Try to keep the natural flavor of the ingredients 味付けもうまみ成分を大切にし、食材の自然の味を活かします。 昆布、かつおぶ
し、干し椎茸、いりこを料理にあわせて組み合わせ、だしをとり、使用しています。
7. Less animal meat and more soybeans, seaweed, fish and vegetables, including root vegetables動物性のものを控えめにし、体を温
める食材といわれる海草、豆、根菜、生姜を沢山摂れるようにします。 卵・牛乳は使用していません。パンも卵・乳製品不使用の天
然酵母しパンを使用しています。チーズ、ヨーグルト、バターは献立に変化をつけるため、またカルシウム源として時々使用してい
ます。肉は放牧で育てられ、遺伝子組み換えでないえさを食べ、抗生剤ホルモン剤を打たれていないものを選択しています。魚は九
州又は北海道で水揚げされた天然の鮭、さば、さんま、あじ、たら、マグロなどを主に使用しています。
8. Keep it higher than 75°C and eaten within 2 hours after cooked 菌の繁殖を防ぐため、75度以上を保ち、調理後二時間以内に食せる
ようにする。菌が繁殖しにくい、ステンレス製のお弁当箱を使用し、75度以上に保温できる温蔵庫にいれ、汁物は真空保温鍋にい
れ、電源付の車に積み温かいまま各校へ運びます。冷たい料理のときは、保冷バックに保冷剤を入れ、運びます。
9. Use only reverse osmosis purified water調理に使用する水は、逆浸透膜浄水器で浄化しています。
10. We do not eliminate any food from lunch to adjust to one’s allergy. We don’t use milk, egg or nuts.
Mon and Fri- Fish day, Tues and Thurs- Only vegetable, Wednesday- Meat day. Yogurt is served only on Tuesday and Thursday. アレ
ルギー除去食は、対応しておりません。設備や管理の面で対応が難しいため、除去食の対応しておりません。ただし、牛乳・卵・
ナッツに関してはもともと献立に使用しておりません。月・金は魚、火・木はヴェジタリアン、水曜日はお肉の日です。ヨーグルト
は火・木曜日のみ提供しています。

