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テーマスタディ
9:45-13:45

Week１(7/16-7/19 ) 手作りゲーム

＆おもちゃ

Week２(7/22-7/26)   私のすべて

Week３(7/29-8/2 ) いろいろな職業

week４ (8/5-8/9) アート＆ミュージック

Week５(8/13-8/16)    サイエンスウィーク

Week６ (8/19-8/23) 世界１周！

スキルクラス 15:15-17:30
Reading/Speaking/Writing
※レベル別クラス編成

サマースペシャルプログラム
対象：年長～小学生

★7/25(木）-7/27(土）

ネイチャーキャンプ in 軽井沢

★7/30(火）-7/31(水）

ネイチャーキャンプ in 新潟

★8/6(火）リニアモーターカー
見学センターとぶどう狩り in 山梨

★8/16(金） 化石発掘体験と
森林公園アスレチック in 埼玉

Fun Activity 

金曜日アクティビティー

7/19 巨大シャボン玉作り

7/26  スイカ割り＆流しそうめ
ん

8/2 お店を開こう

8/9 スプラトゥーンアート＆
プレイ

8/16 お祭りデー (浴衣で来てね）

8/23 Tシャツ染め

対象:2歳～ 12歳
午前テーマスタディ、午後スキルクラス
英検対策、１日コース
※オプション
ランチサービス
送迎サービス
延長保育

(土）

http://www.owlinternational.com/


Summer School    

2019 
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：2019年 7月 16日（火）～8月 23日（金） 

・テーマスタディコース（２歳～小学６年生） 

・午後スキルクラス（幼稚園生以上） 

・英検対策コース（幼稚園生以上） 

・延長保育サービス有 

 

テーマスタディーコース 

対 象：２歳～小学生 

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 

第１期 7/16～7/19 

第２期 7/22～7/26 

第３期 7/29～8/2 

第４期 8/5～8/9 

第５期 8/1３～8/16 

第６期 8/19～8/23 

 

 

<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) 

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：当校ホームページよりお申込み下さい。 

料 金：1週間連続申込：33,500円/週 

※第１期（7/16～7/19）、第５期（8/13～8/16）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） 

１日ずつのお申込みは 7/1(月) 9:00～受付開始（7,500円/日） 

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。 

 



延長保育（デイケア）サービス 

１５分 ２５０円（～18時 30分） 

１５分 ３５０円 ( 8 時～9 時、18 時 30分～20 時) 

 

スキルアップスタディーコース 幼稚園～小学６年生 ＜少人数制のレベル別集中講座＞ 
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 

※スキルアップコースを３週間以上通った生徒を対象に、最終日に進級テストを実施します。 

時間：１５時１５分～１７時３０分 

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：当校ホームページよりお申込み下さい。（*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（7/16～7/19）、第５期（8/13～8/16）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。 

 

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、日本人講師または外国人講師が 

日本語または英語での解説で行います。毎回、宿題を出し、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（60分） 第１回 7/23-7/27 14：30-15：30、第２回 8/6-8/10 14：30-15：30 

４級対策クラス（60分） 第１回 7/23-7/27 15：40-16：40、第２回 8/6-8/10 15：40-16：40 

３級対策クラス（60分） 第１回 7/23-7/27 16：50-17：50、第２回 8/6-8/10 16：50-17：50 

準２級対策クラス（75分）第１回 7/30-8/3 15：00-16：15、第２回 8/13-8/17 15：00-16：15 

２級対策クラス（75分） 第１回 7/30-8/3 16：30-17：15、第２回 8/13-8/17 16：30-17：15 

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
５級対策コース 12,100円 14,300円
４級対策コース 12,800円 15,000円
３級対策コース 14,400円 17,000円
準２級対策コース 16,300円 19,300円
２級対策コース 16,300円 19,300円

5日間

 

申込方法：当校ホームページよりお申込み下さい。 

*各クラス定員に達し次第、締め切らせていただきます。 

第１回、第２回連続参加もお勧め致します。（カリキュラムは重複する箇所もありますが、ワークシートは異な

るものを使用します） 

※基本的には各回の５日間連続受講をお勧めしますが、別の回でのお振替も可能です。 



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！ 

③ 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＞ 

イングリッシュ・デイケアサービス ５００円／３０分 

 

持ち物：筆記用具・おやつ・飲み物、着替え、タオル、うわぐつ（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＞ 

小ランチ １食４１０円   大ランチ 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付けます。（１週間単位での申込） 

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４,５００円/週 

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５,５００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（門前仲町・越中島・蔵前・浅草橋） 片道２,５００円/週 往復４,５００円/週 

Ｃエリア（勝どき、月島、東雲、木場）  片道３,０００円/週  往復５,５００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 

当校ホームページよりお申込み下さい。 

お申込後、参加の可否と料金をメール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。 

 

＜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 UFJ 銀行 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 


