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Digital AMICUS 

 

 

 

This guidebook provides information to parents and guardians about distance learning at AMICUS             

during temporary school closure. Changes may be made depending on circumstances. Updates will             

be communicated through the school email.  

With distance learning, we strive to continue achieving our educational philosophy to cultivate             

independent children who can think, learn and act for themselves, and carve out their own futures.  

このガイドブックは、休校期間中の遠隔学習について保護者の皆さまへ情報を提供するもの

です。状況によっては変更となる場合がございます。最新の情報は学校からのEメールでご

確認ください。 

遠隔学習により、教育理念を達成し続け、自分で考え、学び、行動し、自分の将来を自分で

切り開く『自立した子ども』を育成するよう努めて参ります。 

 

Let’s think, learn and act as one! 
 



2 

TABLE OF CONTENTS　目次 

 
1 OVERVIEW 概要 

 
✴ Distance Learning　遠隔学習 
✴ Information from School and Teachers　学校・先生からの情報 
✴ Roles and Responsibilities　役割と責務 
✴ Online Classes　オンライン授業 
✴ Devices and Wi-Fi Connection　電子機器とWi-Fi接続 
✴ Contacting Teachers　教諭への連絡方法 
✴ Materials and Activities　教材と活動 
✴ Online Counseling　オンラインカウンセリング 
✴ Student’s Status Report during Distance Learning　遠隔学習の学習状況報告について 
✴ Department Activities 幼・小・中学校のアクティビティについて 

 

2  ONLINE APPS オンラインアプリケーション 
 
✴ Video Conferences with Students　児童生徒とのビデオ会議 
✴ Using Blog　ブログ 
✴ Login Details　ログインの詳細 
✴ Login Using a Browser (Safari/Chrome)  
　ブラウザーを使用してのログイン (Safari/Chrome)  
✴ Downloading Apps　アプリケーションのダウンロード 
✴ School Apps Information　学校で使用しているアプリケーション 
✴ Student Apps Guides　アプリケーションの使い方 

 
 

3  HELPFUL TIPS FOR PARENTS 保護者のための役立つヒント 
 

✴ Homeschooling　家庭での学習 
✴ Fun Activities at Home　家庭で楽しめるアクティビティ 
✴ Friendly Reminders to AMICUS Parents and Students 
アミークスの保護者、園児・児童・生徒のみなさんへのメッセージ 

  

 



3 

OVERVIEW　概要 

DISTANCE LEARNING　遠隔学習 

 

What is distance learning? 「遠隔学習」とは？ 
 

Distance learning is a way of learning remotely without being in regular face-to-face contact with a 

teacher in the classroom. Our goal is to ensure that AMICUS students are enabled to continue to learn 

effectively during school closure. 

遠隔学習とは、通常の教室にて対面で行われるものとは違い、離れた場所から行う学習のことで

す。私たちの目的は、この遠隔学習を通して、アミークスの子どもたちが休校時でも効果的に学

習を継続できるようにすることです。 

 

Goals of distance learning　遠隔学習の目的 

1. To ensure that students continue to learn effectively in a safe environment through distance 

learning 

遠隔学習を通して園児児童生徒が安全な環境で効果的に学習を継続できること 

2. To ensure that parents are well informed and supported with homeschool information 
家庭での学習について保護者への十分な説明と支援を保証すること 

 

Two online learning environments　２つのオンライン学習環境 
 

Synchronous and asynchronous learning technologies are the two most common online learning types 

(Hrastinski, 2008; Er et al., 2009; Simonson, Smaldino, Albright, & Zvacek, 2012). 同期及び非同期学習方法
は最も一般的なオンライン学習の２つの形態である(Hrastinski, 2008; Er et al., 2009; Simonson, Smaldino, 

Albright, & Zvacek, 2012)。 

✴ Synchronous or live – Students interact, share, collaborate, and ask questions in real-time through 

video conferencing. 
同期またはライブ - 児童生徒たちがビデオ会議を通してリアルタイムに対話、共有、共同作業や
質問を行う。 

 

✴ Asynchronous or not live - Students create, synthesize, explain, and apply the content or skills 

being taught at their own pace through online educational programs. 

非同期または非ライブ - オンラインの教育プログラムを通して、製作や合成、説明、そして教え
られた内容や技能の応用を児童生徒自身のペースでこなしていく。 
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INFORMATION FROM SCHOOL AND TEACHERS 

学校・先生からの情報 

 

How do we get more information about distance learning?  
遠隔学習についての詳細はどのように得られますか？ 

 

The school will send AMICUS parents email notifications about distance learning. Once lessons have been 

set, teachers will inform parents by grade. Guides and updates for Kinder and Elementary will be available 

in class/grade blogs while instructions for Junior High will be posted in Google Classroom. 

学校が遠隔学習に関してのメールを送信します。学習内容が決まりましたら学年ごとに先生から連絡があ

ります。幼稚園と小学校の学習についての説明や最新情報は学級や学年のブログをご参照ください。中学

校はグーグルクラスルームに投稿されます。 

 

 

 

  

 



5 

ROLES AND RESPONSIBILITIES　役割と責務 

 

Parents　保護者 

 

⬥ Communicate with the school and child’s teachers during temporary school closure. 

　休校期間中の、学校および担当教諭との連携 

⬥ Check school email and blog on a regular basis. 

　学校からのメールやブログの定期的な確認 

⬥ Read and understand guides and information provided by the school and teachers. 

　学校からのお知らせや情報の確認 

⬥ Encourage your child to learn and participate actively. 

　子どもが積極的に遠隔学習に参加できるような意識付け 

⬥ Inform your child regarding school and class information. 

　子どもへの学校・学級からのお知らせの伝達 

⬥ Ensure that your child has the devices and access they need for learning. 

　子どもが遠隔学習に参加できる環境の確保 

⬥ Support your child in using technology and in accessing lessons and activities if needed. 

　子どもの遠隔学習に関わる技術面での支援 

⬥ Share feedback with the teachers.　 
学校や担当教諭へのフィードバックの共有 

 

Students　園児・児童・生徒 

 

⬥ Ask teachers and/or parents when help is required 

　手助けが必要な時には担当教諭や保護者にたずねること 

⬥ Establish positive attitude towards learning 

　意欲的に遠隔学習に参加すること 

⬥ Remember login information for the apps and keep it in a safe place 

　必要なアプリのログイン情報を覚え、安全に管理すること 

⬥ Prepare materials needed for the lessons and activities such as notebook, pen, etc. 

　ノートや筆記用具など、学習に必要な文房具を準備すること 

⬥ Use the device and apps properly and responsibly 

　ルールを守り責任を持ってデバイスやアプリを使用すること 

⬥ Follow the class routine given by the teachers as much as possible 

　決められた学習の流れに沿って遠隔学習を進めること 

⬥ Watch the lessons carefully 

　授業や課題をしっかりと確認し、学習を進めること 

⬥ Finish the activities and/or homework and submit on time　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
課題や宿題を時間通りに完成させ、提出すること 
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ONLINE CLASSES　オンライン学習 

 

What are the students expected to do?  
子どもたちは何をするのですか？ 

 

AMICUS students will watch the lessons prepared by their teachers. Then, they will work on an activity. 

Finally, there will be a video conference with everyone in the class or grade. 

園児・児童・生徒は先生が準備した授業を見て、課題に取り組みます。また、学級／学年でビデオ会議を

行います。 

  

When should my child start learning? 
いつから学習を開始できますか？ 
 

The learning cycle starts on Monday. Lessons and activities can be watched and done anytime within the 

given time frame. During the video conference, teachers may review the lessons, ask about students’ 

work, and socialize with the students. 

学習サイクルは毎週月曜日に始まります。定められた期間内であればいつでもレッスンや課題を見ること

ができます。ビデオ会議では、先生が復習をしたり、児童生徒の学習状況を聞いたり、そして児童生徒の

様子を確認します。（小学校と中学校のみ） 
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DEVICES AND WIFI CONNECTION 電子機器およびWiFi接続 

Are the students going to use a device such as PC, MacBook or iPad? 
子どもたちはパソコンや MacBook、iPad 等を使うのでしょうか？ 
 

Yes, they will. To make distance learning work, a device is needed to view lessons,  work on assignments, 

and attend video conferences with teachers. It could be an iPad, tablet, or PC (MacBook for JH). 
はい、遠隔学習をするには電子機器が必要です。iPadやタブレット、パソコンを使用します。（中学生は
MacBook） 

  

We have no access to Wi-Fi at home. What should we do?  
自宅にWi-Fi がありません。どうしたらいいでしょうか？ 
 

We recommend parents to inquire about portable Wi-Fi that can be rented on a monthly basis. Kindly 

contact your child’s homeroom teachers to inform them about it. 
遠隔学習期間中、レンタルWi-Fi等のご利用をご検討ください。Wi-Fi 環境についてご相談がありました
ら、学級担任にお問い合わせください。 
 

Can my child use a smartphone for studying?　 
スマートフォンでの学習は可能ですか？ 
 

Smartphones that parents are using for work are not recommended. A separate device for distance 

learning is advised, and the larger screen of a tablet, iPad or PC will be easier for your child to study with 

than a smartphone. For junior high students, they will need a laptop to complete their assignments. 
保護者のスマートフォンを使っての遠隔学習はおすすめしません。保護者が日常的に使用しているスマー

トフォンではなく、iPadやパソコン、大きめのスクリーンのタブレットを学習用に使用することを推奨し
ています。また、中学生はパソコンが必要となります。 
 

What if we have no available device that stays at home?  
自宅に電子機器がない場合はどうしたらいいでしょうか？ 
 

The school will provide a device that students can borrow provided that the parents will read and sign the 

Acceptable Usage Policy (AUP). Please note that availability will depend on the number of devices the 

school has. This agreement is effective while students use devices at school and when distance learning is 

required. Note that internet connection will still need to be provided at home. 
自宅での取り扱いに関しての同意書を提出いただき、学校から機器を貸し出すことが可能です。ただし

Wi-Fiなどのインターネット環境は各ご家庭でご準備いただくことになります。 
 

The app/device doesn’t seem to work. What should we do? 　 
アプリケーションや電子機器がうまく作動しません。 
 

Make sure that the app and device is always up to date. If it has been updated but the error still occurs, 

contact your child’s homeroom teacher/s. 
アプリケーションや電子機器が最新の状態にアップデートされているかご確認ください。それでも解決で

きない場合は、学級担任にお問い合わせください。 
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CONTACTING TEACHERS   教員への連絡方法 

My child needs help working on an activity. How should I contact the teachers? 
遠隔学習について子どもが支援が必要な場合、どのようにして先生方に連絡したらいい

でしょうか？ 
 

Teachers can be contacted via email during office hours (8:15 – 17:00). When you have questions 

regarding lessons, kindly contact them.  

教員へは、Eメールにてご連絡ください（午前８時１５分～午後５時。　授業についてのご質問は教員へ
ご連絡ください。 

 

Whom should I contact if I have concerns about apps and blog?  
アプリケーションやブログ等についての問い合わせは誰にしたらいいですか？ 
 

Any concerns that directly involve your child must be communicated to the homeroom teachers. Should 

technical assistance be required, homeroom teachers will forward the inquiry to the ICT department 

and/or teachers will get back to you.  

お子さまに関わるご相談は学級担任へご連絡ください。技術的な質問に関しては担任からICT担当（情報
通信技術部門）へ伝え、折り返しご連絡いたします。 

 

Whom should I contact first if I wish to give feedback?  
意見などを伝えたいときは、先に誰を連絡したらいいですか？ 
 

Any feedback about distance learning can be shared with your child’s teachers through email. The school 

has regular meetings, and concerns and feedback from grade level and parents are delivered. The school 

will also conduct surveys during this period of distance learning. Surveys through Google Forms will help 

us guide our teaching. 

遠隔授業についての意見は、Eメールを通して学級担任へご連絡ください。学校では定期的に会議を行
い、そこで学年や保護者からのフィードバックを共有します。また、この遠隔学習中にアンケート調査な

どを実施します。アンケートは今後の教育活動の進め方に役立ちます。 

 

For questions and information about distance learning please contact homeroom 
teachers directly. If you wish to discuss matters about fees and school services, 
kindly contact the office. 
学習については学級担任へご連絡ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　
校納金や学校業務に関しては事務局までお問い合わせください。 
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MATERIALS AND ACTIVITIES　筆記用具と課題 

What other materials does my child need? 
どのような筆記用具が必要でしょうか？ 

 

Writing materials such as pen and whiteboard markers can be used during distance learning. Other things 

needed will be listed by the teachers in the blog.  

ペン/ノートやホワイトボード/マーカー等の文具を遠隔学習で使用することがあります。 
詳細はクラスのブログをご参照ください。 

 

My child is done with the activities. Do you have any recommended tasks or apps he/she 
can do or use?  
すでに課題が終わってしまったのですが、他にお勧めの学習やアプリケーションはあり

ますか？ 
 

Yes, we do. We use some apps at school, which can also be used at home. You may find the information 

in Online Apps.   

はい、学校では、ご家庭でも使用いただけるいくつかのアプリを利用しています。オンラインアプリケー

ションの項目でご確認ください。 

  

My child doesn’t know/forgot how to use the app. How can I help him/her?  
子どもがアプリの使い方がわかりません。どうしたらいいでしょうか？ 
 

We have guides available for you. Please refer to Apps Tutorials. Kindly contact the teachers if you have 

specific concerns about the apps that are not in this document.  

使用方法の説明書があります。アプリケーションの説明書をご参照ください。下記以外のアプリケーショ

ンについて質問等ございましたら、教諭へご連絡ください。 
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ONLINE COUNSELING　オンラインカウンセリング 

1 We will use “Zoom” for counseling. Although it is a service that has reliable results on student counseling 

in universities in the U.S., there are security risks such as hacking and it is not 100% safe. To prevent 

being exposed to these risks, please refrain from using free Wi-Fi.  
カウンセリングにはZoomを使用します。Zoomはアメリカの大学などでの学生相談で実績のある信頼で
きるサービスですが、ハッキングなどのリスクはゼロではありません。リスクを防ぐために、フリー

Wi-Fiを利用した使用は避けてください。 

 

2 Online counseling requires devices equipped with a web-camera; e.g. PC, smartphone, mic, etc...  

Although the meeting will be on screen, please understand that we cannot provide the same quality of 

services as actually seeing the counselor in person.  
オンラインカウンセリングにはウェブカメラ付きのPCやスマートフォン等の端末を利用します。あなた
と相談員の映像が画面に映りますが、対面での相談とは質が異なり、来室したときと同様のサービスは

提供できないことをご理解ください。 

 

3 When counseling, you will need a room that is quiet and a privacy-protected environment. Coffee shops 

and convenience stores are not suitable. Even at home, please make sure your conversation is not 

disturbed or listened to by family members. Please also check in advance that objects that should not be 

seen are out of your background.  
オンラインカウンセリング中は、ご自分の部屋など、プライバシーが守られる静かな環境を確保するこ

とが必要です。カフェやコンビニは絶対に避けてください。自宅でも、家族が途中で入ってきたり、話

を聞かれたりすることのないように調整してください。また、背景に映り込むものについても不都合が

ないか確認してください。 

 

4 During the counseling, please close all apps (except for Zoom), notifications, and programs.  
オンラインカウンセリング中は、使用しているアプリ（Zoom）以外のすべてのアプリ、通知、プログラ
ムは閉じてください。 

 

5 If the device you are going to use is a PC, check the state of OS (Windows, Mac, OS etc.) for any security 

updates needed for antivirus software. Also, for smartphones and tablets, please check if there are any 

updates needed for OS (Android, iOS etc...).  
あなたが使用する端末がPCの場合は、OS（Windows、mac OSなど）、セキュリティアップデート、ウ
イルス対策ソフトなどを最新のバージョンに更新してあることを確認してください。スマートフォンや

タブレットの場合も、OS（Android、iOSなど）を最新のバージョンに更新してあることを確認してくだ
さい。 
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6 During the distance counseling (video chatting), all recordings are restricted. Anyone to join with you 

without permission is also not allowed. (This applies to the school counselor as well.)  
オンラインカウンセリング（ビデオ通話）中の録画・録音・撮影は禁止します。また、許可なく他者を

同席させることも禁止します（相談員も、許可なく行うことはありません）。 

 

7 Please contact the school nurse to make an appointment. When it is time for your appointment, you 

may join the Zoom meeting with the ID and password, which we will notify you of. Please inform the 

school nurse for any changes or cancellations to the appointment in advance.  
予約は養護教諭にご連絡ください。こちらからお知らせするIDおよびパスワードを用いて、予約時間に
接続して下さい。予約のキャンセルや変更が必要な場合は、事前に養護教諭までご連絡ください。 

 

8 In the case of suspended/poor connection for technical reasons, the school nurse will give you a phone 

call or email. If there is no response, the meeting will be considered to have been cancelled.  
  技術的な問題で、接続がうまくいかなかったり中断したりした場合は、養護教諭から電話やメールにて
連絡します。応答がない場合は、キャンセルとさせていただきます。 

 

9 Please contact the school nurse if you wish to rebook an appointment.  
再予約したい場合は、養護教諭までご連絡ください。 

 

10 The duration for counseling is 40 minutes in principle.  
カウンセリングの時間は原則40分とします。 
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STUDENT’S STATUS REPORT DURING DISTANCE LEARNING 
遠隔学習の学習状況報告について 

 

The school will send out a Student’s Status Report or SSR that shows students’ work progress during 

distance learning. Information in SSR varies depending on the subjects and lessons taught in each grade. 

オンラインでの学習期間中、SSR（Student’s Status Report = 児童の学習状況報告）をお送りし、お子さまの
学習状況を報告いたします。SSRに含まれる情報は、それぞれの学年の科目や授業によって異なります。 

 

Grade 

 

Blank template:  報告書のひな型                   Sample report:　報告書の例 

 

**The style of Student’s Status Report may vary depending on the grade.  　　　　　　　　　　　　

　　お子さまの学習状況報告書は、学年によって異なります。 
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DEPARTMENT ACTIVITIES 
幼・小・中学校のアクティビティ 
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ONLINE APPS　 
オンラインアプリケーション 

 

VIDEO CONFERENCES WITH STUDENTS 
児童生徒とのビデオ会議 

 

What is the purpose of video conferences? 
ビデオ会議の目的は？ 

 

The video conferences are important in making sure that social interaction takes place within the grade or 

class. This serves as a way to take care of students’ social-emotional health. Activities during the sessions 

vary depending on your child’s grade level. Kindergarten and lower grade elementary focuses more on a 

student’s interaction with teachers and classmates, while upper grade elementary and junior high focuses 

more on academics.  

ビデオ会議は、学年内、クラス内で社交的な交流を保証する意味で重要であり、児童の社会的および感情

的な健康維持を促進します。ビデオ会議セッションでどのような活動が行われるかは、子どもの学年に

よって異なります。幼稚園と小学校低学年では、子ども同士、また教員との交流に焦点を当てた活動が主

となり、小学校高学年の児童や中学校の生徒には、より学習に焦点を当てた活動となるでしょう。 

 

Are the apps used in video conferences safe? 
ビデオ会議に用いられるアプリの安全性は？ 

 

Just like any other apps and programs on the Internet, the safety when using Google Meet and Zoom is 

not 100% guaranteed. However, to make sure that no outside forces can invade school and students’ 

privacy, we provide passwords that are only shared within the school community. To further strengthen 

protection of students’ privacy, kindly follow the guidelines below:  

ネット上にある他のアプリやプログラムと同様、Google MeetやZoomを使用するときの安全性は100％と
は言えません。しかし、学校と児童生徒のプライバシーを外部の侵入から守るために、学校のコミュニ

ティー内でのみ共有されるパスワードを提供します。子どもの個人情報の保護を強化するためにも、以下

のガイドラインを守っていただけるようお願いします。 
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✴ Do not sign in. Join using the link or meeting ID and password. 
サインインしないでください。送られたリンクをクリックするか、ミーティングIDとパスワード
を利用してご参加ください。 

 

✴ Use first name and add last names’ initial only. No full name allowed. 
姓のイニシャルと名前のみを使ってください。フルネームは使わないでください。 

 

✴ If you do not wish to expose your child’s face, you may turn off your device’s camera. Informing 

the teachers regarding this is advised.  
お子さまの顔を写したくない場合は、お使いの機器のカメラをオフにして参加することができま

す。その場合、教員にその旨を伝えていただけると助かります。 

 

✴ Do not share the meeting ID, password, and meeting link with anyone else aside from immediate 

family members assisting your child. 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
子どもの学習をサポートする家族の方以外とは、ミーティングIDやパスワード、そしてミーティ
ングのリンクを共有しないでください。 
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USING BLOG　ブログ 

How can I access the grade/class blog? 
学年・学級のブログにアクセスするにはどうしたらいいですか？ 

 

There are three ways you can access the grade/class blog: 

学年・学級のブログにアクセスするには３つの方法があります。 

1 Through the AMICUS official website https://www.amicus.ed.jp/en/ 

アミークス公式ウェブサイトからアクセス 

 

2 Through the class blog link http://amicus.ed.jp/sites/ 

学級のブログのリンクからアクセス 

 

 

3 Through teacher’s emails 教員からのメールでアクセス 

 

https://www.amicus.ed.jp/en/
http://amicus.ed.jp/sites/
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LOGIN DETAILS　ログイン方法 

Where can I find my child’s login information?  
子どものログイン情報を確認することができますか？ 

 

Your child’s username and password can be found in the red folder. Please glue one copy on the back 

cover of the diary and keep one copy at home. 

子どものユーザー名とパスワードはレッドフォルダーの中に入れていますので、半分に切っていただき一

部はダイアリーの裏表紙に貼ってください。残りの半分はご家庭で保管してください。 

 

 

Login information seems to not work. What should we do?  
子どものログイン情報が確認できませんがどうしたらいいですか？ 
 

Kindly email your child’s homeroom teacher to get the correct login information. 

学級担任に連絡し、正しいログイン情報の確認をしてください。 

 

What is my child’s login information in other apps?  
その他のアプリケーションのログイン情報は何ですか？ 
 

Your child’s username and password are the same for all apps that the grade is using. Some apps may ask 

for a teacher’s username and information is available in the Apps Tutorial.  

子どもの全てのアプリケーションのユーザーネームとパスワードは同じです。アプリケーションによって

は、教員のユーザーネームを使用し、使い方の詳細がご覧になれます。 
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LOGIN USING A BROWSER (SAFARI/CHROME) 

ブラウザーを使用してのログイン (SAFARI/CHROME) 

 

Kinder 

Zoom https://zoom.us/join 

Flipgrid https://info.flipgrid.com/ 

 

Elementary 

Zoom https://zoom.us/join 

Arcademics (G1-G3) https://plus.arcademics.com/login 

LoiLoNote (G1-G6) https://loilonote.app/_/ 

Spelling City (G1-G6) https://www.spellingcity.com/Log-yourself-in.html 

Razkids (G1-G6)

https://www.kidsa-z.com/main/Login?_ga=2.167827428.497

461200.1586909543-1037430586.1560142258 

Kahoot! (G1-G6) https://kahoot.com/ 

Flipgrid (G2-G6) https://info.flipgrid.com/ 

Typing Club (G2-G6) https://amicusk9.typingclub.com/ 

Khan Academy (G4-G6) https://www.khanacademy.org/login 

Prodigy (G6) https://sso.prodigygame.com/game/start?rid=040bfd89-22eb-439b-aa63-26ca1fc2d3aa 

Junior High 

Typing Club https://amicusk9.typingclub.com/ 

AccMath https://hosted286.renlearn.com/3428115/ 

 

By invitation only: 

Meet https://meet.google.com/ 

Google Classroom (JH) https://classroom.google.com/ 

Kahoot! https://kahoot.com/ 

Flipgrid https://info.flipgrid.com/ 

 

Links in orange are exclusively used by AMICUS. Use the links provided.  

 

https://zoom.us/join
https://info.flipgrid.com/
https://zoom.us/join
https://plus.arcademics.com/login
https://loilonote.app/_/
https://www.spellingcity.com/Log-yourself-in.html
https://www.kidsa-z.com/main/Login?_ga=2.167827428.497461200.1586909543-1037430586.1560142258
https://www.kidsa-z.com/main/Login?_ga=2.167827428.497461200.1586909543-1037430586.1560142258
https://kahoot.com/
https://info.flipgrid.com/
https://amicusk9.typingclub.com/
https://www.khanacademy.org/login
https://sso.prodigygame.com/game/start?rid=040bfd89-22eb-439b-aa63-26ca1fc2d3aa
https://amicusk9.typingclub.com/
https://hosted286.renlearn.com/3428115/
https://meet.google.com/
https://classroom.google.com/
https://kahoot.com/
https://info.flipgrid.com/
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DOWNLOADING APPS　 
アプリケーションのダウンロード 

 

LoiLoNote Google Classroom 

 

 

Kahoot! Flipgrid 

 

 

Zoom Hangouts Meet  
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Razkids Spelling City 

 

 

Arcademics Typing Club 

 

 

Khan Academy Prodigy 
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SCHOOL APPS INFORMATION 
学校で使用しているアプリケーション 

 

LoiLoNote School is an app for creating interactive, student-centered class room. 
It provides a virtual workspace where users can save information as multimedia 

cards. Cards can be arranged and grouped like a mind map, helping students organize their thoughts and 
providing a birds-eye view of what has been learned. These capabilities encourage active learning and 
creative energy in the classroom. 
LoiLoNote Schoolは、生徒主体のインタラクティブな教室を実現するためのアプリです。 ユーザーが、
マルチメディアカードとして情報を保存できる仮想の学習広場を提供します。 カードはマインドマップ
のように配置およびグループ化できるため、生徒は自分の考えを整理し、学習した内容を客観的に見るこ
とができます。 これらの機能は、教室での活動的な学習と創造的なやる気を促がします。 
 

English website: https://n.loilo.tv/en/ Japanese website: https://n.loilo.tv/ja/ 

 

Google Classroom is a free web service, developed by Google for schools, that aims to 
simplify creating, distributing, and grading assignments in a paperless way. The primary 
purpose of Google Classroom is to streamline the process of sharing files between 
teachers and students. 

Google Classroom は、学校向けにGoogleが開発した無料のウェブサービスで、ペーパーレスで課題の作
成、配布、採点を簡素化することを目的としています。 Google Classroomの主な目的は、教員と生徒の
間でファイルを共有するプロセスを合理化することです。 

 

Website: https://edu.google.com/products/classroom/ 

 

Kahoot! is a game-based learning platform, used as educational technology in schools and 
other educational institutions. Its learning games, "Kahoots", are user-generated 
multiple-choice quizzes that can be accessed via a web browser or the Kahoot app.  

Kahoot! とはゲームベース学習プラットフォームで、学校やその他の教育機関で教育ツールとして使用さ
れています。WebブラウザーまたはKahootアプリから作成された多肢選択式のクイズにアクセスできま
す。 

 
Website: https://kahoot.com/ 

 

 

 

https://n.loilo.tv/en/
https://n.loilo.tv/ja/
https://edu.google.com/products/classroom/
https://kahoot.com/
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Flipgrid is a website that allows video discussions. Each grid is like a message board 
where teachers pose questions, called "topics," and students can post video responses 
that appear in a tiled grid display. 

Flipgridは、ビデオディスカッションを可能にしてくれるウェブサイトです。教員の「トピック」と呼ば
れる質問に対し、生徒はトピックの返事をビデオで返信します。 

 
Website: https://info.flipgrid.com/ 

 

Zoom Video Communications, Inc. is a communications technology company that provides 
video telephony and online chat services through a cloud-based peer-to-peer software 
platform and is used for teleconferencing, telecommuting, distance education, and social 
relations.  
Zoom Video Communications、Inc.は、クラウドベースのピアツーピアソフトウェアプ

ラットフォームを介してビデオ通話やオンラインチャットサービスを提供する通信テクノロジー企業であ
り、遠隔会議、在宅勤務、遠隔教育などに使用されています。 

 
Website: https://www.zoom.us/ 

 

 Google Meet is a video conferencing app. It integrates with G Suite versions 
of Google Calendar and Gmail and shows the complete list of participants and scheduled 
meetings. 
Google Meetはビデオ会議アプリです。G SuiteバージョンのGoogleカレンダーやGmailと統
合し、参加者とスケジュールされた会議のリストを表示します。 

 
Website: https://gsuite.google.com/products/meet/ 

 

Razkids is an app where students can read books based on their reading level. Kids 
access their leveled text through an interactive learning portal designed to keep 
them motivated and engaged. They can find books they can listen to, read at their 

own pace, and record themselves reading.  
ラズキッズ（アプリ）では、自分に合ったレベルの英語の本を探すことができます。英語の本を読んだり
聞いたりするだけではなく、自分が音読している声を録音することもできます。 

 
Website: https://www.raz-kids.com/ 

  
 
 
 
 

 

https://info.flipgrid.com/
https://www.zoom.us/
https://gsuite.google.com/products/meet/
https://www.raz-kids.com/
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 VocabularySpellingCity was created to empower students to study independently 
through engaging game-based learning activities. It has a wide variety of study 
tools for developing strong vocabulary skills and best practices for effective 
vocabulary word instruction.  

VocabularySpellingCityは、児童生徒がゲームベースの学習活動を通じて独立して学習できるようにする
ために作成されました。ボキャブラリースキルを強化するためそして効果的なボキャブラリー指導を実践
する学習ツールを備えています。 

 

Website: https://www.spellingcity.com/ 

  

Arcademic Skill Builders are online educational video games that offer a powerful 
approach to learning basic math, language arts, vocabulary, and thinking skills. 
These educational games provide fun and focused repetition practice that 
enables automaticity and fluency to be achieved more quickly. With what we 
now know about automaticity and fluency in academic performance, we can help 

students achieve masterful levels of performance faster than ever before! 

Arcademic Skill Builders は、数学、語学、語彙、思考の基礎的スキルを学ぶための強力なアプローチを提
供するオンライン教育用ビデオゲームです。これらの教育用ゲームは、楽しく、集中的な反復練習を通し
て、自動性そして流暢さをより迅速に達成できるようにします。 
自動性と流暢さについては既知の通り、生徒がこれまで以上に優れたレベルの学習を達成するのに役立ち
ます！ 

 

Website: https://www.arcademics.com/ 

 

 Khan Academy offers practice exercises, instructional videos, and a 
personalized learning dashboard that empower learners to study at their 
own pace in and outside of the classroom. This program tackles math, 
science, computer programming, history, art history, economics, and more.  

カーンアカデミーでは、クラスルーム内外で自分のペースで学習できるように、練習問題、説明ビデオ、
およびパーソナライズされた学習ダッシュボードを提供しています。このプログラムは、数学、科学、コ
ンピュータープログラミング、歴史、美術史、経済学などに取り組みます。 

 

Website: https://www.khanacademy.org/ 

 

 

 

https://www.spellingcity.com/
https://www.arcademics.com/
https://www.khanacademy.org/
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 TypingClub is the most effective way to learn how to type. It is web based, and highly 
effective. TypingClub is (and will always be) free for both individuals and schools. There is 
an optional paid school edition. 

TypingClubは、タイピングの方法を学ぶ最も効果的な方法です。 ウェブベースで、非常に
効果的です。 TypingClubは個人での使用も学校での使用も無料です。オプションとして有料学校版があり
ます。 

 

Website: https://www.typingclub.com/ 

 

Japan Map Puzzle is an education puzzle game that helps remember the names of the prefectures of 
Japan  by playing a puzzle.  

都道府県の位置や県名を覚える教育系パズルゲームです。 

 

 

English website: http://digital-gene.com/index.php?lang=en  

Japanese website: http://digital-gene.com/index.php?lang=jp 

  

 

https://www.typingclub.com/
http://digital-gene.com/index.php?lang=en
http://digital-gene.com/index.php?lang=jp
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STUDENT APPS GUIDE アプリケーションの使い方 

LoiLoNote  ロイロノート 
 

LOGIN ログイン:  

✴ School ID: oai 

✴ User ID: firstname.student number 

✴ Password: Check your login information sheet 

 

 

FIND LESSONS 授業を見つける: 

 

Lower grade (G1-G3) Select All G1/All G2/All G3. 
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Upper grade (G4-G6) Select Subject. 教科を選択してください。 

 

✴ Create New Note.  ノートの新規作成を選択してください。 

 

✴ Erase.  すでに入力されているものを消してください 

 

✴ Write the date and day. 月日を入力してください 

 

✴ Select Materials. 題材を選択してください 
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✴  Choose Private Folder. 個人用フォルダを選択してください 

 

 

✴ Choose the subject. 教科を選択してください 

 

 

 

✴ Choose the lesson.  授業を選択してください 

 

 

 

 

✴ Use. 右上のUseを押してください 

 

 

 

✴ Start learning/doing your assignments. 課題に取り組んでください 
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SUBMITTING ASSIGNMENTS 課題提出について: 

✴  Click the minus sign            to put cards together. Make sure all cards are connected with  yellow 

lines.  すべての課題をひとつにまとめるために、　　の印をクリックします。 
すべてのカードが黄色の線でつながれていることを確認してください。　 

 

✴ Move/Drag the cards into Submit box. カードを動かして、提出用のボックスに入れます。 

 

✴ Click on the date and day  月日をクリックします。 

 

 

✴ Go to the next subject by pressing ‘Back’. Backを押しながら、次の教科に移動し 

 

TIPS WHEN USING LOILONOTE ロイロノートを使うときのコツ: 

1 Save your own work in your private folder after submitting. 

　　　提出した後、自分の課題を個人用フォルダに保存しましょう。 

2 Clean up your notes. ノートを整理しましょう。 
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Spelling City  スペリングシティ 
 

LOGIN ログイン: Use your LoiLoNote username and password. 

 　　　　  ログインは、ロイロノートと同じユーザー名を使ってください 　　　　  

Apps 

   

 Chrome/Safari 

  

START 始めるには: Once you log in, you will see your assignments. Choose the activity you want to do to 

practice your spelling words for the week.　ログインをすると、課題が分かります。自分が練習したい週
のワードを選択してください 

  

Click on LISTS & GAMES to see the spelling list.　リスト・ゲームをクリックしてください 
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Raz-kids  ラズキッズ 
 

LOGIN ログイン: Use your teacher’s username and your LoiLoNote password. 

ログイン/ あなたの先生のユーザー名と、ロイロノートのパスワードをお使いください 

 

App アプリ 

    

 Chrome/Safari クローム/サファリ 

    

 

Teacher’s username: Teacher’s username(先生のユーザー名)は、クラスごとに異なります。  

amicus1a/ amicus1b/ amicus1c 1A、1B、1Cから順に、amicus1a/ amicus1b/ amicus1c 

amicus2a/ amicus2b/ amicus2c　　 2A、2B、2Cから順に、amicus2a/ amicus2b/ amicus2c 

amicus3a/ amicus3b/ amicus3c　　 3A、3B、3Cから順に、amicus3a/ amicus3b/ amicus3c 

amicus4a/ amicus4b/ amicus4c　　 4A、4B、4Cから順に、amicus4a/ amicus4b/ amicus4c 

amicus5a/ amicus5c　　　　　　   5A、5Cから順に、amicus5a/ amicus5c 

amicusg6a/amicusg6b/amicusg6c　 6A、6B、6Cから順に、amicusg6a/amicusg6b/amicusg6c 
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START 始めるには: 

✴ Select My Assignment/Assignment. 

自分の課題（My Assignment/Assignment）を選択します。 

 

G1-G3 G4-G6  

 

 

✴  Choose a book to read. 読む本を選択してください。 

 

G1-G3 G4-G6 

 

 

 Listen to the story. ストーリーを聞くことができます。 

Record your voice (Reading the story). 音読を録音できます。 

Answer questions. 本を読んで質問に答えることができます。 
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✴ Get more points by reading books in Level Up! 
レベルアップした本を読むことでもっとポイントをゲットすることができます！ 

 

G1-G3 G4-G6 

 

✴ Try reading books in other levels in the Reading Room. 

違う学年の本を読んでみましょう。 

 

G1-G3 G4-G6 

 

 

Your Homeroom/English teacher may check your Raz-kids work in real time! 

学級担任、英語担当教員は、子どもが取り組んでいるラズキッズをリアルタイムで見ることができます。 
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Kahoot   カフート 

 
LOGIN ログイン: No login needed. In the browser (  Chrome/Safari), click play.  
　ログインの必要はありません。ブラウザ(Chrome/Safari)の play をクリックします。 

 

 

START 始めるには: 

Enter PIN. 　  Use the Game PIN given by your teacher. 

PINを入力します。　　　　　　　　 先生から与えられたGame PINを使います。 

 

 

Write your first name and last name’s initial.あなたの名前と名字のイニシャルを書いてください。 

 

 

 Enjoy playing! ゲームスタート！ 
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Flipgrid  フリップグリッド 
 

LOGIN ログイン: 

Chrome/Safari App 

No login needed. Enter a flip code –> Click on the 
arrow 
パソコン：ログインは必要ありません。 flip codeを
入力–>矢印をクリック   

 

Student –> Allow microphone and camera (press 
ok) –> Enter Flip Code –> Click on the arrow 
iPadまたはスマートフォン：Student –>マイクとカメ
ラを許可する（許可を選択） –>　flip codeを入力 –> 
矢印をクリック 

 

START 始めるには: 

 Chrome/Safari Enter Flip Code given by your teacher. 

  ChromeかSafari　　　　　　  先生から与えられたFlipコードを入力します。 

 

 

 

Read instructions. Click   and make your own video.  

説明を読んでください。　　　　　　 　 をクリックして、動画撮影を開始します。 　

　　　　　　　　　　 

 

 

 

Watch your classmate’s video and send a video reply.  
クラスメートの動画を見たり、動画の返信をしましょう。 
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Arcademics　アカデミックス 
 

LOGIN ログイン: Use your LoiLoNote username and password, then click login. 

　　　LoiLoNoteのユーザー名とパスワードを使い、ログインします。 

  

 

 

Play assigned games. Click PLAY. 

指定されたゲームをします。　　 PLAYをクリックします。 

 

 

 

Click Default Games if you want to play other games. 
ほかのゲームをしたい場合は、Default Gameをクリックしてください。 
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Khan Academy　カン アカデミー 
 

LOGIN ログイン:  Use the username and password your teacher gave you (LoiLoNote account). 

先生から与えられたユーザー名とパスワード（LoiLoNoteアカウント）を使います。 

Chrome/Safari  

 

 

App 

 

 

START 始めるには:  Click the lesson/Press start. 授業名を選び、Startを押します。 

 Chrome/Safari App 
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Watch the lessons and go to the next assignment. 授業動画を見て、次の課題に進みます。
 

 

 

Answer the activities. アクティビティにて、解答してください。 

  

 

Watch a video or use a hint if you need help. 

必要であれば、動画を見返したり、ヒントを見たりできます。 

 

 

Start watching the next lesson. 次の授業動画に進みましょう。  
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Accelerated Math   アクセレレイテッド マス 
 

LOGIN ログイン: Login in  Chrome/Safari using the link  

ChromeかSafariをから、次のリンクログインします。 

https://hosted286.renlearn.com/3428115/. 

 

 

Click on Accelerated Math 2.0 　 Choose your class. 

Accelerated Math 2.0を押します。　　 クラスを選びます。 

 

 

Start Practice.　Practiceを押します。 Start answering.　答えを入力します。 

 

 

 

 

 

https://hosted286.renlearn.com/3428115/


39 

TypingClub　タイピングクラブ 
 

 

LOGIN ログイン: Go to https://amicusk9.typingclub.com/ and login using your LoiLoNote username and 

password. 

このアドレスからログインします。https://amicusk9.typingclub.com/　 

ロイロノートと同じユーザーネームとパスワードです。 

 

 

Choose your lesson and click start.　レッスンを選んでスタートを押す。 

 

 

Click the lesson.　レッスンをクリックします。 

  

 

https://amicusk9.typingclub.com/
https://amicusk9.typingclub.com/
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Login Information for Macbooks 

Macbookでのログイン方法 

Example Student Name: Timmy Bloggins 

例えば、Timmy Blogginsという生徒であれば 

Login Information 
ログイン情報 

Macbook Sign-in  
Macbookでのサインイン 

Google Sign-in 
Googleでのサインイン 

Username 
ユーザー名 

timmy.b timmy.190864@amicus.ed.jp 

Password 
パスワード 

190864! EL190864 

 

Welcome to your school Macbook laptop! To get started, please make sure to protect the above login 

information, it’s yours so don’t share it! 
アミークスのMacbook laptopへようこそ！はじめに上のログイン情報を大切に保管してください。個人情

報なので他の人と共有しないように！ 

 

Now, open up your laptop. If there is no power, press the power button and wait for it to load the login 

screen. Login using your Macbook Sign-in credentials. 
次に自分のノートパソコンを開き、電源が入っていなければ入れ、ログインスクリーンが出るまで待って

ください。登録してある自分のMacbookアカウントでログインしてください。 

 

 

 

Next, move your mouse cursor to reveal the dock and click open Google Chrome. 
次にマウスのカーソルを下のドックへ移しGoogle Chromeをクリックし開けてください。 
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Click on “Already a Chrome user? Sign in” 
“Already a Chrome user? Sign in”をクリックしてください。 

 

 

Type in your Google sign-in credentials, click next, then your password. 
自分の登録アカウントを入力し「次へ」をクリックし、パスワードを入力してください。 

 

 

Finally, click on the rubix “Google apps”, and select Gmail. Read all your messages and follow those 

directions. 
ブラウザーの右上のGoogleアプリの中からGmailを選んでください。メッセージを全て読み、指示に従っ

てください。 
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How to connect to a Home Network  

家庭用ネットワークへのつなぎ方 
 

To begin, make sure to make note of your home Wi-Fi SSID network name and password, this is usually 

on your home router. 
はじめに、ご自宅のWi-Fiのネットワーク名とパスワードを書き留めてください。通常ご自宅にあるルー

ターに記載されています。 

 

 

 

Next, login into your Macbook using your Macbook sign-in credentials. Then, click on the Wi-Fi icon in the 

upper right hand side of the screen and select “Join Other Network” 
次にMacbookに自分のアカウントでログインしてください。そしてスクリーン右上のWi-Fiマークをクリッ

クし、“Join Other Network”を選んでください。 

 

 

Now, type in your home network name, then select security as “WPA/WPA2 Personal”, and then type in 

your password carefully! Finally, click “Join”. Hopefully, you are now connected! 

Network Nameに先ほど書き留めたWi-Fiのネットワーク名を入力し、Securityは“WPA/WPA2 Personal”を選

択、パスワードを入力してください。そして上手くつながることを願いながら、“Join”をクリック！ 
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How to Connect to Google Meet グーグルミートのつなぎ方 
 

There are two ways to join Google Meet video chat. First, you can type into your web address bar: 

https://meet.google.com/ .  Next, click on “Join or start a meeting”. Google Meetのビデオチャットへの接続

方法は２ステップ、最初にウェブアドレスバーに https://meet.google.com/と入力し、次に“Join or start a 

meeting”をクリックするだけです。 

 

Then, enter the meeting code that was sent to you from your teacher. You can also host your own Google 

Meet video chat using this method!  
次に、先生から送られてきたミーティングコードを入力します。同じような方法で自分がビデオチャット

を始めることもできます。 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

If you were sent a link by email, please click on the link directly. This is the easiest way to join, by opening 

up the invitation from your teacher! All you have to do is click “JOIN MEETING”.  
Eメールでリンクが送られてきたら、直接そのリンクをクリックします。先生から送られてきたメールを

開き “JOIN MEETING”をクリックする方法が一番簡単な接続方法です。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Make sure to “Allow your microphone and webcam”, and then click “Join now”. 
必ずマイクとカメラの使用を許可して“Allow your microphone and webcam”から“Join now”をクリックし参

加してください。 

  

Welcome to your first Google Meet!  初めての Google Meet へようこそ！ 

 

https://meet.google.com/
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HELPFUL TIPS FOR PARENTS 

HOMESCHOOLING 

If you're new to home-schooling, you're probably wondering how to help your kids learn and how to keep 

kids busy during quarantine. Is it possible to avoid a screen time free-for-all and keep your sanity? 

ここでは、いくつかご家庭で効率的に学習を進めるためのアイデアなどを共有させていただきます。 

 

✴ Have a designated area for schoolwork.　勉強場所を決める。 

Choose a place in your home where your child can sit and focus. If it is away from distractions, like toys 

and electronics, your child has a better chance of staying on task. When home has been for having fun, 

relaxing, and eating and it now shifts to work, the designated space is essential. 

子どもが集中しやすい場所を、「勉強場所」として決めることをお勧めします。おもちゃや、テレビなど

からある程度離れた場所の方が集中力も上がり、学習も効率的に進めることができます。場所を決め、学

習に取り組むとよいでしょう。 

 

✴ Create a schedule that works for your family if possible.　 

できるだけ１日のスケジュールを決める。 

By making a daily schedule for your child and getting tasks done, parents also will find planning their own 

schedules easier. With a routine, tasks can be completed more effectively and efficiently.  

１日の学習スケジュールを設定し課題をこなしていくことで、保護者も予定が立てやすくなります。ルー

ティーンを作っていく事で、タスクを効率よくこなしていくことができるのではないでしょうか。 

 

✴ Breaks are necessary. 　休憩も大事。 

Kids do not sit at their desks all day at school. They have snack time, recess, and lunch, and they change 

between classes or subjects. Allow this time in your day and try not to rush through the work just for the 

sake of finishing. This does not benefit you or your child. It causes stress. If you notice your child is losing 

focus, that is okay. Take a break, walk around, go outside, have a snack, or change to a different subject. 

学校でも、子どもたちは１日中机に向かっていることはありません。休み時間やスナックの時間など、休

憩を挟みながら勉強をしています。ご家庭でも、休憩の時間をしっかりと設けていただき、課題を「終わ

らせる」ためではなく、「学ぶ」ために時間を使って下さい。 

 

 

 

https://www.today.com/parents/coronavius-schools-closed-here-s-how-teach-kids-home-t175904
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✴ There is no rush.   課題の期限　　 

The schedule that teachers have prepared is designed to give students routines to work on. However, 

there are times that students can not finish their work on time. Please let the homeroom teacher know if 

your child is not able to finish schoolwork on time. 

教員が準備したスケジュールは、子どもたちが日々のルーティン習慣づけられずように設定されていま

す。課題を期限内にこなせないこともあると思います。提出が期限に間に合わない際は、担任までメール

でご相談ください。 

 

✴ Do not hesitate to ask for help.   助けが必要な場合はお気軽にお問い合わせください。 

If your child asks for help and you are not sure how you could help him/her, ask teachers for help. Send 

your child’s teachers an email.  

教員のサポートが必要な場合は、遠慮せずに担任までメールでご連絡ください。 

 

✴ Exercise and cleaning are part of a regular school day. 運動や掃除も学校の日課のうち 

Ask your child to help you with household chores appropriate for his/her age. 

子どもに、年齢に応じた片づけや掃除などお手伝いをさせてみましょう。 

 

✴ Parents need self-care, too. 　保護者の方もご自愛ください。 

Make sure you create time for yourself. Exercise, call a friend, take a bath, or read a book. Whatever 

makes you happy, do your best to create the time and space to do it. 

保護者の方も自分の時間を作りましょう。運動したり、友人に電話をかけたり、お風呂に入ったり、本を

読んだり。自分の時間と空間を作るようにし、くれぐれもお体にはお気をつけてお過ごしください。 
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FUN ACTIVITIES AT HOME　家庭での楽しい活動 

✴ Go camping in the living room, blanket forts. 
毛布などを使って部屋でキャンプをしてみましょう 

 

✴ Play board games/jigsaw puzzles/card games. 
家庭用ボードゲームや、ジグソーパズル、カードゲームなどで遊びましょう 

 

✴ Design and go on an indoor treasure hunt. 屋内での宝探しをしてみましょう 

 

✴ Dress up in your best clothes and have a fancy dinner. 
一番お気に入りの服を着て、家で素敵な食事の時間を過ごしましょう 

 

✴ Teach your pet a new trick. ペットに新しい技を教えてみましょう 

 

✴ Have an indoor picnic. 屋内でのピクニックをしましょう 

 

✴ Make paper airplanes and see whose plane flies the farthest. 
紙飛行機を作って、誰の紙飛行機が遠くまで飛ばせるかを楽しみましょう 

 

✴ Have a tea party. ティーパーティをしましょう 

 

✴ Have a family music night. 家族での音楽会をしましょう 

 

✴ Create a new dessert. 新しいデザートを創作してみましょう 

 

✴ Fold clothes together. 一緒に服をたたみましょう 

 

✴ Write letters to family and friends. 家族や友人に手紙を書きましょう 

 

✴ Snuggle on the couch and read your favorite books. 
ソファ横たわって、お気に入りの本を読みましょう 

 

✴ Family exercise/yoga. 家族でできる屋内の運動やヨガをやってみましょう 

 

More fun activities:  

https://indyschild.com/70-things-to-do-with-kids-now-that-were-all-stuck-at-home/ 

Dance/Exercise resources: GoNoodle  https://www.gonoodle.com/   

 

https://indyschild.com/70-things-to-do-with-kids-now-that-were-all-stuck-at-home/
https://www.gonoodle.com/
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Friendly reminders to AMICUS parents and students: 
       アミークスの保護者、児童・生徒のみなさんへのメッセージ: 

 
✴ Know that the situation is only temporary. Everything will go back to normal. 
今の状況は一時的なものです、また元通りに戻ることを待っていてください。 

 

✴ Take care of your health.  体調には十分気を付けてください。 

 

✴ Ask for help when you need it.  助けが必要なときはすぐにお知らせください。 

 

✴ Remember that all problems have solutions. 
全ての問題には解決策があることを忘れないでください。 

✴ Keep yourself happy and enjoy the learning process!  いつでも明るく、楽しく学びましょう！ 

 

 

 

 

If you have any other questions, kindly contact the 
school at 098-979-4711. 

ご質問等ありましたら、お気軽に学校へご連
絡ください。098-979-4711. 

 
 

 

このガイドブックは、アミークス国際学園の刊行物であり、許可なき複製、修正、配布、掲示、印刷もしくはその

他の利用を禁じます。 
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The document is the exclusive property of Okinawa AMICUS International Educational Foundation.  Any 
unauthorized, reproduction, alteration, distribution, display, printing or other use of this material is prohibited.  
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