
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     １ヵ月 / ４回分      

       ￥３，０００ で 

    英会話レッスンを おためし☆        

                                     

※※※※    幼児～大人のクラスまで対象ですが、既存のグループレッスンに限ります。幼児～大人のクラスまで対象ですが、既存のグループレッスンに限ります。幼児～大人のクラスまで対象ですが、既存のグループレッスンに限ります。幼児～大人のクラスまで対象ですが、既存のグループレッスンに限ります。 

※※※※    スケジュール等詳しくは受付までお気軽にお問合せくださいスケジュール等詳しくは受付までお気軽にお問合せくださいスケジュール等詳しくは受付までお気軽にお問合せくださいスケジュール等詳しくは受付までお気軽にお問合せください。。。。    

 

 

                     

 

 

ウィッシュボーンウィッシュボーンウィッシュボーンウィッシュボーン    イングリッシュイングリッシュイングリッシュイングリッシュ    アカデミーアカデミーアカデミーアカデミー    田辺スクール田辺スクール田辺スクール田辺スクール    

田辺市宝来町田辺市宝来町田辺市宝来町田辺市宝来町 26262626----23232323    田辺スポーツプラザ内田辺スポーツプラザ内田辺スポーツプラザ内田辺スポーツプラザ内            ☎☎☎☎    ２６－０６８６２６－０６８６２６－０６８６２６－０６８６    

受付時間受付時間受付時間受付時間    ：：：：    １３：００１３：００１３：００１３：００    ----    ２１：００２１：００２１：００２１：００        （月（月（月（月----金曜日）金曜日）金曜日）金曜日）    

 



 

  

        

         

         

         

         

         

         

         

         

夏休みを利用した短期講座です。夏休みを利用した短期講座です。夏休みを利用した短期講座です。夏休みを利用した短期講座です。            

短期集中だからこその特別料金です。短期集中だからこその特別料金です。短期集中だからこその特別料金です。短期集中だからこその特別料金です。           

初めて英語に触れられる方にはお試しのチャンスです！初めて英語に触れられる方にはお試しのチャンスです！初めて英語に触れられる方にはお試しのチャンスです！初めて英語に触れられる方にはお試しのチャンスです！           

ぜひこの機会に受講してみませんか？ぜひこの機会に受講してみませんか？ぜひこの機会に受講してみませんか？ぜひこの機会に受講してみませんか？           

         

【コース案内】【コース案内】【コース案内】【コース案内】        コース( )内は 1 回のレッスン時間です。      ※受講料は税込です。    

コース名 日程 時間 対象 受講料 講師    

こどもの英会話  7/29 8/5，19，26 WB 生  ￥4,320    

  全４回 （３０分） 金 
２：５０－３：２０ 幼児 

一般  ￥5,400 
外国人講師 

   

小学生のＰＬＳ方式英会話入門 7/26 8/2，16，23    

全４回 （４０分） 火 
３：１０－３：５０ 

小学校    

低学年 
\7,290 外国人講師 

   

小学生のＰＬＳ方式英会話入門 8/3，10，17，24    

全４回 （４０分） 水 
５：５０－６：３０ 

小学校    

高学年 
\7,290 外国人講師 

   

中学生の英会話 7/26 8/2，16，23，30    

全５回 （５０分） 火 
８：２０－９：１０ 中学生 \9,200 外国人講師 

   

高校生の英会話 7/22，29 8/5，12，19    

全５回 （５０分） 金 
６：２０－７：１０ 高校生 \9,200 外国人講師 

   

夏夏夏夏のののの短期集中講座短期集中講座短期集中講座短期集中講座  

SummerSummerSummerSummer Seminar 2016  



大人のための 始めての英会話 7/21，28 8/4，18，25 WB 生  ￥7,500    

全５回 （４０分） 木 
２：５０－３：３０ 一般 

一般  ￥9,050 
外国人講師 

   

旅行英会話 7/22，29 8/5，19，26 WB 生  ￥7,500    

全５回 （４０分） 金 
８：１０－８：５０ 一般 

一般  ￥9,050 
外国人講師 

   

イディオムを使って英会話 7/28 8/11，18 WB 生  ￥4,500    

全３回 （４０分） 木 
７：５０－８：３０ 一般 

一般  ￥5,500 
外国人講師 

   

小学生のフォニックス 7/26 8/2，16，23， WB 生  ￥4,860    

全４回 （３０分） 火 
５：５０－６：２０ 

小学校    

低学年 一般  ￥5,800 
日本人講師 

   

小学生のフォニックス 7/27 8/3，10，17，24， WB 生  ￥7,290    

  全５回 （４０分） 水 
６：４０－７：２０ 

小学校    

高学年 一般  ￥9,000 
日本人講師 

   

個別式 中・高生の文法講座   WB 生          ￥2,000 /回    

 回数はご希望に応じます （６０分） 
月～木   

  一般        ￥4,000 /回 
日本人講師 

   

    グループ     ￥18,000    
  英検 ・ TOEIC 講座 

    セミプライベート ￥22,500    

全６回 （５０分） 

月 ～ 木 

  
 

  プライベート    ￥30,000 
 

日本人講師 

   

         

    ※受講生が少ない場合※受講生が少ない場合※受講生が少ない場合※受講生が少ない場合    レッスン時間が短縮になる場合がございます。レッスン時間が短縮になる場合がございます。レッスン時間が短縮になる場合がございます。レッスン時間が短縮になる場合がございます。         

    ※日程・内容等※日程・内容等※日程・内容等※日程・内容等    お気軽にご相談くださいお気軽にご相談くださいお気軽にご相談くださいお気軽にご相談ください         

    ※予定時間・内容が変更することもございます。予めご了承下さいませ。※予定時間・内容が変更することもございます。予めご了承下さいませ。※予定時間・内容が変更することもございます。予めご了承下さいませ。※予定時間・内容が変更することもございます。予めご了承下さいませ。         

ウィッシュボーン イングリッシュ アカデミー       

                  田辺スクール       

      田辺市宝来町２６－２３ 田辺スポーツプラザ内 TEL0739TEL0739TEL0739TEL0739----26262626----0686068606860686         

      

受講生募集中！  



    

 

 

                              

                                           うちわを作ろう！うちわを作ろう！うちわを作ろう！うちわを作ろう！    

                                                                                                                                    日程日程日程日程    ：：：：    ８月２日８月２日８月２日８月２日    （火）（火）（火）（火）    

                                                                                                                                    時間時間時間時間    ：：：：    ２：３０～３：３０２：３０～３：３０２：３０～３：３０２：３０～３：３０    

                                                                                                                                    対象対象対象対象    ：：：：    年中年中年中年中    ～～～～    

参加費参加費参加費参加費    ：：：：    ￥８００￥８００￥８００￥８００    ＋材料費＋材料費＋材料費＋材料費    （約￥（約￥（約￥（約￥350350350350））））    

※クレヨンやペン等※クレヨンやペン等※クレヨンやペン等※クレヨンやペン等    色をつける道具はご持参ください。色をつける道具はご持参ください。色をつける道具はご持参ください。色をつける道具はご持参ください。    

 

                寄木細工一輪ざしを作ろう！寄木細工一輪ざしを作ろう！寄木細工一輪ざしを作ろう！寄木細工一輪ざしを作ろう！（数量限定）    

日時日時日時日時    ：：：：    ８月２３日８月２３日８月２３日８月２３日    （火）（火）（火）（火）    

時間時間時間時間    ：：：：    ２：３０～３：３０２：３０～３：３０２：３０～３：３０２：３０～３：３０    

                                                            対象対象対象対象    ：：：：    年中年中年中年中    ～～～～    

参加費参加費参加費参加費    ：：：：    ￥８００￥８００￥８００￥８００    ＋材料費＋材料費＋材料費＋材料費    （約（約（約（約￥￥￥￥454545450000））））    

                                                                         

                                                            えいごのスタンプラリーに参加しよう！えいごのスタンプラリーに参加しよう！えいごのスタンプラリーに参加しよう！えいごのスタンプラリーに参加しよう！    

日程日程日程日程    ・・・・    時間時間時間時間    ：：：：    月曜月曜月曜月曜    ・・・・    水曜水曜水曜水曜    ・・・・    金曜日金曜日金曜日金曜日    

                    ※※※※    詳細は別紙をごらんください詳細は別紙をごらんください詳細は別紙をごらんください詳細は別紙をごらんください    

対象対象対象対象    ：：：：    ＰＬＳレッスンを受講の生徒さまＰＬＳレッスンを受講の生徒さまＰＬＳレッスンを受講の生徒さまＰＬＳレッスンを受講の生徒さま    （年長～）（年長～）（年長～）（年長～）    

参加費参加費参加費参加費    ：：：：    ￥５００￥５００￥５００￥５００    ////回回回回    

 

              絵本の読み聞かせ絵本の読み聞かせ絵本の読み聞かせ絵本の読み聞かせ    ＆＆＆＆    遊び歌遊び歌遊び歌遊び歌    

日程日程日程日程    ：：：：    ７月２０，２７日７月２０，２７日７月２０，２７日７月２０，２７日    ８月３，１０，１７，２４日８月３，１０，１７，２４日８月３，１０，１７，２４日８月３，１０，１７，２４日    （水）（水）（水）（水）    

時間時間時間時間    ：：：：    ２：２０２：２０２：２０２：２０    ～～～～    ２：５０２：５０２：５０２：５０ 
対象対象対象対象    ：：：：    幼児幼児幼児幼児    ～～～～    年中年中年中年中    

 

 

 

 

イベント情報 



※工作は※工作は※工作は※工作は    材料の都合上材料の都合上材料の都合上材料の都合上    １０日前１０日前１０日前１０日前までにお申し込み下さい。までにお申し込み下さい。までにお申し込み下さい。までにお申し込み下さい。    

※※※※スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール等等等等の都合で変更が生じる場合がございます。の都合で変更が生じる場合がございます。の都合で変更が生じる場合がございます。の都合で変更が生じる場合がございます。    

 みんな来てね！ 

      ウィッシュボーンウィッシュボーンウィッシュボーンウィッシュボーン    イングリッシュイングリッシュイングリッシュイングリッシュ    アカデミーアカデミーアカデミーアカデミー    

                                                                                                ☎☎☎☎    ２６２６２６２６----０６８６０６８６０６８６０６８６    

 

 


