Autumn School 2022 Application

一時ご利用者様用

Application due: Sep 30th

Autumn School 申込用紙

申込書締切：9 月 30 日

The Fall season is here again. For all after and Saturday students, come to Starbrains from October 17th to October 29th during
Autumn break to enjoy the art and sports of the fall season and learn more English. There is TOEFL option for those who are
staying 9:00-18:00This is a great opportunity for students who come for a short time to learn English in a full day environment.
2022 年の Autumn スクールは 10 月 17 日から 10 月 29 日まで開催いたします。アフター、サタデークラスの皆さん秋休みの期間スターブ
レインズでシーズンのアート、スポーツを楽しく、英語学習をより充実して学びましょう。また、9 時~18 時のクラスを受講の場合
TOEFL クラスの受講選択も可能となっております。短い時間でこられている生徒の皆さんに一日中充実した環境で英語学習をお勧めしま
す。

----------------------------------------------------✄----------------------------------------------------

Child’s First Name/お子様のお名前

Family Name/姓

Date of birth/生年月日

Guardians’ Name/保護者の方のお名前

Mobile/携帯電話

Address/住所

School Name/在籍校名

Email/メールアドレス

Allergy/アレルギー

Age/年齢

Nationality/国籍

Please check the days you would like to take lessons. 通学日をご記入ください。

10/17 (Mon)

□
10/24(Mon)

10/18 (Tue)

10/19(Wed)

10/20(Thu)

□

□

□

10/26(Wed)

10/27(Thu)

□

□

10/25(Tue)

□

□

Schedule/日程
From Oct 17th to Oct 29th
5 Days
th

th

th

th

From Oct 17 to Oct 29
7 Days
From Oct 17 to Oct 29
12Days

9:00～15:00

10/21(Fri)

10/22(Sat)

□
10/28(Fri)

□
10/29(Sat)

□
9:00～17:00

□ 46,915yen

□ 53,020yen

□
9:00～18:00
□59,180yen
□66,880(2 Days Tue&Thu TOEFL)

□ 65,681yen

□ 74,228yen

□82,852yen
□90,552(2Days Tue&Thu TOEFL)

□ 85,624yen

□ 96,096yen

□105,864yen
□121,264(4Days Tue&Thu TOEFL)

※Tax Included/上記の表は税込み価格です。

※If you want to order school lunch, please ☑and fill below. スクールランチをご希望の方は☑を入れ下記もご記入下さい。

□School Lunch（572yen）×

(Dates:

)

□School Snack (176yen) ×

(Dates:

)

＊School snack time is at 15:00

スナックタイムは 15 時以降も残る生徒が対象です。

※If you would like to extend your stay, please email or submit the form directly to our office.延長をご希望の方は直接オフィスにメー
ルまたは用紙のご提出をお願い致します。

7:30-9:00
1,210 yen
※Important

Hourly Rate
9:00-18:00
1,650 yen

18:00-20:00
1,210 yen

Facility Fee/設備費
Nursery Class
2,640 yen
Kinder Class
3,740 yen

Reminder 注意事項

For the Autumn school fee, please pay by cash or bank transfer.
2022 年 Autumn スクールの授業料のお支払はお申込後、現金又はお振込のみでのお取り扱いとなります。
Extension dee is ￥1650(including tax) per an hour.
お申し込み時間を超えての延長をご希望の場合は一時間 1650 円(消費税込み)となります。
If staying after 15:00, please prepare for a snack
15 時以降までお預かりの方はスナックの用意が必要です。
Depending on the day, the required supplies may be different, so please check the schedule (Cooking uniform, etc.) Please bring
inside shoes for P.E. and futsal.
日程、曜日によって教具など必要なものが異なりますので、クラススケジュールをご確認下さい。水曜日はクッキング
ユニフォームをご持参またはレンタルして下さい。P.E やフットサルの為の内履きもご用意ください。
Monthly building fee is same as regular period. There is no 10% discount for brothers and sisters.
設備費、教材費は通常と同様のご請求となります。Autumn School にはご兄弟割引がご利用になれませんのでご了承下
さい。
You can use the reschedule service for the Autumn School. Same as regular students and please check parents hand book.
Autumn スクール中の欠席の振替は一か月以内にご利用可能です。レギュラー生徒と同じです。詳しくはペアレンツハ
ンドブックをお読み下さい。
Your personal information on this form will be used only for admission to the school, and will be confidential.
この書類に記載した個人情報は入学時の資料としてのみ使用しそれ以外に使用しません。また、取扱いには十分注意致
します。
About Clothes 服装について
Please wear comfortable clothes when coming to the school.
登園する際は動きやすい服装で登園して頂きますよう、お願い致します。
Please refrain from wearing skirts, especially for girls, as there will be PE, Yoga, and other physical lessons.
PE や Yoga などの体を使うレッスンもありますので、特に女の子はスカートはお控え下さい。

×Not allowed 良くない例

〇Good example 良い例

