
 

   

  

Montessori International Academy  
      Summer School 2020   

 

     Summer Courses  
 

1. Preschool 2-5 years old 
　  2717 S. Halladay St, Santa Ana, CA 92705 

 

2. School Age K-3rd grade 
        1211 E.dyer rd, #110, , Santa Ana, CA 92705 

 

3. MIA@HOME Online/ 2 years old - 3rd grade 

         At home on Zoom 
 

     (714) 444-2733 
info@monteintel.org   

Tuitions 
MIA Students 

 

Preschool / School Age 

Tuition: $320/week *Week 6: $192 

Enrollment: Minimum 1 week 

 

MIA@HOME 

Tuition: $300/week *Week 6: $180 

Enrollment: Minimum 1 week 

 

Non MIA Students 

 

Tuition: $340/week *Week 6: $204 

Enrollment: Minimum 2 weeks 
________________________ 

Hot Lunch  

$35 / week  *Sorry, weekly order only 

 

Early Bird Care 

Time: 8AM - 9AM $10 / day 

 

Afternoon Owl Care 

Time: 3PM - 6PM $20 /day 

 

Early Bird & Afternoon Owl Set 

$70 /week 

 

School Age Afternoon Class 

Please contact to the office 

How to enroll your child 
 

1. Enroll your child through 

Google Form by 6/5.  

2. Receive confirmation email. 

3. Make a payment by 6/15.  

 

Cancellation Policy 
 

● 100% tuition refund* if you 

cancel 7 days prior to the 

attendance.  

● 50% tuition refund* if you 

cancel 3 days prior to the 

attendance.  

● No tuition refund if you 

cancel 2 days prior to the 

attendance.  

 

* for cancelling week(s) 

 

Notes 
 

● Please understand the 

spots are limited. 

● The events and schedule 

may change without notice.  
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    Weekly Curriculum theme 
＊Each theme includes:cooking,art- 

project, and in-school field trip 

Week 1 

 
7/6 - 7/10 

Space 

 
In-school field 

trip: 

Space 

Engineer 

Visit 

Week 2 

 
7/13 - 7/17 

Healthy 

Foods 

In-school field 

trip: 

Pottery 

Week 3 

 
 7/20-7/24 

Safari 

 

In-school field 

trip: 

Petting Zoo 

Week 4 
 

7/27-7/31 

Ocean 

Animal 

 

In-school field 

trip: 

Splash Day 

 

Week 5 

 
8/3 - 8/7 

Mad 

Science 

 

In-school field 

trip: 

Scientist 

Visit 

Week 6 

 
8/10 - 8/12 

My 

Countries! 

 

In-school field 

trip: 

Matsuri 

 

bring everyday & Every week 
● Water bottle 

● Lunch *hot lunch available 

● Disposable utensils 

● Face mask  

● Sunblock *only for afternoon owl care  

● Fitted sheet/Blanket 

● Inside shoes / Hat 

● Extra clothes 

Daily Schedule 
     1. Preschool  (2 - 5 years old) 

      *Early bird care available: 8AM -9 AM 

          9:00 - Arriving to school 

                    Montessori work/ Snack 

          10:30 -Theme activity 

          11:00 -Outside play/ Circle 

                     time 

          12:00 -Lunch 

          1:00 -  Nap time 

          2:30 - Story time 

          3:00 - Dismissal  

        **Afternoon owl care available: 3-6 PM 

 

     2. School Age ( K - 3rd grade) 

      *Early bird care available: 8-9 AM 
          9:00 -Arriving to school 

                   Montessori work/ Snack 

          11:00-Theme activity 

          12:00-Lunch 

          1:00 - Group lesson 

          1:30 - P.E/ Outside play 

          2:30 - Music 

          3:00 - Dismissal 

        **Afternoon class available: 3PM -6 PM 

 

     3. MIA@HOME  
          Schedules will be provided  

          individually. 

Safety 
 -Children- 

● Check child’s temperature when 

they arrive at school 

● Wear a mask (except for meals & 

water).  

● Stay in the same classroom 

everyday (no cross-classroom).  

● All personal items will be kept 

separated from others.  

● Establish and maintain social 

distance in classrooms.  

● No sharing items-including work.   

● Wash hands frequently.  

 

-Parents- 
● Drop off and Pick up at assigned 

areas to keep social distance.  

● Wear a mask at all times while on 

school grounds.  

 

-Teachers- 
● Wear a mask and gloves.  

● Stay with the same children in 

the same classroom.  

● Create each child's work area to 

maintain social distance. 

● Sanitize toilets and sinks after 

each child uses them.  

● Sanitize all the furniture & Work 

before and after use.   

● Supervise children washing hands 



 

 
 

  
 

　　モンテッソーリ国際学園 

　サマースクール 2020  
 

サマーコース  
 

1. プリスクール  2歳から5歳 

2717 S. Halladay St, Santa Ana, CA 92705 

 

2. スクールエイジ キンダーから3年生 

1211 E. Dyer Rd, #110, Santa Ana, CA　92705 

 

3. MIA@HOME オンライン/ 2歳から3年生 

自宅にてZoomを使って授業 

 

 

    (714) 444-2733 
     info@monteintel.org 

 

授業料 

MIA 学内生 
 

プリスクール/ スクールエイジ 

$320/週　 *第6週: $192 

お申し込み：1週間単位 
 

MIA@HOME  

$300/週　 *第6週: $180 

お申し込み：1週間単位 
 

学外生 
 

$340/週　 *第6週: $204 

お申し込み：2週間単位  
________________________ 

ホットランチ  

$35 / 週 　*週ごとのオーダーのみになります。 

 

ひばり（延長保育） 

時間: 8AM - 9AM $10 / 日 
 

ふくろう（延長保育） 

時間: 3PM - 6PM $20 /日 
 

ひばり & ふくろう セット 

$70 / 週 

 

スクールエイジ放課後クラス 

事務局までお問い合わせ下さい。  

 

お申し込み方法 
 

1. Google フォームからお申し込み

下さい。締め切りは6/5です。  

2. お申し込み完了メールが届きま

す。 

3. 6/15に授業料のお支払いを済ま

せて完了となります。 
 

キャンセルについて 
 

● 7日前のキャンセルは、キャン

セル料はかかりません。 

● 3日前までのキャンセルは、50

％のキャンセル料が発生致しま

すのでご注意下さい。 

● 2日前のキャンセルは100％の

キャンセル料が発生致しますの

でご注意下さい。 

● 返金等致しかねますことご了承

下さい。 
 

その他 
 

● 各クラスお席には限りがありま

すのでお早めにお申し込み下さ

い。 

● イベントや予定は、予告なしに

変わることがありますことご了

承下さい。 
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各週のテーマ  

＊各週お料理や製作、園内遠足があり

ます。 

第1週 
 

7/6 - 7/10 
宇宙 

 
園内遠足： 
宇宙開発 
エンジニア
訪問 
 

第2週 
 

7/13 - 7/17 
食育 

 
園内遠足： 
陶芸体験 

第3週  
 

7/20-7/24 
サファリ 

 
園内遠足： 
移動動物園 

第4週 
 

7/27-7/31 
海の生き物 

 
 

園内遠足： 
水遊び 

第5週 
 

8/3 - 8/7 
科学 

 
 
園内遠足： 
科学者訪問 

第6週 
 

8/10 - 8/12 
僕たち 

私たちの国 
 

園内遠足： 
夏祭り 

 

毎日の持ち物と毎週の持ち物 

● 水筒 

● お弁当 *ホットランチご利用できます。 

● 使い捨て食具 

● マスク  

● 日焼け止め *ふくろうの利用者 

● お昼寝用シーツ/ ブランケット 

● 上履き/ 帽子 

● 着替え 

Daily Schedule 
     1. プリスクール  （2歳から5歳） 

      *ひばり（延長保育）: 8AM -9 AM 

          9:00 -  登園/ モンテッソーリのお仕事 

　　　　　 おやつ 

          10:30 - テーマ活動 

          11:00 - 戸外遊び/ サークルタイム 
         12:00 - 昼食  

          1:00 - 午睡 

          2:30 - 読み聞かせ/ 音楽等 

          3:00 - 降園 

        **ふくろう（延長保育）: 3PM-6PM 
 

     2. スクールエイジ（キンダーから3年生） 

        *ひばり（延長保育）: 8AM -9 AM 

          9:00 -  登校/ モンテッソーリのお仕事 

　　　　　 おやつ 

          11:00 - テーマ活動 

          12:00 - 昼食 

            1:00 - グループレッスン 

            1:30 - 体育/ 戸外遊び 

            2:30 - 音楽 

            3:00 - 下校 
        **スクールエイジ放課後クラス: 3PM-6PM 

 

     3. MIA@HOME 
　　　　（オンライン/ 2歳から3年生） 

         個別でスケジュールが作成されま
す。 

 

Safety 
子ども： 

●  登園、登校時に体温測定を行う。 

● できる限りマスクを着用する。 

●  毎日同じクラスで、同じお友達と

同じ先生と過ごす。 

● 全ての持ち物をまとめて保管し、

他のお友達のものと混ざらないよ

うにする。 

● クラス内でもソーシャルディスタ

ンスを保つ。 

● 物をシェアしない。  

● こまめに手洗いをする。 

 

保護者： 
● 送迎は指定されたところで行い、

ソーシャルディスタンスを保つ。 

● 来園時は必ずマスクを着用する。 

 

職員： 
● 手袋とマスクを着用する。 

● 毎日同じクラスで、同じ子ども達

と過ごす。 

● クラス内でソーシャルディスタン

スが保てるよう、各子どもが使え

る作業スペースを作る。 

● トイレ、シンク、家具等、子ども

が使用する前後に消毒を行う。 

● 手洗いの励行をこまめに促す。  

 


