Summer School 2017

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。また、母国語と英語の次に
必要となると言われている第三の言語「プログラミング」について、その考え方を使った表現の仕方も学びます。
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 underemphasized 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. In this three weeks of summer school, our curriculum will introduce students to the fascinating concepts of
computer programming and the structure of riddles. Students will learn the importance of logic, organization, humor and
language to express themselves. 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（7/248/10) 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 nonLearning Tree students only if they are native in English or have passed the following Eiken
levels: 45 years old Eiken 5, 56 years old Eiken 4, Grade 1 Eiken 3, Grade 2 Eiken pre 2, Grade 3 and up Eiken 2.

木場キャンパス: 江東区木場5630 ☎0358098900 5630 Kiba, Kotoku, Tokyo
西葛西キャンパス: 江戸川区西葛西6124 1～2階 ☎0368085656 6124 Nishikasai, Edogawaku
月島キャンパス: 中央区月島 21412 4～5階 ☎0335367890 21412 Tsukishima 4F, Chuoku
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。
Kiba
Nishikasai
Tsukishima

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.

持ち物

Things to Bring:

Water bottle with straw and strap, hat, inside shoes, handkerchief, extra clothes, smock (Preschool & Kinder only),
bathing suits (Preschool only. We will play with water when all conditions meet, for example weather, how students are
doing, etc.) Please write your name on all of your belongings.
(
)
(
)
(
)

※
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 、帽子、上履き、ハンカチ、お着替え、スモック プリス
クール・キンダーのみ 、水着とバスタオル プリスクールのみ。お天気や生徒の様子など全てのコンディションが整っ
た時に水遊びをします。 ※持ち物には必ずお名前をご明記ください。

テーマスケジュール Theme Schedule
Week

Dates

Beginner/Intermediate/Advanced

1

7/2428

(1) Summer Fun in Kamogawa!

Preschool/Kindergarten

初級・中級・上級

プリスクール・キンダー

サマーファン＠鴨川
7/2427 3 night Camp
3泊キャンプ （小学生以上優先）

EMG3,4

(2) Summer Fun at School!

サマーファン＠スクール
～Chapter Books and Ice Cream!
チャプターブックとアイスクリーム作り！

Summer Fun at School

サマーファン＠スクール
～Stories, Puzzles and Ice cream!
読書・パズル・アイスクリーム作り!

EMG1, 2

2

7/318/4

(1) Summer Fun in Kamogawa!

サマーファン＠鴨川
7/318/3 3 night Camp
3泊キャンプ （年長以上優先）

EMG2

(2) Summer Fun at School!

サマーファン＠スクール
～Let’s think! Using logic in everyday life.
Solving riddles and making riddles!
考えるの楽しい！論理を日常に。
なぞなぞ作ろう！

Summer Fun at School!

サマーファン＠スクール
～Let’s make riddles!
Imagination & Logic for kids
なぞなぞしよう！
イメージ✖論理を鍛えよう！

EMG1,3,4

3

8/7 – 8/10

(1) Summer Fun in Kamogawa!

サマーファン＠鴨川
8/710 3 night Camp
3泊キャンプ （年中以上）

(1) Summer Fun in Kamogawa!

EMG1

(2) Summer Fun at School!

サマーファン＠スクール
～Hello World! Programing for Kids
ハローワールド！プログラミングしよう！

EMG2, 3, 4

サマーファン＠鴨川
8/710 3 night Camp
3泊キャンプ （年中以上）

(2) Summer Fun at School!

サマーファン＠スクール
～Programing in Play
プログラミングのロジックを使った遊び
で脳を鍛えよう！

中学英語受験対策: 小論文、面接、プレゼンテーションの指導は、上記のテーマ学習に加えて、プライベートレッスンを
お勧めしています。If you are considering having your child take their Junior high school entrance exams in English, we

recommend that they take some private lessons along with the theme courses. We will teach the students how to write 5
paragraph essays on the different topics and practice presentation skills that are essential for the entrance exams and
interviews. We have a lot of experience preparing students to pass the interview as well as the written portions of the
entrance exams.

サマーファン＠鴨川！Summer Fun＠Kamogawa!
7/2427
7/318/3
8/78/10

（小学生以上優先 7years+）3泊鴨川自然キャンプ 3 night Nature Camp in Kamogawa
（年長以上優先 5years+）3泊鴨川自然キャンプ 3 night Nature Camp in Kamogawa
（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.
!
TV

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、 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。）

Week 1: 7/24 –7/28

夏は読書とアイスクリーム！

Stories and Icecream for Summer!

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。
Preschool/Kindergarten

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.

初級・中級・上級
「チャプターブックとアイスクリーム作り！
」
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
Beginner/Intermediate/High Intermediate/Advanced/High Advanced
Chapter Books and Ice Cream!

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: 7/31 – 8/4

考えるのが楽しい！～論理を日常に。なぞなぞを解いて、作って、出し合おう。
Let’s think! ～ Using logic in everyday life; Solving and Making Riddles!

プリスクール・キンダー
「なぞなぞしよう！イメージ✖論理を鍛えよう！Let’s make riddles! Imagination & Logic for kids」
なぞなぞを解きながら、理解力、言語連想、ひらめき、論理力、問題解決力、ボキャブラリーを育てます。幼児期の子ど
もたちには、絵や実際のオブジェクトを使いながら、まずなぞなぞの意味を理解して、解く楽しさを感じてもらいます。
もっともっと！となぞなぞをせがむようになるかもしれません。言葉の理解が難しい生徒には、言語アプローチだけで
なく、視覚パズルのアクティヴィティも入れながら、楽しく思考能力を高めます。Let’s have fun solving riddles! Riddles
Preschool/Kindergarten

are fun and intellectually challenging. They foster competence in comprehension, word/image association, inspiration,
reasoning, problem solving and vocabulary. Students will learn to see things from new perspectives, and to think deeper.
For young learners, we will use visual aids to help them understand the riddles and implement some puzzles as well.
They will enjoy this theme so much that they might ask you to tell them more riddles at home!

初級・ 中級・上級
「論理を日常に、なぞなぞ作ろう！
」
なぞなぞは、知的な挑戦です。理解力、言語連想、ひらめき、論理力、問題解決力、ボキャブラリーなど様々な能力を
育てるアクティヴィティです。解くだけでなく、自分のオリジナルを作ってクラスメートに出してみよう。楽しみながら
脳をフル回転！子どもたちの考えようとする力、考える力を促進します。知的なユーモアのセンスが身についたら素敵で
すね。なぞなぞが解けた時、よいなぞなぞが作れた時、これだ！という感覚を覚えるでしょう。それが自信とやる気に
つながり、考える楽しみを忘れられなくなります。Let’s have fun solving riddles and making riddles for your classmates!
Beginner/Intermediate/High Intermediate/Advanced/High Advanced
Solving riddles and making riddles!

Riddles are fun and intellectually challenging. They foster competence in comprehension, word/image association,
inspiration, reasoning, problem solving and vocabulary. Students will learn to see things from new perspectives, and to
think deeper. Making riddles will give them a chance to express themselves by connecting information they already know
with logic and humor. The moment that they find the reason and connections, they will feel a sense of personal victory!
We will help them gain confidence in themselves and become creative and flexible thinkers.

Week 3: 8/7 – 10

ハローワールド：プログラミング入門

Print “Hello World”; Programing for Kids

プリスクール・キンダー・初級
「プログラミングのロジックを使った遊びで脳を鍛えよう！ Programming in Play」
Preschool/Kindergarten/Beginner

Even young children can be introduced to the basic concepts of programming. Through games, crafts and play they can
be exposed to the idea of simple and clear commands. Just like the Japanese Watermelon game, students will learn that
in order to achieve a goal they have to be able to understand and communicate a series of steps. The logic that comes
from being introduced to thinking like a programmer is a really fundamental skill for young children to grasp. The students
will have opportunities to improve their English and develop confidence in their communication. Programming has already
become a fundamental part of our world, and just like learning a language, if we start early we can equip the kids to
succeed later in life.

プログラミングというと難しく感じるかもしれませんが、ちいさな子ども達にとっても、プログラミングの基礎になる
考え方を学ぶことは、日常生活を豊かにすること間違いありません。コンピュータで物事を動かすには命令を出すとい
うことが必要ですが、そのコマンドには、自分が何が目的なのか、そのゴールは具体的にどんな状態なのかはっきりと
表現されていなければなりません。身近なところでは、スイカ割りなどで友達に言葉で助けを出すのもコマンドゲーム
の一つと言えるでしょう。さらに同じオブジェクトでも、カテゴライズの仕方によって何通りもの仲間分けができるこ
とも発見です。言葉ゲーム、仲間分け、コマンドゲームなどを通して、考えの整理をしそれを言葉で表現する方法を学び
ます。これは発達とともに論理性を身につけていく幼児期に最適なアクティビティです。
Intermediate/High Intermediate/Advanced/High Advanced 中級・上級
「プログラミングのロジック The Logic of Programing」

As technology is integrated more and more into our global society, programming is becoming an increasingly valuable
skills. Even people who work in fields outside of the tech sector can benefit from the logic and outsidethebox thinking
that learning to program develops. During our summer school week students will be able to create their own program
using the programing language Scratch. Scratch is an easily accessible programing language designed at MIT to
introduce kids to programing.

プログラミングが第三の言語と言われ、これからの子ども達に必要になる時代がくると言われています。大学でプログラ
ミングを専攻した講師複数を筆頭に、子ども達が実際に簡単なプログラミングを体験できるよう、MITで子ども用に開発
されたプログラミング言語「スクラッチ」を手取り足とり分かりやすく教えます。プログラマーにならなくともその仕組
みを知ることで、新しい発想ができるようになるでしょう。
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)
9:45am10:10am
Warmup activitiesウォームアップアクティヴィティ
10:20am10:35am
Individual circle time クラス別サークルタイム
10:35am10:55am
Theme テーマ
10:55am11:00am
Break
11:00am11:30am
Theme テーマ
11:30am12:15pm
Bathroomお手洗い Lunch 昼食
12:15pm12:45pm
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)

プリスクール時間割

8:00am 9:45am
9:45am10:10am
10:20am10:35am
10:35am10:55am
10:55am11:05am
11:05am11:30am
11:30am12:25pm
12:35pm12:55pm
1:10pm 1:35pm
1:35pm 1:45pm
1:45pm 6:45pm

Preschool Time Table
Optional before care
(
)
Welcome kids and warmup play
Individual circle time
Math (colors, shapes, counting, numbers)
Theme Intro/review
Speaking/Reading exercise
Lunch/Bathroom
Outside Activities (ex. water play)
Theme related writing exercise, arts & crafts or music
Story time/Goodbye song
Optional hourly after care
(
)

早朝保育 別料金
ウォームアッププレイ
クラス別サークルタイム
算数
テーマ紹介・復習
スピーキング・リーディング
昼食、お手洗い
屋外でのアクティヴィティ(水遊び等)
テーマ(ライティング・図画工作・音楽)
読み聞かせ、さようならの歌
延長保育 別料金

ご参加費用Fees for Summer School
1. Entrance fee入学金: ¥37,800 (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.

３
週
間
の
費
用

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。
Before Care
Theme Study おすすめ！
Afterschool After Care 授業後保育パス
School Bus
授業前保育パス テーマ学習パス Full Day アフタース
スクールバス
Preschool
フルディパス クールパス
片道往復同額
プリスクール 9:45am
3:50pm
One fixed price
9:45am1:45pm 6:00pm
6:00pm
8km以上の距
Kinder & Up
離は料金が２
8:00
8:45
2h
3h
4h
5h
キンダー以上
倍になりま
9:45am 9:45am 9:45am3:40pm
3:45pm 4:45pm 5:45pm 6:45pm す。
¥15,552 ¥7,776

¥108,000

¥151,200

¥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は19,440円追加、
テーマ学習パスには33,840円追加です。

¥15,552 ¥23,328 ¥31,104 ¥38,880

¥15,876

A Private Lesson is 40min and ¥5200 per lesson. A
Unique program will be made according to your goal.
40 5200

プライベートレッスンは、１クラス 分 円です。
目標に合わせて、プログラムを作成します。

●If you wish to choose the specific days to stay late, please purchase the extended nursery tickets instead of the pass.
The pass is for more than 2 hours everyday.
●The reason we don’t accept 1 hour extended nursery with the pass is due to the pickup time. 2:00pm2:55pm is break
time for admin and teachers, so they are unavailable to parents during this time. 2
1
2:45pm
(23 )
●We will refund 100% if you email us 14days 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.
2
100%
50%
●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.
(
) 1:45p.m.
(
3:40p.m.
●Preschool refers to 24 year olds and Kinder refers to 46 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.

長

単発で延長される場合は、パスではなく延長保育チケットをご購入下さい。
時間から延長保育を承ります。 時間延
お迎えはスタッフの休憩時間 時 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。

お申し込み週の 週間前までは、設備費・保険代以外は 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 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。
プリスクール 最年少、年少 は
まで、キンダー 年中以上）は
までです。

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 3:40 p.m. and 6:00 p.m., so preschoolers need to extend two hours to use the bus.
3:40 p.m. 6:00 p.m.
2
●Afterschool also needs threeweekenrollment. 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.
3
3:50pm

帰りのスクールバスは
と
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、 時間延長が必要になります、ご協力お願いいたします。
アフタースクールも 週間のお申込みで、期間中好きなだけ
からクラスをとっていただけますが、振替はありませ
ん。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。
Extra Care for Students 安心のために:
●We have installed reverse osmosis water purifiers that can remove 9699% of radioactive substances from water.
9699%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/hourno 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。
●We have a survival kit for all children with food and water which lasts for three days in case of emergency.
非常用として、お子様全員の3日分の乾パン、水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。 既製品は、保存のため添加物を使用しているものが多
いので、基本的には使用していません。ケチャップの代わり・・有機トマト缶+てんさい糖、マヨネーズの代わり・・有
機豆腐+有機リンゴ酢+てんさい糖+みそ+塩、ねりうめの代わり・・有機梅干+てんさい糖+料理酒、等すべて手作り。
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
加物ができるだけ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・牛乳はいっさい使用していま
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。ひじき、わかめ、大豆、じゃがいも、にんじん、ごぼう、生姜をたくさん使用
した献立になっています。
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 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。ヨーグルトは水曜日のみ提供しています。

