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OWL’S 

 

   School 2016 
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 

日程：2016年 7月 19日（火）～8月 26日（金）※１日から参加可能 

対象：２歳～小学６年生 

 

 

OWL International school 

月島校：〒104-0052 東京都中央区月島３－３０－３ 平成ビル６F  

TEL・FAX: ０３－３５３２－５２２０ 

owlinternational.t@gmail.com 

日本橋校：〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町３－５－９山喜ビル３F 

TEL・FAX: ０３－６２３１－１７６６ 

owlinternational.n@gmail.com 

 

 

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
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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。） 

場 所：月島校、日本橋校 

※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。 

期 間：以下のとおり 

 期間 

第１期 7/19～7/22 

第２期 7/25～7/29 

第３期 8/1～8/5 

第４期 8/8～8/12 

第５期 8/15～8/19 

第６期 8/22～8/26 

※１日からお申込可能です。 

 Preschool / Kinder 金曜日アクティビィー 

Week１ 

7/19-22 

Beach Theme 

Beach wear, sand castles and sea shells.  

- Decorate your beach sandals 

- Make a sand castle  

- Let’s go to the beach! 

※お台場海浜公園へバス遠足を実施します。 

- （曜日はグループによって異なります） 

  

Sea shell art and craft  

7/22 

 

Water Melon 

splitting 

 

 

毎年大人気の 

すいか割り大会！ 

Week２ 

7/25-29 

Sharks & Dolphins  

   

Excursion 7/29 

 

Let’s go to the 

aquarium! 

葛西臨海公園へ遠足 

・Come and have fun with shark & 

Dolphins theme preschool activities 

and crafts ! 

サメとイルカについての楽しいアクテ

ィビィーやクラフトを楽しみます。 

 

https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjC-vXOx5XNAhWn4qYKHavoADAQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/2chered/sand-castle/&psig=AFQjCNFsb0VL3n_GazJNyA6YQjgpTO7bCg&ust=1465376662458645
https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiypa7MypXNAhXNQpQKHfGCBgEQjRwIBw&url=http://design-ties.blogspot.com/2009/06/flip-flop-giveaway-fun-at-creative-home.html&psig=AFQjCNFh2KNRsqnXNwqHLx6zEaUIfWN1bw&ust=1465377458990431
https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjp5vb6y5XNAhWGGaYKHUhSAZgQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/pin/214554369724041340/&bvm=bv.123664746,d.dGY&psig=AFQjCNG5_PNZdR6rhWANU3oEpXwq6olp3g&ust=1465377803967685
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 Preschool / Kinder 金曜日アクティビィー 

Week３ 

8/1-5 

Pond Life 

The pond is habitat for many plants, fish and animals. Let’s 

explore this habitat! 

  

8/5 

 

Cooking！ 

世界のクッキング 

 

 

Week４ 

8/8-12 

Pottery ＆ Tea party Week 

・Kids will use clay to make a ceramic project.  

・・Prepare for the Tea party on Friday. Great fun! 

  

・粘土を使って陶器の作品を作ります。 

・金曜日のティーパーティーに向けてのクラフト作りをします。 

8/12 

 

 

 

It’s tea party time ! 

Week５ 

8/15-18 

Eric Carle Theme  

Great Eric Carle songs, books, and art projects 

  

エリックカールの本を読んだり、歌やアートを行います。 

8/18 

Let’s make your own 

T-shirt ! 

 

ｵﾘｼﾞﾅﾙＴシャツ作り 

Week６ 

8/22-24 

Gardening Theme  

Fruit & vegetable vocabulary 

Vegetable stamps 

 

Excursion 8/26 

 

Let’s go to the 

Tropical Greenhouse 

Dome /Yumenoshima 

Tokyo 夢の島植物園 

・池の周りにある植物や、池に住む

生き物について学びます。 

・フルーツや野菜の単語を学びます。 

・野菜で作ったスタンプなどのアク

ティビティーを実施します。 

https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-gtbA8JfNAhXEoZQKHRIECogQjRwIBw&url=http://www.canstockphoto.com/illustration/pond.html&bvm=bv.124088155,d.dGY&psig=AFQjCNEJeGVm39mZqXGgpzJPF2qkHGIMxQ&ust=1465456346179063
https://www.google.co.jp/imgres?imgurl=https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/65/a7/c4/65a7c4a6c425cde8bdd3b77cfc176566.jpg&imgrefurl=https://www.pinterest.com/pattistefek/pottery-dragons/&docid=iZoun38AsqVroM&tbnid=JmeV9snR1aCu4M:&w=236&h=236&bih=651&biw=1366&ved=0ahUKEwj8_pm79pfNAhXiMqYKHf7UBy8QxiAIAg&iact=c&ictx=1
http://www.learning4kids.net/2012/11/11/create-a-spring-play-dough-garden/
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時 間：９時～１３時４５分（９時から無料でお預かり、１０時クラススタート） 

持ち物：飲み物・お弁当・スナック・着替え・おむつ・タオル・うわぐつ 

（すべての物に必ずローマ字で名前を記入して下さい。） 

申込方法：別紙申込書のご提出をお願いします。 

料 金：※１日からお申込み可能です。  

１日参加：7,500円 

１週間連続お申込の場合：33,500円/週 

※7月 19日～7月 22日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） 

 

<Time table> 

9:00-9:45 Welcome & warm-up activity （9:00-9:45までに随時スクールへお越し下さい） 

10:00-10:25 Circle time（クラス別） 

10:30-11:15 Theme study(craft,art,music) 

11:15-11:30 Snack time 

11:30-12:00 Outside play or indoor activity 

12:15-12:45 Lunch time 

13:00-13:45 Theme study(craft,art,music) 

13:45 Good-bye 

 

延長保育（デイケア）サービス 

１５分２５０円（～19：00） 
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幼稚園生～小学生向けサマースクール 
９時００分～１３時４５分のテーマスタディコースと、午後のスキルアップコース、英検対策コースがあります。 

 

テーマスタディーコース 
対 象：幼稚園生～小学生（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。） 

期 間：以下の通り 

 期間 

第１期 7/19～7/22 

第２期 7/25～7/29 

第３期 8/1～8/5 

第４期 8/8～8/12 

第 5 期 8/15～8/19 

第 6 期 8/22～8/26 

時 間：９時～１３時４５分（９時から無料でお預かり、１０時クラススタート） 

場 所：月島校、日本橋校 

※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：筆記用具・飲み物・お弁当・スナック・タオル、うわぐつ 

 料 金：１日参加：7,500円 

１週間連続お申込の場合：33,500円/週 

※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） 

持ち物：飲み物・お弁当・スナック・着替え・タオル・上ぐつ（すべての物にローマ字で名前を記入して下さい。） 

 Elementary School 金曜日アクティビィー 

Week１ 

7/19-22 

Beach /Ocean Theme  

Water covers 70% of Earth. Freshwater forms lakes and rivers. 

Saltwater forms seas and oceans. 

What are the 5 oceans? Make a globe 

- Freshwater and saltwater experiment 

- Decorate your own flip flops 

- Let’s go to the beach and build a sand castle! 

  

- 地球の 70％を占めている海について学び、海をつくる実験をし

ます。５大洋について学び、地球を作ります。 

- ※お台場海浜公園へバス遠足を実施します。 

- （曜日はグループによって異なります） 

7/22 

 

 

Water Melon 

splitting 

 

 

毎年大人気の 

すいか割り大会！ 

https://lh3.googleusercontent.com/-a5gTLGLt8K8/TX-yIUNCrhI/AAAAAAAAAIQ/TCU1fuhULLg/s1600/DSC00717.JPG
https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiypa7MypXNAhXNQpQKHfGCBgEQjRwIBw&url=http://design-ties.blogspot.com/2009/06/flip-flop-giveaway-fun-at-creative-home.html&psig=AFQjCNFh2KNRsqnXNwqHLx6zEaUIfWN1bw&ust=1465377458990431


6 

 

 Elementary School Friday Activity! 

Week２ 

7/25-29 

Shark Theme  

Different types of sharks: the Great White, the Hammerhead, 

Tiger Shark, etc.  

Are sharks fish or mammals? What do they eat? Are they all 

dangerous?  

   

 サメについて学びます。いろいろな種類のサメについて。 

サメは魚類なの？それとも哺乳類？みんな危険なの？ 

Excursion 7/29 

 

 

Let’s go to the 

aquarium! 

 

 

葛西臨海公園への 

遠足 

Week３ 

8/1-5 

Vacations Theme 

Countries, maps, geography, road trip games, vacations books, 

and a lot more! 

  

バケーションテーマ 

世界の国々について。地図、地理、世界旅行ゲームや本などなど、

たくさん学びましょう！ 

8/5 

 

 

Cooking！ 

世界のクッキング 

 

 

Week４ 

8/8-12 

Pottery ＆ Tea party Week 

・Make your own ceramics using a wheel. 

・Learn about good manner at restaurant. 

・Prepare for the Tea party on Friday. Great fun!  

   

・自分のオリジナル陶器を作ります 

・金曜日のティーパーティーに向けての準備をします！ 

・テーブルマナーも学びます。 

8/12 

 

 

It’s tea party time ! 

 

https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.stirthewonder.com/shark-sensory-bottle/&bvm=bv.123664746,d.dGY&psig=AFQjCNHginRPwAOgNWYiMaRaLLSXLc4oXw&ust=1465377932690262
https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.1worldglobes.com/GeoSafari/geosafari-wonder-world.htm&bvm=bv.124088155,d.dGY&psig=AFQjCNF6ecEbOHZzSKMDAYDt2-AwnrQRqg&ust=1465457206985873
https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjY5omG9ZfNAhVjrKYKHQD3DSgQjRwIBw&url=http://classwish.org/teachers/15648-Mallory-Cudlitz&bvm=bv.124088155,d.dGY&psig=AFQjCNGnyJ9Q87DNuf2cbBdPvR93k7FmhA&ust=1465457314646143
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 Elementary School Friday Activity! 

Week５ 

8/15-18 

Super Me, Super You – Heroes Theme 

・Let’s learn, read and write about our favorite heroes! 

・Learn about sight words in the story. 

   

みんなが好きなヒーローについて学ぼう！ 

ストーリーに出てくるサイトワードについても学びます。 

8/18 

Let’s make your own 

T-shirt ! 

 

 

オリジナルＴシャツ

作り 

Week６ 

8/22-24 

Gardening Theme  

Everything from seed to plant. Tropical Fruits and green houses. 

Trip to a botanical garden.   

  

・植物について学習する１週間です。 

・植物のつくりや働きを、実験などを通して学びます。 

Excursion 8/26 

 

 

Let’s go to the 

Tropical Greenhouse 

Dome /Yumenoshima 

Tokyo 

夢の島植物園 

延長保育（デイケア）サービス 

１５分２５０円（～19：00） 

 

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８名（レベル別クラス編成） 

持ち物：筆記用具・飲み物・スナック、うわぐつ 

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。） 

料 金：3,700円/日 

１週間連続お申込の場合：17,000円/週 

※第１期（7/21-24）が申込期間に含まれる場合は、3,400円引きとなります。（４日間の為） 

※授業前日の時点でお子様のレベルのクラスに他のお申込がない場合は、プライベートレッスンとなり、通常

２時間のところを１時間に変更させていただきますのでご了承下さい。 

http://www.twinkl.co.uk/resource/t-t-2032-face-editable-superheroes
http://www.flickr.com/photos/mslaura/4023084459/
http://kailochic.blogspot.com/
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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２５日（月）、８月１日（月）、８日（月）、１５日（月）、２２日（月） 

   ４級対策クラス…７月１９日（火）、２６日（火）、８月２日（火）、９日（火）、１６日（火） 

   ３級対策クラス…７月２０日（水）、２７日（水）、８月３日（水）、１０日（水）、１７日（水） 

   準２級対策クラス…７月２１日（木）、２８日（木）、８月４日（木）、１１日（木）、１８日（木） 

   ２級対策クラス…７月２２日（金）、２９日（金）、８月５日（金）、１２日（金）、１９日（金） 

※基本的には全日程のご参加をおすすめします。 

時 間：時間：５級、４級、３級：１７時１５分～１８時１５分（６０分） 

準２級、２級：１７時１５分～１８時３０分（７５分）  

対 象：幼稚園児以上 

持ち物：筆記用具、うわぐつ 

料 金：以下のとおり。 

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 12,100円 14,300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

 

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。 
※準１級以上については、プライベートレッスンとなります。（プライベートレッスン 5,900円/60分） 
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２歳～４歳対象、幼稚園生～小学生共通サービス 

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 午前中のテーマスタディーと同日にスキルアップを希望される方は、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。 

さらに！ 

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、スキルアップクラスも希望される場合は、スキルアッ

プ料金が半額となります。 

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、着替え、タオル、うわぐつ 

（すべての物に必ずローマ字で名前を記入して下さい。） 

※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。 

※学童保育のみをご利用の方で、送迎をご希望の場合は、２時間以上のお申込の場合に限ります。 

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。（１日から申込可） 

送迎申込締切：送迎希望日の２週間前まで（定員となり次第、受付を終了いたします。） 

 ＜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 
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Cエリア（日本橋エリア・お台場・芝浦・木場） 片道３，０００円/週 往復５,０００円/週 

 

【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１,５００円/週 往復２,５００円/週 

Ｂエリア（月島、門前仲町、越中島、蔵前、浅草橋）  片道２，５００円/週 往復４，０００円/週 

Ｃエリア（勝どき、東雲、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 

次ページの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メールまたはＦａｘにてご連絡いたします。 

申込受付のご連絡後１週間以内に参加費を下記の口座へお振込下さることによってお申込が確定致します。 
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＜OWLサマースクール参加希望日＞

行きのみ 行きのみ 行きのみ 送迎 片道 往復 送迎 片道 往復

帰りのみ 帰りのみ 帰りのみ

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　：　～  ：

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

送迎 往復 送迎 往復 送迎 往復

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

22nd（Mon） 23rd（Tue） 24th（Wed） 25ｔｈ（Thu） 26th（Fri） 22nd～26th
テーマ(4h)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)スキル(2h)

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

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)

15ｔｈ（Mon） 16th（Tue） 17th（Wed） 18ｔｈ（Thu） 19th（Fri） 15th～19th

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)

8ｔｈ（Mon） 9th（Tue） 10th（Wed） 11th（Thu） 12ｔｈ（Fri） 8th～12ｔｈ

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)

1st（Mon） 2nd（Tue） 3rd（Wed） 4th（Thu） 5ｔｈ（Fri） 1st～5th

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

25ｔｈ（Mon） 26th（Tue） 27th（Wed） 28ｔｈ（Thu） 29th（Fri） 25ｔｈ～29th

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 スキル スキル スキル(2h) スキル(2h)

英検対策４級 英検対策４級 英検対策４級 英検対策２級

生徒氏名：

19th（Tue） 20th（Wed） 21st（Thu） 22nd（Fri） 19th～22nd
テーマ テーマ テーマ テーマ(4h) テーマ(4h)

第

2

期

第

3

期

第

4

期

第

5

期

第

6

期

第

1

期

 

次のページへ続きます。↓ 
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　　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）

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。）

合計代金　￥
お支払方法　　銀行振込　・口座引落（OWL生のみ）

口座引落ご希望の方は7/10までにお申込下さい。

     Summer School 2016  申込書　      　　　    □月島校　□日本橋校

住所：〒　　　　　-

 

＜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 （株）アウルインターナショナル 

（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。） 

 

申し込み確定後はいかなる理由によっても返金は、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で、クラスに空きがある場合に限り、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 International school 

月島校：〒104-0052 東京都中央区月島３－３０－３ 平成ビル６F  

TEL・FAX: ０３－３５３２－５２２０ 

owlinternational.t@gmail.com 

日本橋校：〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町３－５－９山喜ビル３F 

TEL・FAX: ０３－６２３１－１７６６ 

owlinternational.n@gmail.com 

 

 受付 控 領収 
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