
      国際部あざみ野 English Learning Center 

２０１５年度冬期講習会のご案内 

【日程】12/26（土）~ 12/30（水）、1/4（月）~ 1/7（木）の 9日間 

 

▼下記の授業は全て英語で行われます。日本語で行われる授業は小中学部要項をご参照ください。 

English-only-English 授業時間帯 日数 総分数 授業料(消費税除く) 

Cub Club 

（２才～６才対象） 

10:00 ~ 14:00 

*お弁当・お飲み物持参 

9日間 

2160分 64,800円 

1st & 2nd 16:00 ~ 16:50 450分 18,000円 

3rd & 4th 15:00 ~ 15:50 450分 18,000円 

5th & 6th (非受験) 17:00 ~ 17:50 450分 18,000円 

7th & 8th 15:10 ~ 16:30 720分 28,800円 

8th & 9th 12:20 ~ 13:40 720分 28,800円 

帰国枠受験クラス 

小６Essay Writing 16:40 ~ 18:00 
9日間 

720分 28,800円 

小６渋渋渋幕対策 10:50 ~ 12:10 720分 28,800円 

★詳しい授業内容に関しましては『あざみ野校 English Learning Center後期要項』をご参照ください。 

≪ネイティブ講師紹介≫ 

Hello! My name is Nathalie. I graduated from UCLA and then 

taught in public schools here in Japan for three years. Here at 

ena, I’m looking forward to helping students improve their 

English expression skills and boosting their confidence in 

English. Whether you’re a student cramming for exams or just 

want to improve your English ability, please come to my class!  

Hi everyone, I’m Sarah! I’m from New York. I want to help 

students become enthusiastic about learning English so that 

they will not only master the language for school, but also be 

able to socialize and express themselves confidently. No matter 

what your goals are, I look forward to teaching you everything I 

know! 

Hey guys, I’m Jack! I’m from Toronto, Canada. I’ll be working 

hard here at ena to make sure you can reach your English goals, 

whether they be passing big test, reading American websites or 

improving your already substantial skills. I want to help you 

grow, and I can’t wait to work together! Learning English gives 

you access to a language spoken across the entire globe and 

opens so many interesting doors for you. 

 

enaあざみ野校 English Learning Center  Tel: 045-905-5401 / Email: elc@enakokusaibu.com  



ena国際部あざみ野校 English Learning Center : 2015年度冬期講習会申込書 

ena Kokusaibu Azamino ELC : 2015 Winter Seminar Application Form 

フリガナ  生年月日   年  月  日 

生徒氏名 

 

 年齢及び

学年 

        才 

          

保護者の 

Eメール 

 電話番号 (    )     ― 

在籍学校  

ご住所 

 

 

〒 

 

❖お申し込みについて 

（１） この受講申込用紙に必要事項をご記入の上、ご提出ください。 

（２） emailまたは FAXで申込書を提出される場合は、事前にお電話でお知らせください。 

（３） 締め切りは 12/13(日)です。〆切日以降のお申込みについてはお問い合わせください。 

❖受講科目・日数と料金について 

（１） 受講科目と日数に応じて受講料金の調整を致します。受講スケジュールが確定致しまし

たら、料金の確認をお願い致します。 

（２） あざみ野校に在籍していない生徒は別途「外生登録料 2,000円」が掛かります。 

（３） 受講料金には受講日数にかかわらず諸費 1,000 円、及び消費税が総額に加算されます。 

❖料金のお支払い法について 

（１） enaあざみ野校在籍生の場合・・・お届けの銀行口座から 1月上旬にお引き落とし。 

（２） 上記以外の生徒の場合・・・校舎受付にてクレジットカードでお支払い頂くか、銀行振

り込みをお願い致します。詳しくは校舎受付までお問い合わせください。 

▼受講科目を記入し、受講日に○を記してください。 

 2015年 2016年 

受講科目 12/26 12/27 12/28 12/29 12/30 1/4 1/5 1/6 1/7 

 

 

         

 

 

         

〔通信欄〕日程による受講科目の変更など、ご希望を具体的にお書きください。 

・ 

・ 

 

▽ena使用欄 

受付日： 受付者： 講習料： 

 


