
OWL’S 

 

   School 2015 
アウルインターナショナルスクールでは、今年も夏休み期間中、サマー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、アート、算数、実験、クッキングなどの楽しいアクティビティ

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。（英検対策コースのみ日本人講師になります。） 

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！ 

 

場所：アウルインターナショナルスクール 

対象：２歳～小学６年生 

 

 

 

 

 

 

OWL International Preschool & Afterschool 

owlinternational.t@gmail.com 

TEL・FAX: ０３－３５３２－５２２０ 

〒104-0052 東京都中央区月島３－３０－３ 平成ビル６F 

 

 

 

 

ランチサービスあり（別途申込） 

※アレルギー対応はしておりません

ので、ご了承下さい。 

 

mailto:owlinternational.t@gmail.com


 

２歳～４歳対象サマースクール 
対 象：２歳～４歳（３、４歳児は、英語力等を考慮して、場合によっては幼稚園・小学生クラスに入る可能性

があります。） 

１クラス人数：６～８名 

時 間：９時４５分～１３時４５分（９時から無料でお預かりします。） 

持ち物：飲み物・お弁当・スナック・着替え・おむつ・タオル 

申込方法：別紙申込書のご提出をお願いします。 

 期間 テーマ 金曜日アクティビティ 

 

第１期 
７/２1～７/２4 

Under the Sea 

 

  

Let’s make a picture 

frame with seashells♪ 

 
 

第２期 ７/２7～3１ 

Music & Arts week 

    

Scratch Art 

 

 

 

第３期 ８/３～７ 

Story Week 

 

Drama Show 

 
 

 

第４期 ８/１０～１４ 

Construction 

 

Water Melon splitting 

 

 

第 5期 ８/1７～２１ 

0rｙｍpic Theme 

 

World cooking 

 

 

 

 

 

  



 

＜２歳～４歳クラス料金＞※１日からお申込み可能です。  

テーマスタディーコース（９時４５分～１３時４５分） 

１日参加：7,500円 

2014年 7月 22日～7月 25日が申込期間に含まれる場合は、6,700円引きとなります。 

 1ｗｅｅｋ 

(5days) 

2ｗｅｅｋｓ 

(10days) 

3ｗｅｅｋｓ 

(15days) 

4ｗｅｅｋｓ 

(20days) 

5ｗｅｅｋｓ 

(25days) 

料金 33,500円 66,000円 97,500円 128,000円 157,500円 

 

＜延長（デイケア）サービス＞ 

１５分２５０円 

＜延長特別割引＞（１３時４５分～１７時３０分） 

１週間連続お申込みの方に限り、延長料金が特別割引となります。 

2014年 7月 22日～7月 25日が申込期間に含まれる場合は、3,000円引きとなります。 

 1ｗｅｅｋ 

(5days) 

2ｗｅｅｋｓ 

(10days) 

3ｗｅｅｋｓ 

(15days) 

4ｗｅｅｋｓ 

(20days) 

5ｗｅｅｋｓ 

(25days) 

料金 15,000円 27,000円 37,800円 47,000円 53,300円 

例）４週間 ９時～１７時半までお申込みの場合 

通常料金…128,000円（テーマスタディ―）＋70,000円（延長料金）＝198,000円 

のところ、 

  特別割引…128,000円＋47,000 円＝175,000円/４週間(延長料金単価：671円/時間) 

 

＜その他各種割引制度＞ 

① 兄弟割引…ご兄弟でお申込みの場合、授業料基本料金の合計金額が低額の方の合計より１０％割引致します。

（お弁当などのオプションは通常料金になります。） 



幼稚園生～小学生向けサマースクール 
９時４５分～１３時４５分のテーマスタディコースと、１５時～１７時のスキルアップコース、17時１５分～１８時

１５分の英検対策コースがあります。 

テーマスタディーコース 幼稚園生～小学生（年齢や英語力などを考慮してグループ分けします） 

※３、４歳児は、英語力等を考慮して、プリスクールクラスに入る可能性があります。 

時 間：９時４５分～１３時４５分（９時から無料でお預かりします。） 

１クラス人数：６～８名   持ち物：筆記用具・飲み物・お弁当・スナック・タオル 

 期間 テーマ 金曜日アクティビティー 

第１期 ７/２1

～２4 

（ベーシッククラス） 

Who am I？ 

自分について学びます。 

 

 

（アドバンスクラス） 

All about the Phone

 

電話の昔・今・未来 

※自由研究にぴったり！ 

糸電話を作って糸の長さや

材料による音の違いを実験

したり、電話の歴史や、未

来の電話について学びま

す。 

Picture 

frame 

（ﾍﾞｰｼｯｸ） 

Excursion

（ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ） 

NTT技術

資料館

（三鷹） 

第２期 ７/２7

～３１ 

Earth Friendly Week 

All about Water 

※自由研究にぴったり！ 

毎日の生活に必要な水は、どこから生まれてどのように私たち

の家の蛇口から出てくるのか。また、水の不思議な性質について

研究してみよう！  

Excursion 

水の科学館（有明） 

 

第３期 ８/３

～７ 

Drama Studio in OWL ～英語劇に挑戦！ 

 

Drama Show 

 
第４期 ８/１０

～１４ 

Conｓｔruction 

Let's build a house !  家を作ろう！ 

世界の建築物について学び、実際にのこぎりを使ったり、タイルを張

ったりして家づくりに挑戦！さあ、どんなおうちができるかな？ 

Water Melon splitting 

スイカ割り 

 

第5期 ８/１７

～２１ 

Travel the World 

世界の国々 

※各国の民族衣装や、食べ物について学びます。OWLがスポン

サーとなっているベトナムの男の子にお手紙を書きます。 

Cooking！ 

世界のクッキング 

 

 

 

（ご希望の方には、日本語

の自由研究シートと写真を

お渡ししますので、ご自宅

で小学校の自由研究として

使用できます） 



スキルアップスタディーコース 幼稚園～小学６年生 
授業内容：日常会話・フォニックス・リーディング・ライティング 

時間：１５時～１７時（２時間） 

対象：幼稚園生～小学６年生（当校生徒以外のお子様も歓迎いたします。） 

１クラス人数；１クラス４～１２名（レベル別クラス編成） 

持ち物：筆記用具・飲み物・スナック 

申込方法：申込書の提出をお願いします。 

*各クラス定員に達し次第、締め切らせていただきます。 

 

英検対策コース 
授業内容：英検合格のために必要な語彙、文法、読解、リスニング対策を、日本人講師による日本語での解説で

行います。毎回、宿題を出し、その次の授業開始時に小テストを実施します。 

日程：５級対策クラス…７月２７日（月）、８月３日（月）、１０日（月）、１７日（月） 

   ４級対策クラス…７月２１日（火）、２８日（火）、８月４日（火）、１１日（火）、１８日（火） 

   ３級対策クラス…７月２２日（水）、２９日（水）、８月５日（水）、１２日（水）、１９日（水） 

   準２級対策クラス…７月２３日（木）、３０日（木）、８月６日（木）、１３日（木）、２０日（木） 

   ２級対策クラス…７月２４日（金）、３１日（金）、８月７日（金）、１３日（金）、２０日（金） 

※基本的には全日程のご参加をおすすめします。 

時間：いずれの級も１７時１５分～１８時１５分（１時間） 

対象：幼稚園児以上 

１クラス定員：８人 

持ち物：筆記用具 

申込方法：申込書の提出をお願いします。 

*各クラス定員に達し次第、締め切らせていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜幼稚園生・小学生クラス料金＞※１日からお申込み可能です。 

 

テーマスタディーコース（９時４５分～１３時４５分） 

１日参加：7,500円 

第１期（7/21-24）が申込期間に含まれる場合は、6,700円引きとなります。（４日間の為） 

 1ｗｅｅｋ 

(5days) 

2ｗｅｅｋｓ 

(10days) 

3ｗｅｅｋｓ 

(15days) 

4ｗｅｅｋｓ 

(20days) 

5ｗｅｅｋｓ 

(25days) 

料金 33,500円 66,000円 97,500円 128,000円 157,500円 

テーマスタディーを１週間連続お申込みの方に限り、延長料金が特別割引となります。 

さらに、その期間にスキルアップクラスも希望される方（１日でも可）は、スキルアップ料金が 

半額になります。（詳細は下記＜各種割引＞を参照下さい。） 

 

スキルアップスタディーコース（１５時～１７時） 

1日 ２日 3日 4日 5日 6日 7日 8日
4000円 8000円 11000円 14000円 17000円 19750円 22500円 25250円

９日 １０日 11日 12日 13日 14日 15日 16日
28000円 30500円 33000円 35500円 38000円 40000円 42000円 44000円

17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日
46000円 47500円 49000円 50500円 51000円 52000円 53000円 54000円  

 

＜各種割引制度＞ 

① 兄弟割引…ご兄弟でお申込みの場合、どちらか低額の授業料基本料金の方より１０％割引致します。（お弁当

などのオプションは通常料金になります。） 

② 平行受講割引テーマスタディーとスキルアップを同じ日にお申込みの場合、合計から１日５００円を割引致

します。（延長料金特別割引の方は、対象外）また、テーマスタディー終了後スキルアップクラス開始時間ま

でのデイケア料金が無料となります。 

③ 延長料金特別割引（１３時４５分～１７時３０分） 

テーマスタディーを１週間お申込みの方に限り、延長料金が特別割引となります。 

2014年 7月 22日～7月 25日が申込期間に含まれる場合は、3,000円引きとなります。 

 1ｗｅｅｋ 

(5days) 

2ｗｅｅｋｓ 

(10days) 

3ｗｅｅｋｓ 

(15days) 

4ｗｅｅｋｓ 

(20days) 

5ｗｅｅｋｓ 

(25days) 

料金 15,000円 27,000円 37,800円 47,000円 53,300円 

例）４週間 ９時～１７時半までお申込みの場合 

通常料金…128,000 円（テーマスタディ―）＋70,000円（延長料金）＝198,000円のところ、 

  特別割引…128,000 円＋47,000 円＝175,000円/４週間(延長料金単価：671 円/時間) 

④授業特別割引 

テーマスタディーを１週間連続お申し込みの方で、その期間にスキルアップクラスも希望される方 

（１日でも可）は、スキルアップ料金が半額になります。 

 

 

 

 



英検対策コース（１７時１５分～１８時１５分） 

OWL生 外部生 OWL生 外部生 OWL生 外部生
５級対策コース 7,500円 8,900円 9,900円 11,700円
４級対策コース 7,900円 9,300円 10,400円 12,200円 12,800円 15,000円
３級対策コース 8,900円 10,500円 11,700円 13,800円 14,400円 17,000円

準２級対策コース 10,100円 11,900円 13,200円 15,600円 16,300円 19,300円
２級対策コース 10,100円 11,900円 13,200円 15,600円 16,300円 19,300円

3日間 4日間 5日間

 

 

 

 

 

２歳～４歳対象、幼稚園生～小学生共通サービス 

イングリッシュ・デイケアサービス（学童保育） 

サマースクールの期間中、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～１８時 

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。） 

＜料金＞ 

 30Minutes 

イングリッシュ 

デイケアサービス 
500 円 

持ち物：筆記用具・おやつ・飲み物 

※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。 

スクールランチオーダーサービス 

サマースクールの期間中、スクールランチが選択できます。 

（アレルギー対応はしておりませんのでご了承ください。） 

＜料金＞ 

プリスクール・幼稚園児 １食４１０円   小学生 １食 ５２０円 

送迎サービス 

サマースクールの期間中、送迎サービスの申込みを受け付けます。 

※料金は、１週間同額とさせていただきます。 

＜料金＞ 

Aエリア月島・勝どき・豊海・佃・晴海  片道１,５００円/週 往復２,５００円/週 

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２，５００円/週 往復４，０００円/週 

Cエリア日本橋・人形町・お台場・芝浦・木場 片道３，０００円/週 往復５,０００円/週 

※上記以外の地域につきましては個別にお問合せ下さい。 

 



お申込み方法 

別紙サマー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いたします。 

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、お願いいたします。 

 ＜振込先＞ 

   お振込先：ゆうちょ銀行 普通 口座記号番号：00160-1-600030 

 アウルインターナショナルスクール 

        三菱東京 UFJ 普通 月島支店 0087815 

                ｱｳﾙｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾌﾟﾘｽｸｰﾙ ｱﾝﾄﾞ ｱﾌﾀｰｽｸｰﾙ 荒木 陽子 

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。 

ただし、前日 18：00までにご連絡をいただいた場合に限り、サマースクール期間で別の日に振替することが可能です。

(週５日の方は、すでに割引金額となっているため振替はできません。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

＜OWLサマースクール申込書＞

送迎 片道 往復 送迎 片道 往復 送迎 片道 往復 送迎 片道 往復 送迎 片道 往復

Daycare　：　～  ： Daycare　：　～  ： Daycare　：　～  ： Daycare　：　～  ： Daycare　：　～  ：

送迎 片道 往復 送迎 片道 往復 送迎 片道 往復 送迎 片道 往復 送迎 片道 往復 送迎 片道 往復

Daycare　：　～  ： Daycare　：　～  ： Daycare　：　～  ： Daycare　：　～  ： Daycare　：　～  ： Daycare　：　～  ：

送迎 片道 往復 送迎 片道 往復 送迎 片道 往復 送迎 片道 往復 送迎 片道 往復 送迎 片道 往復

Daycare　：　～  ： Daycare　：　～  ： Daycare　：　～  ： Daycare　：　～  ： Daycare　：　～  ： Daycare　：　～  ：

送迎 片道 往復 送迎 片道 往復 送迎 片道 往復 送迎 片道 往復 送迎 片道 往復 送迎 片道 往復

Daycare　：　～  ： Daycare　：　～  ： Daycare　：　～  ： Daycare　：　～  ： Daycare　：　～  ： Daycare　：　～  ：

送迎 片道 往復 送迎 片道 往復 送迎 片道 往復 送迎 片道 往復 送迎 片道 往復 送迎 片道 往復

Daycare　：　～  ： Daycare　：　～  ： Daycare　：　～  ： Daycare　：　～  ： Daycare　：　～  ： Daycare　：　～  ：

ランチ注文 ランチ注文 ランチ注文 ランチ注文 ランチ注文 ランチ注文

英検対策５級 英検対策４級 英検対策３級 英検対策準２級 英検対策２級

スキル(2h) スキル(2h) スキル(2h) スキル(2h) スキル(2h) スキル(2h)

テーマ(4h) テーマ(4h) テーマ(4h) テーマ(4h) テーマ(4h) テーマ(4h)

17ｔｈ（Mon） 18th（Tue） 19th（Wed） 20ｔｈ（Thu） 21st（Fri） 17th～21st

ランチ注文 ランチ注文 ランチ注文 ランチ注文 ランチ注文 ランチ注文

英検対策５級 英検対策４級 英検対策３級 英検対策準２級 英検対策２級

スキル(2h) スキル(2h) スキル(2h) スキル(2h) スキル(2h) スキル(2h)

テーマ(4h) テーマ(4h) テーマ(4h) テーマ(4h) テーマ(4h) テーマ(4h)

10ｔｈ（Mon） 11th（Tue） 12th（Wed） 13th（Thu） 14ｔｈ（Fri） 10th～14ｔｈ

ランチ注文 ランチ注文 ランチ注文 ランチ注文 ランチ注文 ランチ注文

英検対策５級 英検対策４級 英検対策３級 英検対策準２級 英検対策２級

スキル(2h) スキル(2h) スキル(2h) スキル(2h) スキル(2h) スキル(2h)

テーマ(4h) テーマ(4h) テーマ(4h) テーマ(4h) テーマ(4h) テーマ(4h)

3rd（Mon） 4th（Tue） 5th（Wed） 6th（Thu） 7ｔｈ（Fri） 3rd～7th

ランチ注文 ランチ注文 ランチ注文 ランチ注文 ランチ注文 ランチ注文

テーマ(4h)

ランチ注文

27ｔｈ（Mon） 28th（Tue） 29th（Wed） 30ｔｈ（Thu） 31st（Fri） 27ｔｈ～31st

英検対策５級 英検対策４級 英検対策３級 英検対策準２級 英検対策２級

スキル(2h) スキル(2h) スキル(2h) スキル(2h) スキル(2h) スキル(2h)

ランチ注文 ランチ注文 ランチ注文 ランチ注文

テーマ(4h) 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) スキル(2h)

英検対策４級 英検対策３級 英検対策準２級 英検対策２級

21st（Tue） 22nd（Wed） 23rd（Thu） 24ｔｈ（Fri） 21st～24th
テーマ(4h) テーマ(4h) テーマ(4h) テーマ(4h) テーマ(4h)

第

2

期

第

3

期

第

4

期

第

5

期

第

1

期

 

　　　　　ふりがな：

保護者名： お子様名前：

生年月日： 年齢：

緊急連絡先：

合計代金　￥
お支払方法 　銀行振込・口座引落（生徒のみ）

                  （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。）

SUMMER SCHOOL 申込書　　　　□通学生　□外部生

住所：〒　　　　　-

お振込先：ゆうちょ銀行　口座記号番号：00160-1-600030　アウルインターナショナルスクール
　　　　　　 三菱東京UFJ銀行　普通　月島支店　0087815
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｱｳﾙｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾌﾟﾘｽｸｰﾙ ｱﾝﾄﾞ ｱﾌﾀｰｽｸｰﾙ　荒木　陽

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。
　　　　　　外部生は英語の経験、レベルもお知らせ願います。）

 

 

受付 控 領収 

    

 


