
 

夏休み特別企画　7月19日（月）～ 8月26日（木） スクールバス有（有料）

定員になり次第お申込み終了

Aloha International Preschool　北千住校

3日間コース　　合計22,176円（税込）

ランチ代（420円税別／1日あたり）、バス代は別途発生

4日間コース　　合計29,568円（税込）

ランチ代（420円税別／1日あたり）、バス代は別途発生

5日間コース　　合計36,960円（税込）

ランチ代（420円税別／1日あたり）、バス代は別途発生

9:30 Circle Time (Greeting/Attendance) ① 7月19日（月）～21日（水）　　Life of dinosaur 3日間

9:45 Music & Movement(Kimbo Fit) ② 7月26日（月）～30日（金）　　Nature Discovery 5日間

10:10 Activity Time ③ 8月　2日（月）～ 6日（金）　　Festival around the world 5日間

11:05 Outdoor Play ④ 8月10日（火）～12日（木）　　Cooking 3日間

11:30 Lunch Time ⑤ 8月16日（月）～20日（金）　　Camp Explore 5日間

12:10 Learning time (Worksheets) ⑥ 8月23日（月）～26日（木）　　World Sports 4日間

　13：30～14：30　Etude training/スピーキング強化

13:30 　14：30～15：30　Journal writing/ジャーナル特訓

＊紛失を防ぐため、お持ち物全てにアルファベットでお名前をご記入下さい。

◎服装　　　　 自由（動きやすい服装・汚れても大丈夫な服）・運動靴

◎申し込み方法　　 6月14日(月)からお申込み開始！ 参加申込書にご記入の上、スクールへご提出下さい。

定員になり次第締め切らせていただきます。

（FAXでのお申し込みも可能ですが、送信後には必ずお電話にてご予約の確認を行ってください。）

 申込み受付最終日時は7月7日（水）18：00迄です。

<お振込先＞

三井住友銀行　五反野支店　普通口座　2149040　カ）アロハインターナショナルプリスクール

◎キャンセル料金

◎送迎バス

バス希望者多数の場合は定員となり次第締め切りとさせていただきます。予めご了承下さい。

お申込みの方でバス利用をご希望の方は、16時までスポットケア(有料）にてお預かりいたします。

オプション① 1,320円/１時間　・　オプション①+② 2,640円/2時間

Summer School 2021 in Aloha
スペシャルサマースクール！！

子どもたちの個々のスキルアップを重点に置き、英語力だけでなく積極性と自立心を育みます。オールインイングリッ
シュのサマースクールで、Aloha独自のスペシャルアクティビティ満載！！今年の夏はアロハ漬け！

費　　用      (  対象年齢：年少～小学生）

参加費19,800円（税込）、教材費・維持費（各150円税別／1日あたり）

参加費26,400円（税込）、教材費・維持費（各150円税別／1日あたり）

参加費33,000円（税込）、教材費・維持費（各150円税別／1日あたり）
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参加セッション開催日の2日前（土日休日は含みません）18：00以降のキャンセル料はご利用料金全額（参加費・教材費・維
持費・ランチ代金・バス代金）となり返金はございません。予めご了承ください。

Daily Schedule コース概要・日程
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Closing Circle （Song/Story/Good bye Song）

12:50 Journal time オプション①

オプション②

◎持ち物　
ストラップ付の水筒（お水・お茶）・お着替え一式・スプーン・フォーク等・帽子・タオル

参加費用については、予約の確定をスクールよりご連絡いたしますので、下記の銀行口座に予約確定後１週間以内にお子様の
お名前にてお振込み下さい。

受付最終日時（7月7日(水)18：00）以降キャンセルをされた場合は、キャンセル料が発生いたします。

7月7日(水）18：00～参加セッション開催日の2日前（土日休日は含みません）18：00迄のキャンセル料は、それぞれ1コース
毎に5,500円税込の事務手数料をキャンセル料として徴収させていただきます。

お支払頂いた金額からキャンセル料と振込手数料を差し引いて後日振込返金致します。

※オプションコース後の帰りバスは、②のオプション後（16:10）に出発となります。　オプション①のみを

送迎バス料金　　片道：1回乗車毎に220円（1日往復：440円）ｘ　参加日数

（例：①のセッションをお申込みの場合は7月19日の土日休日を含まない2日前⇒15日18：00までは5,500円+振込手数料の
キャンセル料、それ以降は全額・返金はございません）

ご利用いただけるバス停が限定されております。会員の皆様が通常利用しているバス停がご利用できない場合もございますの
で、お申し込み時にご確認ください。

なお、一般生の方のバス利用につきましては、北千住駅前・南千住駅前・亀有駅前・西新井栄町（アリオ西新井近く）のみとなり
ます。詳しい場所等詳細は、お申し込み後にご案内致します。

充実の4時間+ オプション２時間



 

年齢 性別

注意事項

（ｱﾚﾙｷﾞｰ等）

 □    ITサービス登録アドレスと同じ 一般生　最寄りバス停 

　　　　　　　　　　　　　

会員生：通常利用バス停名

7月19日（月）～21日（水）　3日間

バス：□行き　□帰り　□往復

□オプション①　　　□オプション②

7月26日（月）～30日（金）　5日間

バス：□行き　□帰り　□往復

□オプション①　　　□オプション②

8月　2日（月）～ 6日（金）　5日間

バス：□行き　□帰り　□往復

□オプション①　　　□オプション②

8月10日（火）～12日（木）　3日間

バス：□行き　□帰り　□往復

□オプション①　　　□オプション②

8月16日（月）～20日（金）　5日間

バス：□行き　□帰り　□往復

□オプション①　　　□オプション②

8月23日（月）～26日（木）　4日間

バス：□行き　□帰り　□往復

□オプション①　　　□オプション②

金額 セッション数

22,176

29,568

36,960

※キンダーのプログレ生は7/21分を引く(1,320円) 3,960
Basic/Intermediate生はお気をつけください

※キンダーのプログレ生は8/25分を引く(1,320円) 5,280
Basic/Intermediate生はお気をつけください

6,600
Basic/Intermediate生はお気をつけください

※キンダーのプログレ生は7/21分を引く(2,640円) 7,920
Basic/Intermediate生はお気をつけください

※キンダーのプログレ生は8/25分を引く(2,640円) 10,560
Basic/Intermediate生はお気をつけください

13,200
Basic/Intermediate生はお気をつけください

片道 660

往復 1,320

片道 880

往復 1,760

片道 1,100

往復 2,200

円

※セッション③、⑤、⑥にご参加のProgressive Basic/Intermediate生の方につきましては、水曜日の

　オプションコースは含まれません。（料金にも含まれません）

※オプションコースは、セッション毎のお申込みとなります。（1日毎のお申込みはできません）

小計

Festival
 around the world

バ ス 代 金

3日間

4日間

□⑤ Camp Explore

□⑥

※キンダーのプログレ生は8/4、8/18分を引く(各1,320円)

オプション
① + ②

3日間コース

4日間コース

5日間コース ※キンダーのプログレ生は8/4、8/18分を引く(各2,640円)

Summer School 2021　申込書

フリガナ

漢字
電話①

アルファベット

電話②

AKS　・　AKA　・　Fun to learn　・　ELE　・　Progressive Advence　・　学童

下記に○をおつけ下さい

会員生　・　一般生

当てはまる方は

〇を付けてください。

会員生の方は〇をつけて下さい。　キンダー年少 ・ キンダー年中 ・ キンダー年長

お名前

Progressive
Basic生 / Intermediate生

合 計 金 額

北千住駅 ・ 南千住駅 ・ 亀有駅 ・ 西新井栄町

参 加 費 (3 日 間 ）

参 加 費 (4 日 間 ）

参 加 費 (5 日 間 ）

World Sports
オリンピックにちなんで、世界のさまざまなスポーツを
学び楽しもう！　対抗戦もあるよ♪

オプション
①

3日間コース

4日間コース

5日間コース

コース内容 ／ バス利用

世界各国の特色・文化を学びながら、
Festivalを楽しもう！

□④ Cooking

5日間

Life of dinosaur

ご住所

メールアドレス

アロハでキャンプ！？
ArtやMath, Scienceを通してキャンプの楽しさを
見つけよう！！

バス希望有　　  　　　　バス希望無

バス

＠

過去にタイムスリップして恐竜たちの生態を学び、
恐竜博士を目指すぞ！

みんなで楽しくクッキング！お家でママやパパを
おどろかせよう！  おいしく作ることができるかな?

◎参加希望のセッションに✔をつけてください

□② Nature Discovery

□① 

□③ 

自然にはどんなものがあって、どんな違いが
あるんだろう？  どんな生物がいるかな？


