
※スクール生（幼稚園児）は、キャンプ中のうち 1 日のみを４、５月

の欠席分の振替として取ることが可能です。 

その場合のレッスン料は左記表をごらんください。 

 

【対象クラスと振替できる欠席数は以下の通りです。】 

・アフターラビット（年少児のみ）欠席２日分 

・アフターモンキー  欠席２日分 

・キンダー  欠席 3 日分 

 

※レギュラー延長の振替は延長 30 分を 1 コマとし、対象のキャン

プ延長で取れます。申込書に「振替」とご記入下さい。 

※サタディエクステンディングは 1 コマの扱いとなります。 

※3 コマ以上ある方は複数日で分けておとりください。 
 

【振替対象はキャンプ前延長のみ】 

・１コマ 9:30～10:00 

・２コマ 9:00～10:00 
 

※延長のみの振替はできません。 
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【申込方法】 （スクール生・スクール外生共通） 
 

① 7 月１日(水) ～ ７月 16 日(木)の期間、申込を受付いたします。別紙申込書に必要事項を記入し期間内に提出してください。 

中央スクール、山越スクールのどちらに提出していただいてもかまいません。メールでの申し込みも可能です。 

② 申込数が定員オーバーの場合は、調整のため電話登録日を設けます。電話登録が必要かどうかは７月 17 日(金)にスクール

よりメールでお知らせいたします。 

※ 調整が必要な場合は申込書の提出順ではなく、電話連絡日の電話の受付順に申込が確定します。 

 
 

【電話連絡が必要なクラスについての注意事項】 
 

電話登録日：７月 18 日(土) 11:00a.m.より 

① 電話は中央スクールにおかけください。 ： 089-923-7660 （中央スクール） 

② 登録のお電話は午前 11 時から受付いたします。（午前 11 時前にお電話いただいても、応対できません。） 

※ 電話受付順に確定していきますので、受付開始後できるだけ早めに電話連絡をお願いいたします。 

 
 

【変更･キャンセルの締切とレッスン料のお支払いについて】 
 

 単発・タームの変更・キャンセルの締切は７月 25 日（土）です。 

 ７月 25 日以降のキャンセル・返金はできませんが、締切後でもクラスに空きがあれば追加申込が可能です。 

 スクール生については 9 月の授業料と併せて請求させていただきます。 

 
 

【新規のスクール外生の申込について】 
 

 入会金は必要ありません。 

 事前に無料体験をすることができます。詳しくは事務局までお問い合わせください。 

 レッスン料はキャンプ受講前の指定期日までに振り込んでいただきます。 

 振込み後のレッスン料金はいかなる場合でも返金できません。 

 

【延長クラスについて】 (キャンプに伴う延長クラスです) 
 

 キャンプ延長の申込み締切は、前日の 15：00 です。それ以降の申し込みはできません。延長申込後にキャンセルされる場合返金

はできません。 

 キャンプ終了後、キンダー・アフタークラス開始時間まで、延長クラスに入ることも可能です。（下表②） 

 キャンプ後の延長②をお申込の方は、レギュラーレッスン終了時間に通常通り中央スクールにお迎えに来てください。 

 14:15～14:45 / 14:45～15:15 の延長をレギュラー登録している日に、キャンプを併せて受講する場合、下表②の時間でお預か

りします。 

 幼稚園児の延長④は、通常の延長となります。ご希望の場合はキャンプ延長クラス申込書の④に○を記入してください。通常延長

クラスの申込用紙を提出する必要はありません。 

 小学生キャンプの延長①は、9：40 になりましたら中央スクールから山越スクールに移動します。その時間を過ぎてから延長に来

られる場合は直接山越スクールに来てください。 

 小学生キャンプの延長③は、キャンプ後そのまま山越スクールで行います。14：45 にスナックタイムがありますので、各自で少

量のおやつを持参ください。延長後、レギュラークラスがない方のお迎えは山越スクールにお願いします。 

 振替延長の方で 1 コマしかない方は、①の時間帯の 9：30～10：00 をご利用ください。 

 

 

 

 

 

 
 

【その他】 
 
 単発キャンプはお席に空きがあれば、前日の 15 時までに申込可能です。 

 キャンプをお休みした場合、振替クラスはありませんが、次回のキャンプを申し込まれる際に、１ターム分を 10％引きで受講す

ることができます。前回のスプリングキャンプをお休みされた方は、タームキャンプの割引が可能です。各自お申し出ください。 

 エレメンタリーアドバンスキャンプの単発キャンプは開講しません。 

 今年はコミセンプールでの活動はありません。 
 

【連絡先】 中央スクール TEL：923-7660 （KB・KI キャンプ）／山越スクール TEL：909-8370 （EB・EA ・EI キャンプ） 

一歩踏み出せばそこは英語の世界。 

英語の環境にたっぷり浸れる、 

ＭＳＰの国内留学を体験してみませんか？ 

申込期間 

7 月 1 日(水)～7月 16 日(木) 

2020年度サマーキャンプは、 

小学生対象の1日のみの 

「単発キャンプ」が登場！！ 
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受講対象 全員 幼稚園児 幼稚園児 / 小学生

延長時間 ① 9:00～10:00 ② 14:00～クラス開始 ③ 14:00～16:30 ④ 16:30～17:00

幼稚園児

延長料金(1日) 900円 500円 1,500円 800円

8/6 7 10 11 8/17 18 19 20 21
(木） （金） （月） （火） (月） （火） （水） （木） （金）

(KB)

(KI)

8/6 7 10 11 8/17 18 19 20 21
(木） （金） （月） （火） (月） （火） （水） （木） （金）

山越 (EB)

山越 (EI) 　

中央

山越

2020 Summer Camp クラス スケジュール（小学生）

年齢・時間 受講対象・定員

第２ターム（※５日間）

レッスン料金(税別) ｸﾞﾙｰﾌﾟ場所

2020 Summer Camp クラス スケジュール（幼稚園児）

場所 ｸﾞﾙｰﾌﾟ

単発キャンプ

1ターム：19,000円

第1ターム：16,800円

(振替利用：12,600円)

第2ターム：21,000円

(振替利用：16,800円)

単発(1回)：4,500円

年齢・時間 受講対象・定員 レッスン料金(税別)

第１ターム(※４日間)

第２ターム（※５日間）

(EA)
Younger
①②

Elementary Advanced
Camp

Elementary Intermediate
Camp

Elementary Basic Camp

Kindergarten Camp

★１クラス定員10名/12名
(3名から開講)

※アフターラビット(年少のみ)
キンダー
アフターモンキー
バイリンガルモンキー(年少のみ)
バイリンガルジラフ

★１クラス定員10名
(3名から開講)

※ESLベーシック
ESLインター
スクール外生小１～6年生
（英語経験：初心者）

★１クラス定員10名
(3名から開講)

※ラビット１st・2nd
モンキー１st・2nd 

★１クラス定員８名
(3名から開講)

※ジラフ1st～2nd
サタディジラフ
帰国子女
又は同等の英語レベル

☆年少～年長 (２クラス編成) 10:00～14:00

☆小学1～６年生 10:00～14:00

☆小学１～３年生(２グループ編成予定)
10:00～14:00

☆小学１～３年生 10:00～14:00

テーマ：買い物ごっこ

テーマ：動物園

テーマ：果物 and 野菜

テーマ

家の中

テーマ

夏祭り

テーマ

昆虫

テーマ

動物園

テーマ：Interactive English


