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          令和 3年 6月 

 

グローバル キッズ プレイス 英語アフタースクール  

2021年サマースクールのご案内 
 

 英語で学ぶアフタースクール兼習い事のグローバル キッズ プレイスは、夏休みに英語で楽しむサマース

クールを開講します。英語を学ぶだけでなく、子供が主役の楽しいプログラムが満載。 

サマースクールは全期間参加なさっても結構ですし、1日単位、2日単位の参加も可能です。 

 

開催期間 

2021年 8月 16日（月）〜8月 31日（火曜） 

＊プログラムは別紙をご覧ください。 

レギュラー会員：   午前 10時〜午後 4時（午前 9時〜10時、午後 4時〜6時半お預かりは無料） 

一般：    午前 10時〜午後 4時（午前 9時〜10時、午後 4時〜6時半お預かりは有料） 

 

開催場所 

グローバル キッズ プレイス （英語アフタースクール・英語で習い事） 

住所： 東京都世田谷区太子堂 1−4−17 Fビル 2＆3階 （昭和女子大学正門より徒歩 1分） 

アクセス： 東急田園都市線（半蔵門直通）「三軒茶屋」駅下車 徒歩 7分 

 東急バス「昭和女子大」バス停下車 徒歩 1分 

対象年齢 

年中〜小学生 

＊英語のレベルは問いません。当校の在校生の方も、初めての方もご参加いただけます。 

 

定員 

1日約 15名（先着順） 

 

参加料金 

別途プログラム表をご確認ください。 

 

申し込みについて 

ご希望の日をお選びいただき、カレンダーにチェックをご記入ください。 

在校生はカレンダーをスクールのスタッフに手渡しするかメールにてお送りください。 

 

一般の方は空き状況によってご参加いただけます。ご参加希望の方は info@globalkidsplace.jp にお問い合

わせいただければ参加申込書・同意書をメールさせていただきます。こちらの書類すべての項目にご記入・

ご捺印いただき、郵送、E メールもしくはスタッフへの手渡しでお申し込みください。 

お申し込み締切り日は７月 30日（金）です。先着順に受付けます。 

 

問い合わせ・申込み先 

グローバル キッズ プレイス株式会社（英語アフタースクール・英語で習い事） 

担当者：岩村有加利 

電話:  03 6805 2420 (受付時間：月〜金 14:00~18:30) 

携帯： 080 3153 0402 (受付時間外対応。) 

E メール：info@globalkidsplace.jp 
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１日のスケジュールの例 

午前 9時~10時 開講・お預かり（オプション）。 

日本人やネイティブスタッフによるお預かり。学習したり、英語アクティビティ・英

会話・工作・読み聞かせなどを通して過ごします。 

午前 10時~午後 4時 

 

サマースクール（ランチタイム含めて 6時間）。英語ネイティブの先生やバイリン

ガルスタッフと共に、アクティビティ満載なプログラムを英語で行います。新しい

発見や経験を通じてより英語に興味がわくようなプログラム内容となっていま

す。 

午前 4時~午後 6時半 

 

お預かり（オプション）日本人やネイティブスタッフによるお預かり。英語アクティ

ビティ・英会話・工作・読み聞かせなどを通して過ごします。 

午後 6時半 閉講 

 

 

持ち物 

―水筒（水かお茶）、帽子、上履きシューズ、マスク、ハンカチ、お弁当、午後のおやつ、お洋服上下一式。動

きやすく、汚れても良い服装で来校してください。 

―8/18（ディズニー祭り）はご希望の方はディズニー系衣装、浴衣もしくは甚平でお越しください（任意）。 

―8/19（外国風祭り）はご希望の方はキャラクターの衣装や各国の衣装などでお越しください（任意）。 

―8/20 (Sleepover Party) 日中のお泊まり会なのですがパジャマをお持ち下さい。 

―8/25(Summer Party) 帽子、日焼け止めクリーム、濡れてもいい靴、水着もしくは濡れても良いお洋服とお

着替えを必ずお持ちください。 

＊スクールランチ（600円税抜）ご希望の方はお申し込みの際に注文お願いします。 

＊基本スクール内ではマスク着用でお願いします。 

＊8/16,23,の生徒はスモックをお持ちになることをお勧めします。 

＊8/16, 8/17,8/27の外出の日のご案内（持ち物等）は別途ご連絡差し上げます。 

 

参加料金 

ご参加は曜日によって１日からも可能です。お好きな日程をお選びいただけますのでカレンダーにて参加費

をご確認ください。 

 

参考料金 ＜参加料金＞ ＊全て税抜価格 

レギュラー会員在校生 午前 9時~午後 6時半 

 

9,000円/１日 

＊詳細はプログラム表をご参照。 

一般 午前 10時~午後 4時 

延長時間帯： 

午前 9時〜10時 

午後 4時〜6時半 

9,500円/１日 

＊詳細はプログラム表をご参照。 

延長代：30分 500円 

  

*スクールランチオプション料金：600円（税抜） 

 

ご入金お手続き 

• 申込書を頂いた後に、請求書を郵送させていただき、記載された期日までにお振込をお願い致しま

す。なお、申し込み後の延長料金・昼食サービスのご利用料金につきましてはその都度税込金額を

スタッフにお渡しください。 

＊期日までに、ご入金がない場合は、自動的にキャンセルとなりますのでご注意ください。 

 

お申し込みのキャンセル・変更に関して 

① サマースクールのキャンセル・変更について 

• お申し込み後のキャンセル・変更について 

参加料金に対し以下のキャンセル料が発生します。 

- 受付完了後〜参加日の７営業日前（日・祝・休校日を除く月〜金 18時まで）：50％ 

- 上記以降：１00％ 



 3 

 

• 欠席時の振替 

別のサマープログラムの日に振替受講が可能です。ただし、欠席する１営業（日・祝・休校日を

除く月〜金午後 6時まで）までにご連絡いただき、対象クラスに空席がある場合に限ります。 

 

② 延長お預かり・食事のキャンセル・変更について 

• お申し込み後のお預かりキャンセル及び昼食キャンセル 

前日（日・祝・休校日を除く月〜金午後 6時）までにご連絡ください。それ以降のお申し出もしく

はご連絡無くキャンセルされた場合は、預かり料金の 100％のキャンセル料及び昼食のお申し

込みをされている方は昼食代頂戴いただきます。 

• お預かりサービスの追加お申し込み、時間延長 

前日（日・祝・休校日を除く月〜金午後 6時）までにご連絡ください。 

 

他キャンセルについて 

自然災害などやむを得ない場合はサマースクールを中止することがございます。 

 

 

新型コロナウィルス対策について 

• お子様の到着後、当校のスタッフがお子様の検温いたします。37.5度以上の場合はマスクを着用させ、

3階に移動してお迎えを待ちます。自宅からスクールに来るお子様は事前に検温をし、37.5度以上の

場合は利用を自粛していただきます。 

• スクールに到着後とおやつ前及びコンピューター使用前後も石鹸で手洗いをし、アルコール消毒を致しま

す。アルコールアレルギーのあるお子様はお知らせください。 

• スクールの利用の際、マスク着用お願い致します。（運動をする際は換気を良くし、ソーシャルデジスタン

スを取れる環境でマスクを外します。） 

• 感染防止のため、１階の外で保護者の方は子どもたちの送迎を行っていただきます。教室内には入らな

いようにしてください。1階の靴箱の上に置いてあるスクール連絡用の子機電話にて到着のご連絡お願

いします。 

• 親族・職場等関係者に感染が確認された場合は速やかに申し出てください。 

• 新型コロナウイルス感染拡大に伴う政府からの要請等、今後の状況の変化により、予定等変更になる

ことがございますのでご了承お願い致します。 
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グローバル キッズ プレイス 英語アフタースクール  

2021年サマーススクール申込書 
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同意書 

 

 

• 既往症（アレルギー、喘息、発作、慢性疾患等）のある方は症状・対処法・注意事項 

     等詳しくご記入ください。  

１． かかりつけの医院名（ある場合のみ）： 

電話番号： 

２． 日常的に使用している医療品類はありますか？ はい   いいえ 

「はい」の場合： 医療品名、服用手順、注意事項等詳しくご記入ください。 

 

 

３． サマースクールに参加する上で制限や誰かの手助けが必要になることがありますか？    

はい     いいえ 

「はい」の場合：症状とそれについての内容、注意事項等詳しくご記入ください。食物アレルギー

がある方は、詳細をご記入ください。 

 

 

 

 

• サマースクール実施中の応急処置・緊急対応に対する同意 

１． サマースクール実施中の応急処置（バンドエイド、包帯、消毒、防虫、傷薬、目薬等）

は、スタッフの判断で行います。 

２． 万一の病気、怪我が発生し、保護者又は緊急連絡先に連絡が取れない場合は、スタッ

フの判断で、最寄りの医療機関にお連れする等、最適な対処をいたします。 

□以上の内容に同意します。 

保護者署名：             印 

記入日付： 

 

 

• キャンセル規定に関する同意 

私は本紙に記載された「お申し込みキャンセル・変更」に関する規定に同意の上、申し込みいたしま

す。 

保護者署名：            印 

記入日付： 

 

 

 

• 個人情報取り扱いに関する同意 

私は「グローバル キッズ プレイス アフタースクール参加申込書の個人情報取扱いについて」の

条項に同意の上、申し込みいたします。 

保護者署名：              印 

記入日付： 

 

 

 

 

 



 6 

 

 

 

 

「グローバル キッズ プレイス アフタースクール参加申込書の個人情報取扱いに 

ついて」 

１ 当社は、個人情報の保護に関する法律に定めるところに従い、役務を提供する上で取得した会員の個人

情報（以下「会員情報」といいます。）を厳重に管理し、下記の目的以外で使用することはありません。 

  ①役務の提供、プログラムの運営 

  ②欠席の際等の電話等による連絡確認 

  ③当社の業務および各種商品のご案内 

２ 当社は、会員情報を、法令の定めによる場合、司法機関・行政機関の命令による場合等正当な理由のあ

る場合を除き、会員の事前の同意を得ることなく第三者に開示しません。この守秘義務は、退会後も同様

とします。ただし、次の場合については、会員は開示について同意します。 

① サービスの質の向上を目的として、保育中の幼児または児童の様子をビデオ・写真撮影し、当社の研

修等に使用する場合 

➁ 当社が発行する会員向け紙媒体（ニュースレター等）に幼児または児童の名前および写真を掲載する

場合 

３ 会員から取得した会員情報に関する開示・誤った情報の訂正、情報の利用停止の請求があった場合は、

遅滞なくその処理を行うこととします。また、情報の訂正・利用停止処理が終了した際には、その旨を通知

します。 

４ 当社は、会員情報について適正な取扱いが行われるように従業員への教育を実施し、業務において会員

情報の取扱いについて適時に点検し、また会員情報保護への取組みを不断に見直し改善するものとしま

す。 

５ 料金などの経理処理のため、会員情報を第三者に提供する際は、委託先に対し秘密保持に関する適正

な監督を行います。 

 

 

• 今後、当校からのお知らせ（キンダーガーデン、アフタースクール、ホリデイスクールなど）を希望さ

れますか？ はい    いいえ 
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