
ランチオーダーサービス  
 スプリングスクールの期間中、ランチサービスをお申込みできます。  
 アレルギー対応はしておりませんのでご了承下さい。  

 ＜料金＞  

 プリスクール・幼稚園児 １食４００円 小学生 １食 ５００円  

送迎サービス  
 スプリングスクールの期間中送迎サービスの申込みを受け付けます。 （1日から申込可） 

＜料金＞   

【月島校へのお申込の方】  

Aエリア（月島・勝どき・豊海・佃・晴海）  片道３００円/日 往復５００円/日 

Bエリア（豊洲・東雲・有明・築地・新川・銀座・越中島・門前仲町）片道５００円/日 往復８０

０円/日 

Cエリア（日本橋エリア・お台場・芝浦・木場） 片道６００円/日 往復１,０００円/日 

 【日本橋校へのお申込の場合】  

Ａエリア（日本橋エリア、茅場町） 片道３００円/日 往復５００円/日  

Ｂエリア（月島、門前仲町、越中島、蔵前、浅草橋） 片道５００円/日 往復８００円/日  

Ｃエリア（勝どき、東雲、木場） 片道６００円/日  往復１,０００円/日  

※上記以外の地域につきましては個別にお問合せ下さい。          

送迎申込締切：２０１8年３月 9日（金）（定員となり次第、受付終了いたします。）   
 お申込み方法  

別紙スプリングスクール申込書にご記載の上、ＦＡＸまたはメールにてお送りください。  

到着後、当方より参加の可否と料金をご連絡致します。  

なお、料金につきましては、下記にお振込みいただきますようお願い申し上げます。  

＜振込先＞  

   ゆうちょ銀行 普通   

  記号番号：10130-29334861  

  (株）アウルインターナショナル  

三菱東京 UFJ 普通   

月島支店 0129196    

(株）アウルインターナショナル  

楽天銀行 普通 第二営業支店 7396720  

お申し込み後、いかなる場合でも返金は出来ませんのでご了承ください。 

 

 

 
Owl International School is hosting its annual Spring School. This is a good 

time for kids to enjoy fun Spring themed activities with teachers and friends! 

We also conduct Speaking and Reading classes to enhance the students’ 

English skills. All kids from different  schools are welcome to join us! 

 

アウルインターナショナルスクールでは、今年も春休み中の４日間、 スプリングスクール

を実施します。スピーキング、リーディング、ラ イティングなどの英語学習と、テーマスタ

ディー、アート、算数、 クッキングなどのアクティビティを外国人講師によってオールイン

グ リッシュで行います。  

スクール生以外の方もご参加いただけます。お友達を誘って是非、ア ウルインターナショ

ナルへいらしてください！  

スプリングスクール期間：2018年 3月 19日（月）/20日（火）/22日（木）/23日

（金）の４日間 （１日より参加可）  

 

3/19・20・22 Spring Themed Activity      

楽しく英語で学ぼう！  

3/23    Picnic                       

春を探しに行こう！ 

 

 

 

 

 

 



＜４時間コーステーマスタディ ＞ 
対象年齢：２才～小学生  ※年齢や英語レベルを考慮してクラスを分けます。 

時 間： ９時４５分～１３時４５分（９時から無料でお預かりできます）  

※朝延長など、上記以外のお時 間をご希望の方はご相談くださ い。 

場 所：日本橋校、月島校  

 ※クラス編成によっては、校舎がご希望に添えない場合もございます。お子様のク ラスを

実施する校舎は事前にご連絡致しますので、ご了承下さい。校舎間の移動は スクールバ

スにて行いますので、保護者様の送迎はご希望の校舎にお越しいただく ことが可能で

す。  

持ち物：飲み物・お弁当・スナック・着替え・おむつ・タオル、上ぐつ  

    スクールランチを注文する場合は、箸またはフォーク  

申込方法：申込書のご提出をお願いします。 

 
〈２時間コース〉スキルアップスタディ ３歳～小学６年生対象  

※英語のレベル別でクラスを編成します。  

15:15 – 16:10 Reading Class 
16:10  Snack  
16:30 – 17:30 Speaking Class 
※各レベル２名より開講 

 

Tuition＜料金＞ 

Spring 2018 Half day 9:30am-1:45pm Half day 3:15pm – 5:30pm 
1 day  7,500 4,000 

2 days  14,800 7,800 
3 days  21,900 11,400 
4 days  28,000 14,000 

午前中のテーマスタディと午後のスキルアップスタディを同日に取った場合は、その間

のデ イケアサービスは無料となります。  

※朝延長など、上記以外のお時間をご希望の方はご相談くださ い。  

 

<プライベートレッスン＞  
英検対策や、文法、スピーキング、エッセイなど、個別のリクエストに応じます。  

１時間 5,900円  

講師：日本人講師または外国人講師（希望制）  

 

イングリッシュ・デイケアサービス（学童保育）  
スプリングスクールの期間中、英語によるデイケアーサービス（学童保育）を実施し ま

す。 学童保育のみのご利用も可能ですので、お気軽にお問合せください。  

時間：１４時～１９時（１８時以降は日本人によるデイケアとなります）  

対象：２歳～小学６年生（当校生徒以外のお子様も歓迎いたします。）  

持ち物：筆記用具・おやつ・飲み物  

＜料金＞ 15Minutes 

イングリッシュ 

デイケアサービス 

250円 

 

 

 

 

 

 

 



＜Spring School 2018申込書＞ 

　　ﾌﾘｶﾞﾅ： 　　　　ﾌﾘｶﾞﾅ：

保護者名： お子様名前：

生年月日：　　　　　年　　　　月　　　日生 年齢：　　才　（年少 /年中 /年長 / 小学　　年生）

E-mail アドレス

緊急連絡先：

送迎申込み （　　　　　）希望します　　   行き　/　帰り　/　往復

備考欄：（アレルギーなどの健康上の注意などがありましたら必ずご記入下さい。）

英語の経験やレベル（英検取得等）

合計代金　￥
お支払方法　銀行振込　・　口座引落（OWL生のみ）

Spring School 2018 申込書　　　　□月島校　□日本橋校

住所：〒　　　　　-

お振込先：ゆうちょ銀行　普通　記号番号：10130-29334861
（株）アウルインターナショナル

  三菱東京UFJ　普通　月島支店　0129196
（株）アウルインターナショナル

  楽天銀行　普通　第二営業支店　7396720
（誠に勝手ながら、振込手数料をご負担いただきますよう、お願い致します。）

 
 

アウルインターナショナルスクール Tel ０３－３５３２－５２２０（月島校） 

                                 Fax ０３－６２２５－０２６０ 

                 Tel ０３－６２３１－１７６６（日本橋校） 

Fax ０３－６２３１－１７７９ 
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3/23（Fri）3/19（Mon） 3/20（Tue） 3/22（Thu）

テーマ(4h) テーマ(4h) テーマ(4h) テーマ(4h)
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Daycare　：　～  ： Daycare　：　～  ： Daycare　：　～  ： Daycare　：　～  ：

ランチ注文 ランチ注文 ランチ注文 ランチ注文

3/23（Fri）3/19（Mon） 3/20（Tue） 3/22（Thu）

テーマ(4h) テーマ(4h) テーマ(4h) テーマ(4h)

スキル(2h) スキル(2h) スキル(2h) スキル(2h)


