恩納村
Onna Village

プログラム

Program

都合により、内容の変更がある可能性が
ございます。

We may have to change the subject
due to changes in circumstances.

小３・４年生

3rd-4th Class

私達の身の周りには、
たくさん生き物が
住んでいます。沖縄にはどんな生き物が
いるのか、みんなで調べてみよう！

We’ re surrounded by hundreds of
creatures around us. Let’s go outside
and explore!

身の周りの世界を知ろう！

The World Around us

送信方向
対

象

Who can participate?

会

費

Participation Fee

講

師

Teachers

申込方法
How to apply

FAX
こどもかがくきょうしつ 2022
Children’s School of Science 2022

沖縄県内在住の小学３年生〜４年生

3rd-4th grade elementary school students in Okinawa
500 円 / ひとり（教材費・保険費込）

応募期間

ZOOM 参加の場合は無料

Application Period

500yen/person:including teaching material fee and insurance fee
Free if you're pae�cipate via ZOOM

6/ ▶ 7/
20
11

OIST 研究スタッフ・学生

OIST researchers and students

20th June
Mon, 11 th July

Mon,

ウェブからのお申込み、もしくは所定の申込用紙を
恩納村役場宛へ FAX 送信、または持参してお申し込みください。

Please register on the website or ﬁll the applica�on form
and either fax it to Onna Village Oﬃce or hand it in.
h�ps://groups.oist.jp/cpr/event/childrens-school-science

申込フォーム

Registra�on Form

お申し込みについて

Important No�ce

・定員以上 ( 定員 24 名 ) の応募があった場合は抽選となります。 - If the number of applicants exceeds the class capacity (24),
・抽選結果については、7 月２２日 ( 金 ) までにお知らせします。 we will do a lo�ery.
- We will no�fy the lo�ery results to all applicants
by Friday 22nd July.

参加者記入欄
名前
Name

Student’s Informa�on

ふりがな

〒

住所
Address

学年 Grade

学校名 School

※どちらか１つ選んでください。 Please choose one from below.
恩納村ふれあい体験学習センターで参加

Par�cipate at Fureai Taiken Gakushu Center

オンライン（ZOOM) で参加

Par�cipate online (ZOOM)

オンライン（ZOOM）参加される方は、ご自身の PC やタブレットなど ZOOM を
インストールし、インターネット環境を確認の上、お申し込みください。

保護者記入欄
保護者
氏名

If you par�cipate online (ZOOM), please install the so�ware on your
PC, tablet, etc., and check the Internet environment before applying.

Guardian’s Informa�on

ふりがな

続柄 Rela�on

Guardian’s
Name

Email
ボランティア可能な日
（先生のお手伝い等）

Available dates to volunteer
such as helping teachers

Yes

はい

恩納村教育委員会（村役場内）
Onna Village Board of Educa�on

No

自宅電話 Home Phone#

緊急連絡先 Emergency Phone#

いいえ

お問い合わせ : OIST 地域連携セクション

FAX:098-966-8478

CONTACT: Community Rela�ons Sec�on

community-rela�ons@oist.jp

☎098-966-2184

