
Tokyo School

【iBT限定】という表記のある場合は、オンライン限定の授業です。

その他は、iBT授業と校舎での対面授業から選択ができます。

対面授業では受講人数に制限をつけさせていただく場合がございます。

今後の状況から判断して、すべてiBT授業になる可能性もございます。

　8月24日～9月1日は休校です。

2020年度後期本科授業開講は9月2日（水）です。

【テキスト受渡日】
　7月18日(土)、19日(日)、20日(月)、22日(水)
　14:00～19:00　（対面授業参加希望者も）

2020年度

夏期講習会要項
【小４～中３】

小３、高1、高２も英語講座の受講が可能です。

6期：8月22,23日【2日間】

国際部

　東京校の生徒のみならず、日本全国各地、タイ、カンボジア、ベトナム、ラオス、ミャン
マー、フィリピン、UAE、インドネシア、インド、バングラディシュ、パキスタン、スリラン
カ、中国、香港、台湾、韓国、オーストラリア、ニュージーランド、ハワイ、グアムなどの生徒
さんの参加も大歓迎です！

1期：7月23日～7月26日【4日間】 2期：8月  1日～8月  5日【5日間】

3期：8月  7日～8月11日【5日間】 4期：8月13日～8月16日【4日間】

5期：8月17,19～8月21日【4日間】

東京校＆Asia･Oceania iBT



　夏期講習会　時間割　
ROOM0 ROOM1 ROOM2 ROOM3 ROOM4 ROOM0 ROOM1 ROOM2 ROOM3 ROOM4

　 10:00

　 　 小４算数

　 　 11:00

　 　 11:00 11:10

　 　 小４特訓算数 小４国語

12:00 　 12:10 12:00 12:10

12:30 　 小５ 小５ 12:30 　 小５ 小５

　 　

13:40 　 国語B 国語Ａ 13:40 　 国語B 国語Ａ

13:50 　 小５ 小５ 13:50 　 小５ 小５

　 　

15:10 　 算数B 算数A 15:10 　 算数B 算数A

15:20 中３ 小６ 小６ 小６ 小４～小６ 15:20 小６ 小６ 小６ 小４～小６

16:40 数学 国語B 国語A 国語S 中級英語 16:40 国語B 国語A 国語S 上級英語

16:50 中３ 中１ 16:50 小４～小６

18:10 国語 数学 18:10 受験英文法

18:25 中３ 全学年 18:25 中３ 中２

英検2～1面接

19:45 数学 30分×2枠×4日 19:45 国語 特訓数学

19:55 中３ 中高生 全学年   19:55 中３ 全学年 全学年   

21:15 英語 上級英語 英検準１級   21:15 英語 英検１級 英検準１級   

21:30 21:30

４期　8/13~8/16　【４日間】
　 ROOM0 ROOM1 ROOM2 ROOM3 ROOM4 ROOM0 ROOM1 ROOM2 ROOM3 ROOM4

9:30 10:00 9:30

中２国語 小４算数 　 中２国語

11:00 11:00 　 11:00

11:10 11:10 　 11:10 11:00

中２数学 小４国語 　 中２数学 小４特訓算数

12:00 12:40 12:10 12:00 12:40 12:10

12:30 　 小５ 小５ 12:30 小５ 小５

　 特訓国語B 特訓国語A

13:40 　 （説明文） （説明文） 13:40 国語B 国語Ａ

13:50 　 小５ 小５ 13:50 小５ 小５

　 　

15:10 　 特訓算数B 特訓算数A 15:10 算数B 算数A

15:20 小６ 小６ 小６ 小４～小６ 15:20 中３ 小６ 小６ 小６ 小４～小６

16:40 国語B 国語A 国語S 中級英語 16:40 数学 国語B 国語A 国語S 上級英語

16:50 小４～小６ 16:50 中３ 中１

18:10 受験英文法 18:10 国語 数学

18:25 中３ 中１ 18:25 中３ 全学年

英検2～1面接

19:45 国語 数学 19:45 数学 30分×2枠×4日

19:55 中３ 全学年 小６   19:55 中３ 中高生 全学年   

特訓国語【共通】

21:15 英語 英検１級 （説明文）   21:15 英語 上級英語 英検準１級   

21:30 21:30

iBT限定
　小４国語、算数、特訓算数、中１数学、中２国語、数学、特訓数学、中３国語、数学、英語

校舎開校時間帯は、１２：００～２１：３０　です。
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夏期講習会時間割　
１期　7/23~7/26　【４日間】 ２期　8/1~8/5　【５日間】

３期　8/7~8/11　【５日間】
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●１科目、１講座、１日から受講可能です。

５期　8/17,19~8/21　【４日間】 ６期　8/22,8/23　【２日間】
12:00 ROOM0 ROOM1 ROOM2 ROOM3 ROOM4 12:00 ROOM0 ROOM1 ROOM2 ROOM3 ROOM4

12:30 小５ 小５ 12:30 小５ 小５

特訓国語B 特訓国語A

13:40 （物語文） （物語文） 13:40 国語B 国語Ａ

13:50 小５ 小５ 13:50 小５ 小５

　

15:10 特訓算数B 特訓算数A 15:10 算数B 算数A

15:20 中３ 小６ 小６ 小６ 小４～小６ 15:20 中３ 小６ 小６ 小６ 小４～小６

16:40 数学 国語B 国語A 国語S 中級英語 16:40 数学 国語B 国語A 国語S 上級英語

16:50 中３ 中２ 16:50 中３ 中２

18:10 国語 特訓数学8/19~ 18:10 国語 特訓数学

18:25 中３ 小４～小６ 18:25 中３ 全学年

英検2～1面接

19:45 数学 30分×2枠×4日 19:45 数学 英検２級

19:55 中３ 中高生  小６  19:55 中３ 中高生 全学年   

特訓国語【共通】

21:15 英語 上級英語  （物語文）  21:15 英語 上級英語 英検準１級   

21:30 21:30

小５と小６のクラス分けは、こちらで判断し、決定いたします。お申し込み状況によっては、クラス数が増減することもございます。

◆時間割表にはございませんが、以下の通り、iBT限定での英語講座も開講いたします。

小６英語iBT 全学年英検iBT

　Short:8月6,7,10,13,14,17,19,20,24,26,27,31日の全12日間　10:00～11:50 8月6,7,10日の全3日間　英検準１級　14:00～15:50

　Long:8月8,9,15,16,22,23,29,30日の全8日間　10:00～10:50＋16:00～17:20 8月13,14,17日の全3日間　英検２級　14:00～15:50

小６英語と小６英語iBT、英検と英検iBTは、開講の狙いは同じですが、教材や授業の中身は異なります。

　■30分を１枠として、合計24枠用意しています。

　■2020年8月末までに英検2次試験を受ける予定の生徒を優先します。

　■7月13日13:00以降にお申し込みください（「予約」「キャンセル」はご遠慮ください）。

　■ご希望の日時から調整いたしますが、ご希望回数をお取りできない場合もございます。

時間帯 授業料
諸費、学外生登録料、消費税は別

18:30～19:00
19:10～19:40

18:30～19:00
19:10～19:40

18:30～19:00
19:10～19:40

お問い合わせください。

日程

7/23～7/26【1期】

8/13～8/16【4期】

8/17,19～21【5期】

英検２次（面接）

英検２次（面接）

英検２次（面接）

科目

小６

英語A

小６

英語B

小６

英語A

小６

英語B

小６

算数S

小６

算数B

小６

算数A

小６

算数S

小６

算数B

小６

算数A

成績の良い生徒は、あいさつができる、姿勢が良い、休み時間にト

イレをすませる、消しゴムのカスを床ではなくごみ箱に捨てる、荷

物の整理ができている。そういうことがきちんとできます。



１期：7/23～7/26【4日間】、２期8/1～8/5【5日間】、３期8/7～8/11【5日間】

４期　8/13～8/16【4日間】、５期8/17,8/19～8/21【4日間】、６期8/22,8/23【2日間】

・国語：説明文（指示語・接続語・話題・要点等）、物語文（場面の展開・人物の気持ち）、詩、漢
字と知識(音訓/部首/三字熟語・四字熟語/画数/筆順/辞典など）、文法（主語/述語/修飾語）

・算数：整数・小数・分数、和差算・逆算・虫食い算、角・三角形、植木算・周期算、日数・曜日の
計算、正方形・長方形、立方体・直方体、条件整理と推理
・特訓算数：整数の四則混合計算、計算の順序、概数、植木算、小数、和差算、分数、正方形と長方
形、時間と日数、立方体と直方体【算数で勝負する生徒は、算数+特訓算数で鍛えましょう】

・中級・上級英語：Vocabulary, Grammar, Reading Comprehension, Writingなど英語全般
　英検２級以上に合格していればダブル受講も可能です。
　中級：英検２級～準１級合格レベルで、帰国生中学入試英語の標準レベル
　上級：中級より約「0.5級」上のレベルで、渋渋、渋幕、広尾AG、三田国際志望者対象
・受験英文法：基本・発展文型、基本動詞、名詞、代名詞、形容詞、副詞、比較、否定、助動詞

『一億人の英文法』シリーズをアレンジして使用予定➡日本の大学入試まで通じる特別推奨講座

・英検・・・10月の1次試験に向けた対策（中学入試対策としても受講可）

16:50～18:10
【80分】

英検１級 2期・3期 19:55～21:15
【80分】

英検準１級 １期・２期・４期・６期 19:55～21:15
【80分】

英検準１級【iBT限定】 8/6,7,10 14:00～15:50
【100分】

■講座の内容■　小４での強固な学習習慣が受験突破の鍵です！

科目 授業料
諸費、学外生登録料、消費税は別

算数【iBT限定】

国語【iBT限定】

日程 時間帯

2期・3期 10:00～11:00
【60分】

2期・3期 11:10～12:10
【60分】

お問い合わせ
ください。

英検２級 ６期 18:25～19:45
【80分】

受験英文法 ２期・３期

特訓算数【iBT限定】 １期・４期 11:00～12:10
【70分】

英検２級【iBT限定】 8/13,14,17 14:00～15:50
【100分】

15:20～16:40
【80分】

中級英語 １期・3期・５期

上級英語 2期・4期・６期 15:20～16:40
【80分】



１期：7/23～7/26【4日間】、２期8/1～8/5【5日間】、３期8/7～8/11【5日間】

４期　8/13～8/16【4日間】、５期8/17,8/19～8/21【4日間】、６期8/22,8/23【2日間】

科目 授業料
諸費、学外生登録料、消費税は別

国語 1期・2期・４期・６期 12:30～13:40
【70分】

日程 時間帯

お問い合わせ
ください。

英検準１級【iBT限定】 8/6,7,10 14:00～15:50
【100分】

特訓国語 3期・５期 12:30～13:40
【70分】

1期・2期・４期・６期

英検準１級 １期・２期・４期・６期 19:55～21:15
【80分】

13:50～15:10
【80分】

３期・５期 13:50～15:10
【80分】

算数

特訓算数

英検２級 ６期 18:25～19:45
【80分】

受験英文法 ２期・３期 16:50～18:10
【80分】

英検２級【iBT限定】 8/13,14,17 14:00～15:50
【100分】

中級英語 １期・3期・５期 15:20～16:40
【80分】

上級英語 2期・4期・６期 15:20～16:40
【80分】

・国語：説明文・論説文、物語文、随筆文、詩、漢字と熟語・諺/慣用句/文法/敬語
・特訓国語：３期は説明文と漢字、５期は物語文と漢字【特訓を合わせて24日間の猛特訓】

・算数：規則性、和と差、平均、割合、平面図形、立体図形、場合の数、計算
・特訓算数：約数、倍数、分数、周期と数列、面積、角度、円、おうぎ形、つるかめ算、
　　　　　　立体図形、仕事算、割合、相当算、売買算、濃度【特訓を合わせて24日間の猛特訓】

・中級・上級英語：Vocabulary, Grammar, Reading Comprehension, Writingなど英語全般
　英検２級以上に合格していればダブル受講も可能です。
　中級：英検２級～準１級合格レベルで、帰国生中学入試英語の標準レベル
　上級：中級より約「0.5級」上のレベルで、渋渋、渋幕、広尾AG、三田国際志望者対象
・受験英文法：基本・発展文型、基本動詞、名詞、代名詞、形容詞、副詞、比較、否定、助動詞

『一億人の英文法』シリーズをアレンジして使用予定➡日本の大学入試まで通じる特別推奨講座

・英検・・・10月の1次試験に向けた対策（中学入試対策としても受講可）
　
　　　　　　　　　【24日間、国算英３科目、たっぷり学べます。】

英検１級 2期・3期 19:55～21:15
【80分】

■講座の内容■　小５の夏が受験勉強の折り返し！実は小６以上に勝負のとき！



2１期：7/23～7/26【4日間】、２期8/1～8/5【5日間】、３期8/7～8/11【5日間】

４期　8/13～8/16【4日間】、５期8/17,8/19～8/21【4日間】、６期8/22,8/23【2日間】

　

●●分扱いは授業料算出時の分数

★受講パターンの例★
・ ３科目バランス型：英語、国語、特訓国語、算数

・ ２科目（国算）重視型：国語、算数、特訓国語

・ 英語単科型：英語、中級・上級、英文法、英検

・ 英検：必要な級がとれていない場合は急ぎましょう。

・ iBT：時間が合わない場合や学習量の確保に利用してください。

上級英語 2期・4期・６期 15:20～16:40
【80分】

英検２級 ６期 18:25～19:45
【80分】

16:50～18:10
【80分】

お問い合わせ
ください。

10:00～11:50
【100分(50分扱い)】

英語Long【iBT限定】
8/8,9,15,16,
22,23,29,30

10:00～10:50
+17:00～18:20
【130分(80分扱い)】

英検準１級 １期・２期・４期・６期 19:55～21:15
【80分】

英検準１級【iBT限定】 8/6,7,10 14:00～15:50
【100分】

英検１級 2期・3期 19:55～21:15
【80分】

科目 日程 時間帯

英語 １～６期 12:30～15:10
【150分(120分扱い)】

国語 １～６期 15:20～16:40
【80分】

算数 １～６期 16:50～19:45
【160分(140分扱い)】

授業料
諸費、学外生登録料、消費税は別

英検２級【iBT限定】 8/13,14,17 14:00～15:50
【100分】

中級英語

19:55～21:15
【80分】

3期・５期特訓国語

１期・3期・５期 15:20～16:40
【80分】

受験英文法 ２期・３期

英語Short【iBT限定】
8/6,7,10,13,14,17,
19,20,24,26,27,31



■講座の内容■　毎日１０時間（授業時間含む）の学習は必須！

毎日の授業と宿題とで10時間近くの学習を確保できます。

講習のない日に、宿題の先取りや復習を行うこともできます。

■秋以降の帰国生模試の「合格判定」に負けない学力と精神力を身につけましょう。

■秋以降の怒涛の過去問題演習に備え、学習の質を高めておきましょう。

夏を制する者は受験を制する！

・国語：説明文・論説文、物語文、随筆文、詩、短歌・俳句、漢字・語句、入試問題
・特訓国語：３期は論説文、説明文、漢字、５期は物語文、漢字

・算数：数の性質、場合の数、規則性、和と差、割合と比、速さ、図形、入試演習

・英語：帰国入試英語対策、知識事項（単語・熟語・文法）の底上げ、過去問題演習
・英語iBT：過去問題演習と解答解説（上記の英語とは別内容）
・中級・上級英語：Vocabulary, Grammar, Reading Comprehension, Writingなど英語全般
　英検２級以上に合格していればダブル受講も可能です。
　中級：英検２級～準１級合格レベルで、帰国生中学入試英語の標準レベル
　上級：中級より約「0.5級」上のレベルで、渋渋、渋幕、広尾AG、三田国際志望者対象
・受験英文法：基本・発展文型、基本動詞、名詞、代名詞、形容詞、副詞、比較、否定、助動詞

『一億人の英文法』シリーズをアレンジして使用予定➡日本の大学入試まで通じる特別推奨講座

・英検・・・10月の1次試験に向けた対策（中学入試対策としても受講可）

ena国際部東京校からのお触れ

０、受験生だからといって特別扱いはされない

１、あきらめない

２、合格のために必要な行動をとる

３、でも、だって、だけど等で始まる言い訳をしない

４、宿題・復習はやって当たり前、中身が大事

５、早寝早起きをする（日付が変わる前に寝る）

６、「こんにちは！」「さようなら！」と挨拶をする

７、体調管理も実力のうちだと心得る

８、「面倒くさい」と口にするなら受験をやめる

９、ジュースやアイスは控える（夏バテする！）

当たり前のことを、当たり前にできる

そんな受験生になりましょう。



　
１期：7/23～7/26【4日間】、２期8/1～8/5【5日間】、３期8/7～8/11【5日間】

４期　8/13～8/16【4日間】、５期8/17,8/19～8/21【4日間】、６期8/22,8/23【2日間】

上級英語

■講座の内容■　高校受験でも大学受験でも基礎を築く学年です。

英検２級

英検２級【iBT限定】

1期・4期・5期・6期 19:55～21:15
【80分】

英検１級 2期・3期

６期 18:25～19:45
【80分】

英検準１級

英検準１級【iBT限定】

１期・２期・４期・６期 19:55～21:15
【80分】

科目 授業料
諸費、学外生登録料、消費税は別

数学【iBT限定】

日程 時間帯

１期・４期➡

３期　　　➡

16:50～18:10
18:25～19:45

【80分】

お問い合わせ
ください。

19:55～21:15
【80分】

ｅｎａ卒業生の皆さんへ

いかがお過ごしでしょうか。
校舎に顔を出してくれる生徒も、成績報告のメールをくれる生徒もいます。
再び海外に行った生徒がいることも、大活躍中の生徒がいることも風の噂で伝わってきます。
「受験生の夏」は過去のことになりましたが、今年も夏がやってきます。
頑張りは足りていますか？成績は足りていますか？充実した中学校生活を送っていますか？

ｅｎａの先生たちは、いつまでもいつまでも皆さんのことが気になって仕方がありません。

中１数学、中２国語、数学、特訓数学は、高校受験用のカリキュラムではありますが、皆さん
のことも考えながら内容を調整しています。上級英語は英検準１級以上を持っていれば知的な
意味で楽しく学習ができるはずです。そして、英検講座も開講します。準１級がまだの生徒は
大至急、１級がまだの生徒は近い将来に取得できるように動きましょう。

今年度は全中学生が学習量不足に陥っているはずです。
「取り戻す夏」であり、「差をつける夏」です。
皆さんの参加をお待ちしています！！！！！！！！！！

・数学：正負の数、文字と式、方程式（解法・文章題）、比例・反比例、平面図形
【高校受験を前提とした中１生】も【夏前の学習量に不安を感じる中高一貫校生】も大歓迎
　
・上級英語：Vocabulary, Grammar, Reading Comprehension, Essay Writingなど英語全般
　　　　　　渋幕・SFC入試対策レベル、英検１級レベルの学習
　
・英検・・・10月の1次試験に向けた対策（高校入試対策としても受講可）

8/13,14,17 14:00～15:50
【100分】

8/6,7,10 14:00～15:50
【100分】



　
１期：7/23～7/26【4日間】、２期8/1～8/5【5日間】、３期8/7～8/11【5日間】

４期　8/13～8/16【4日間】、５期8/17,8/19～8/21【4日間】、６期8/22,8/23【2日間】

・国語：小説文、随筆文、説明文、論説文、詩・短歌・俳句、古文、文法

・数学：中1範囲の復習、式の計算、連立方程式、１次関数、多角形の角、三角形の合同
・特訓数学：連立方程式の文章題（2期）、1次関数（5期）、平面図形（6期）

　高校受験➡中２が山場です。大学受験➡入試結果は中2までの成績に密接に関係しています。

・上級英語：Vocabulary, Grammar, Reading Comprehension, Essay Writingなど英語全般
　　　　　　渋幕・SFC入試対策レベル、英検１級レベルの学習
　
・英検・・・10月の1次試験に向けた対策（高校入試対策としても受講可）

英検準１級【iBT限定】

■講座の内容■　中２は受験生。学習内容が高校受験に「直結」します！

英検１級

8/6,7,10 14:00～15:50
【100分】

2期・3期 19:55～21:15
【80分】

お問い合わせ
ください。

科目 授業料
諸費、学外生登録料、消費税は別

国語【iBT限定】 ３期・４期・8/17 9:30～11:00
【90分】

日程 時間帯

数学【iBT限定】 ３期・４期・8/1７ 11:10～12:40
【90分】

特訓数学【iBT限定】

     2期　　　   ➡

    ５期・６期　➡
   8/17の特訓数学は休講です。

18:25～19:45
16:50～18:10

【80分】

←ｅｎａで頑張っていた皆さんへ

上級英語

英検準１級

1期・4期・5期・6期 19:55～21:15
【80分】

１期・２期・４期・６期 19:55～21:15
【80分】

英検２級 ６期 18:25～19:45
【80分】

英検２級【iBT限定】 8/13,14,17 14:00～15:50
【100分】



１期：7/23～7/26【4日間】、２期8/1～8/5【5日間】、３期8/7～8/11【5日間】

４期　8/13～8/16【4日間】、５期8/17,8/19～8/21【4日間】、６期8/22,8/23【2日間】

・国語：小説文、随筆文、説明文、論説文、詩・短歌・俳句、古文・文法、入試問題

・数学：1，2年の復習、確率と資料の整理、式の展開・因数分解、平方根、２次方程式、２次関数、
相似な図形、三平方の定理、標本調査

・英語：重要文法である動詞、助動詞、基本文型、受動態、現在完了、比較、不定詞、動名詞、分
詞、関係代名詞、いろいろな疑問文、接続詞、難関高校入試問題

・上級英語：Vocabulary, Grammar, Reading Comprehension, Essay Writingなど英語全般
　　　　　　渋幕・SFC入試対策レベル、英検１級レベルの学習
　
・英検・・・10月の1次試験に向けた対策（高校入試対策としても受講可）

　　　　　　【国数英(英語/上級+1級）で、24日間頑張り抜きましょう。】

■講座の内容■　毎日１０時間（授業時間含む）の学習は必須！

1期・4期・5期・6期 19:55～21:15
【80分】

６期 18:25～19:45
【80分】

8/13,14,17 14:00～15:50
【100分】

１期・２期・４期・６期 19:55～21:15
【80分】

8/6,7,10 14:00～15:50
【100分】

英検２級

英検準１級

上級英語

授業料
諸費、学外生登録料、消費税は別

数学【iBT限定】

科目 日程 時間帯

１期、４～６期

2期・3期

15:20～16:40＋18:25～19:45

【160分】

15:20～18:10
【160分】

国語【iBT限定】

１期、４～６期 16:50～18:10
【80分】

お問い合わせ
ください。

2期・3期 18:25～19:45
【80分】

夏を制する者は受験を制する！

英語【iBT限定】

英検１級 2期・3期 19:55～21:15
【80分】

１～６期 19:55～21:15
【80分】

英検準１級【iBT限定】

英検２級【iBT限定】



・東京メトロ日比谷線 茅場町駅 3番出口　徒歩1分

・東京メトロ東西線 茅場町駅 3番出口　徒歩1分

・都営浅草線 日本橋駅 徒歩5分

・東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 徒歩7分

・JR京葉線 八丁堀駅 徒歩7分

・東京メトロ銀座線 日本橋駅 徒歩8分

・JR新幹線 東京駅日本橋口 徒歩14分

　　　　　　　　　　　　　　（タクシー 4分）

国際部東京校へのアクセス
■住所：〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町1-11-2第16フジビル6階

■電話  ：03-6264-9550

■FAX  ：03-6264-9549

■メール：tokyo@enakokusaibu.com

お申込み締め切り：2020年7月15日（水）19:00

◆ 2020年度夏期講習会申込書（ena国際部東京校に通っていない場合には個人別調査票
も）を下の①～③のいずれかの方法でご提出ください。
① ena国際部東京校窓口まで直接ご来校
② FAXでena国際部東京校までご送信
③ 写真、またはスキャン後、PDFをEメール添付でena国際部東京校までご送信
※小6、中3でena国際部東京校に通っていない生徒は、もしお持ちでしたら直近の模試成績
表（他塾可）をご提出ください。

■諸費は受講する科目数にかかわらず、トータルの料金です。
■１日単位でのお申し込みも可能です。その場合、授業料は日割りに致します。
■学外生は、登録料を頂戴します。
■教材の郵送をご希望の場合には、実費と手数料(1回ごと）を頂戴します。
■消費税が別途加算されます。

◆ お支払方法は、みずほ銀行新宿西口支店の口座への銀行振り込み、もしくは
    クレジット カード（VISA、Master）です。銀行振込をご希望の場合は、
    振込先情報とともにご請求書（インボイス）を、クレジットカード決済を
    ご希望の場合は、クレジットカード支払申込書を保護者様宛にお送りいたします。
※ 現金でのお支払いは、お受けしておりません。
※学内生は原則として銀行口座振替（開始している場合）をさせていただきます。

お気を付けて

お越しください。



　


