
 

  

 
 

サマープログラムで周りの子たちに差を付けよう！今年はなんと 5 週間計８プログラム開講‼!! 

前回のスプリングプログラムで大好評だった「Reading!!」 子ども達の実力も格段に UP して講師達もびっくり！こども達も学ぶ楽しさを知り、真剣なま

なざしで課題にチャレンジし、その結果に保護者の方々からも大変喜ばれました！今年の夏もイングリッシュプラスでは引き続き 「聞けるけど読めない！」

問題に徹底的に取り組むべく、プログラム A・B・C では前回に引き続き「Reading」プログラムを行います。内容は前回に増してやりごたえのあるものを

準備しています♪外国人講師と日本人講師がそれぞれの持ち味を生かして効率よくレッスンを進めフォニックスをまだ身に着けていないお子様から、 

すでに長文読解レベルのお子様までレベル別にきめ細かく対応、着実に実力 UP をご実感いただけると思います！  

後半のプログラム D と E では夏休みの自由研究に完全対応！英語で宇宙や星についてのリサーチを行い、そのまま自由研究で提出できるような作品

作りを行います。クラスはすべて年齢やレベル別のグループに分かれて行います。もちろん全てのプログラムにおいて、楽しく学ぶ工夫もいっぱい！ 

英語がわからないお子様や幼稚園のお子様でも遊び感覚で学んでいただけます♪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

レッスンスケジュール 

８：30～受け入れ可（8：30～9：45 までのお預かりは 30 分 500 円） 

10：00 クラススタート（9:45~受け入れ開始） 

午前クラス（2 時間） 

12：00～12:30 ランチタイム 

  午後クラス（2 時間）14:30 クラス終了（15：00 までにお迎えをお願いします） 

15：00~ 延長 （最長 19:00(小倉本校 18：00 まで)お預かり可能 

＊本プログラムは英語を学ぶことを第 1 の目的としています。他の生徒さんの学習を妨げるような行為が多くみられる場合参加をお断りすることがございます。ご了承ください 

オプションレッスン（戸畑校希望者のみ） 

15:00~15：50 

英検対策 または Writing 

書くことを中心としたレッスンです。 

 

 

Program A  7 月 23 日(月)～7 月 27 日(金) 戸畑校（Reading①）・小倉本校(英検特訓)  

Program B  7 月３０日(月)～８月３日(金)  戸畑校（Reading⓶）・小倉本校(英検特訓） 

Program C  ８月 ６日(月)～８月１０日(金) 戸畑校（Reading⓷）・小倉本校(英検特訓) 

Program D  ８月 2０日(月)～８月 2４日(金) 小倉本校のみ（Space＆Stars） 

Program E  ８月 2７日(月)～８月 31 日(金) 戸畑校のみ（Space＆Stars） 

 

場所   イングリッシュプラス 戸畑校     戸畑区夜宮 1 丁目 1－27 （ロイヤルホスト向かい） 

イングリッシュプラス 小倉本校   小倉北区中島 1 丁目 16－5 

対象年齢  幼稚園児・小学生 （クラスはレベル別に複数グループに分かれて行います。（1 グループ 3～4 名程度） 

＊グループ分けは参加者のレベルや年齢などを考慮し決定します。 

時間   10：00~14:30 (受け入れ可能時間 8：30~19：00＊小倉本校 18:00 まで) 

持ち物 お弁当 水筒 筆記用具 その他クラス毎に必要なものは後日お知らせします。 

参加費 ￥17.800＋消費税  延長料金 30 分 500 円 オプションレッスン ８５００円+消費税（5 日間） 

 ＊2 プログラム参加で５％OFF 3 プログラム参加で１０％OFF 4 プログラム以上参加で１５％OFF！   

 

イングリッシュプラス Summer Program ２０１８ 

送迎あり！ 

・足立（ミニストップ前）、小倉本校、 

戸畑校  の 3 区間内の送迎 

（往復 500 円/1 日） 

その他の場所 10km 以内 

 (片道 500 円） 

 毎日 4 時間の 

英語レッスン♪ 

＊5 日間続けての参加が難しい場合、また送迎やお預かりに関しては出来る限り柔軟に対応しております。詳しくは小倉本校までお問い合わせください。  

Reading 
英検 

Phonics 

8500円+消費税(5日間) 
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Spring Program ２０１８ お申込書 

申し込みクラス    小学生クラス       幼稚園児クラス           ＊コースはレベルに応じこちらで決定します 
 Program A 戸畑校 （Reading ①）   ＊オプション 英検 小倉本校 （英検特訓 4 級  ・  英検特訓 3 級） 

 Program B 戸畑校 （Reading ②） 小倉本校 （英検特訓５級  ・  英検特訓３級） 

 Program C 戸畑校 （Reading ⓷） 小倉本校 （英検特訓５級  ・  英検特訓４級） 

 Program D  小倉本校  Space＆Stars ① （幼児 ・ 小学生） 

 Program E 戸畑校  Space＆Stars⓶ （幼児 ・ 小学生）  

                                                       ＊英検特訓で他の受験級をご希望の場合はご相談ください                                  

オプションレッスンの希望  あり ・ なし 

送迎希望    なし ・ あり （乗車場所をお選びください ・戸畑校  ・小倉本校  ・足立ミニストップ前） ￥５００/1 日 

（ありの方は希望日をご記入ください                                                    ） 

 

延長希望      なし ・ あり   

 

 

 

フリガナ 

お名前                               生年月日      年     月    日 

                         

住所                                                                       

 

連絡先①                              ⓶                                     

アレルギーの有無 なし ・ あり （                                                    ） 

＊参加費のお支払方法は 教室にて現金でのお支払い、または振り込みとなります。（月謝と一緒に引き落としはできません） 

お子様についての質問 （生徒さん以外の方は必ずご記入ください） 

英語学習歴  なし  ・  あり  「あり」の場合、お子さまの英語学習歴やレベルについてできる限りお知らせください。 

 

 

お子様はどのような性格だと思いますか? （複数回答可） 

積極的     明るい    おとなしい   真面目    元気    人見知り  フレンドリー  神経質   

おっとり     消極的     活発     優しい    怒りっぽい  その他（                ） 

お子様のことについて簡単に教えてください。 

学校やお友だちとの普段の様子、お子様と接するうえで気にかけてほしい点や、注意してほしい点など自由にご記入ください。 

 

 

 

お申込み・お問合せ 

TEL ０９３－５３３－３０２３ 

FAX ０９３－９８２－３５４８ 

＊朝の送迎の集合時間は、お申込後にお知らせします。足立校既存生の送迎についてはスタッフへお問い合わせください 

 

延長は事前申し込みが必要です。ご希望の方は希望日・予定時間をご記入ください。（直前や当日の急なお預かりはご希望に添えない場合がございます） 

ありの方は希望日をご記入ください 

 

お申し込みはお早めに！お申込書の提出と参加費のお支払いを持って 

予約完了となります。お申込み完了後のキャンセルはご遠慮ください。 

やむを得ずキャンセルする場合は 2 週間前までとなります。 
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