
Okinawa AMICUS International Information Sessions  

 

We would like to conduct several school information sessions which we hope will deepen your understanding of our 

educational philosophy and school curriculum. During the session, we will provide admissions information and application 

forms. July 5th and 11th sessions will include an open class so that visitors can observe classes. Participation is by advance 

reservation only. Please follow the instruction below to make a reservation in advance. 

 

1. Eligible applicant 

Guardians who are considering enrolling their children at AMICUS kindergarten or the first grade in April 2014 (Those who are 

considering admissions after 2014 are also welcome). 

 

2. How to make a reservation: 

Please submit an online application form (http://bit.ly/14kCUXd) with the following information: 

Date you wish to participate in, Parents’/guardians’ name, Child’s name, Child’s date of birth, Mailing address,  

E-mail address, Phone number, The number of participants (maximum three people), Questionnaire. 

 

3. Dates: 

First Session: 9:30-11:30 (Registration commences at 9:00), Friday, July 5th, 2013     *including an open class 

Second Session: 9:30-11:30 (Registration commences at 9:00), Thursday, July 11th, 2013     *including an open class 

Third Session: 10:00-12:00 (Registration commences at 9:30), Saturday, August 17th, 2013    

Fourth Session: 14:00-16:00 (Registration commences at 13:30), Saturday, August 17th, 2013      

Optional extra day: the same time as the postponed day, Saturday, August 24th, 2013     

 

4. Venue:  

Okinawa AMICUS International Multi-Purpose Hall      1212-1 Aza Enobi Uruma-City, Okinawa 904-2205 

 

5. Items to bring:  

Indoor shoes (e.g. slippers), shoe bag, stationery, etc. 

 

6. Notes:  

(1) On the day of the information session, please come to the reception to confirm your reservation. 

(2) Parking is limited. Please come to the venue by carpool if possible. 

(3) Please note that there is no child care available during the sessions.  

(4) Postponement: Please check the website for postponements due to a typhoon. In the case of postponements, sessions will 

be rescheduled to August 24th and your reservation will be automatically transferred. However, there will be no open class on 

rescheduled sessions. 

 

7. Inquiries:  

Admission Coordinators: Mr. Uehara, Ms. Tomita, Ms. Nagashima 

TEL: 098-979-4711  FAX: 098-979-4712 

E-mail: info@amicus.ed.jp 

 

 

http://bit.ly/14kCUXd
mailto:info@amicus.ed.jp


 

沖縄アミークスインターナショナル学校説明会開催のご案内 

 

本校では下記の日程でアミークスへの入学をご検討されている方を対象とした学校説明会を開催いたします。説明会を通して

学校理念や教育内容等へのご理解をさらに深めて頂ければ幸いです。また、入学試験に関するご説明や募集要項及び入学願

書等の配布も行います。第 1回 7 月 5日（金）と第 2回 7月 11日（木）の学校説明会では、学校概要に関する説明に併せて、

実際に授業をご参観いただき、アミークスの子どもたちの様子をご覧いただく「オープンクラス」を行います。各回とも予約制とな

りますので、次の手順に従い事前予約の上ご参加ください。 

 

1. 対象者 

2014年 4月に幼稚園入園、小学校 1年入学を検討されている保護者様 

（2015年度以降の入園入学や、編入を検討されている保護者様もご参加可能） 

2. 参加予約の方法 

予約フォーム（http://bit.ly/14kCUXd）より、以下の情報をお知らせください。  

なお、予約数が定員に達した場合は予約受付を締め切らせていただきます。 

参加希望回／保護者氏名／お子さまのお名前／お子さまの生年月日／ご住所／メールアドレス 

／お電話番号／参加人数（3名まで）／アンケート 

3. 開催日時 

 

 

 

 

 

 

4. 受付会場  

沖縄アミークスインターナショナル 多目的ホール前 

〒904-2205 沖縄県うるま市栄野比 1212番地 1 

5. ご持参頂くもの 

・スリッパ等の上履き、下足入れ（袋） 

・メモ・筆記用具など 

6. 注意事項 

 説明会当日は、受付にて予約者（保護者さま）のお名前をお知らせください。 

 駐車スペースに限りがございます。できるだけ乗り合わせでお越し頂きますようお願いいたします。 

 学校内に託児所はございませんので、ご配慮お願い致します。 

 台風接近により開催を延期する場合は、前日までに本校ＨＰにてお知らせいたします。延期となった場合は 8月 24日

（土）に延期回と同じ時間にて開催いたします。予約内容はそのままスライドとなります。ただし、予備日にはオープン

クラスはございません。（例：第 2 回が延期となった場合、第 2 回参加予約済の方は 8/24（土）9:30~11:30 へのご参

加となります。この場合オープンクラスはございませんので予めご了承ください）。 

7. お問い合わせ 

 沖縄アミークスインターナショナル 児童募集担当：上原・富田・永島 

TEL: 098-979-4711  FAX: 098-979-4712 

 E-mail: info@amicus.ed.jp 

第 1回 2013年 7月 5日(金) 9:30~11:30 (9:00受付開始) 満員オープンクラスあり   

第 2回 2013年 7月 11日(木) 9:30~11:30 (9:00受付開始)  満員オープンクラスあり  

第 3回 

第 4回 

2013年 8月 17日(土) 

2013年 8月 17日(土) 

10:00~12:00 

14:00~16:00 

(9:30受付開始) 

(13:30受付開始) 

予備日 2013年 8月 24日(土） 延期回と同時刻 延期回と同時刻 

 

http://bit.ly/14kCUXd
mailto:info@amicus.ed.jp

