
Mini Musical in 4 Days
5～10歳対象

4日間でミュージカル

※2021年6月時点の予定です。
※ここに記載されている以外でも、ご希望の方が3名以上
いらっしゃれば、開講の可能性があります。

※セッション①③には開講予定がありません

「たった4日でミュージカルをゼロから作り上げるなんて、本当にできるの？」という声を
よく聞きますが、できるんです!! 最終日には保護者の前で堂 と々発表会!!

有名なイソップの童話を、楽しいミュージカル仕立てで発表します。みんなで協力し合う大切さを学べる作品です。

英語の歌を3曲、大きな声で歌えるようになります

最終日の12:00～12:30に発表を行います

たった4日間でも、お子さまの成長を実感いただけます

経験豊富なディレクターが、丁寧に指導します

実際に4日間でミュージカルに参加された生徒の保護者さまからいただいたコメントです

吉祥寺 - ④

代々木 - ④

巣鴨 ② -

自由が丘 - ④

錦糸町 ② -

横浜 - ④

本八幡 - ④

開講スタジオ一覧
セッション②：7月27日㈫～30日㈮

セッション④：8月17日㈫～20日㈮

実施要項

The Ants & the Grasshoppers（アリとキリギリス）

10:00

12:30

16:00

1日目 2日目 3日目 4日目

英語でランチタイム

午後は、シニア・サマースクールと同じ内容です
セッション②：アクション映画を作ろう！ / セッション④：絵本作り

ストーリー・歌紹介
劇リハーサル
配役発表

劇リハーサル

12:00～ 発表会
（保護者入室 12:00）

●募集定員：12名前後（最小開講人数：4名）
●開講時間：10:00～16:00（一日コース・英語でランチタイム含む）

※半日（10:00～12:30）のみのご参加も大歓迎です。
　半日でご参加の場合、「英語でランチタイム」はありません。
※発表を行うコースの特性上、3日間のみのご参加はできません。

●20分程の英語ミュージカルに挑戦!!

●4日目に、保護者の前で発表会!!

●人前でも堂 と々英語で自己表現!!

●未経験者 大歓迎!!

いつものレッスンより楽しかった様子で、毎日楽しみに参加していました。よりいっそう体で表現する機会が多かったのが、
良かったと思います。（Shionaちゃん：年中）

最初は不安でしたが、お友達の皆さんと、何よりも先生の導きのおかげで楽しくできておどろきました。歌もセリフも大きな
声で言えて、自信を持ってくれたことでしょう。（Moekaちゃん：年長）

年中・年長で参加していたころは楽しんでいただけだったのが、3年生になった今、本当に歌やせりふをしっかりと覚えよう
としていた姿に、普段のMLSを続けて頑張ってきて良かったなぁと思いました。（Ryunosukeくん：小3）

開講スタジオ・時期に関わりなく、
同じ「アリとキリギリス」を取り上げます

参加者の声

シーン練習
劇リハーサル
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兄弟割引

3日割引

早期割引

■基本の受講費用

■各種割引特典

■お申し込みキャンセルについて

¥4,000引き

¥8,000引き

ご紹介キャンペーン
実施中!!

サマースクール参加費用など
　費用は、ジュニア・シニアサマースクール、土曜日サマースクール、４日間でミュージカル、英検合格コースすべて
共通です。複数のセッションを受講される場合、申し込みセッション数に応じて割引が適用されます。

お
申
し
込
み
セ
ッ
シ
ョ
ン
数

・複数のセッションを受講される場合、申し込みセッション
数に応じて割引が適用されます。

・MLS会員以外の方は、別途入会金が必要です。

　一旦お申し込みいただいたサマースクールをキャンセルされる場合、お申し出の時期によって下記のキャンセル料が発生
します。ご入金済みの場合は、キャンセル料および返金手数料を差し引いてご返金いたします。予めご了承ください。

　キャンセルの際は、お電話（MLS本部：03-3320-1553）もしくはファックス（03-3320-3622）にて、①参加者名
　②クラス番号　③サマースクールをキャンセルされる旨　をお申し出ください。

通常¥16,500 → ¥8,250
サマースクール入会キャンペーンサマースクール入会キャンペーン

● 会員期間は、中学校卒業時まで

● MLSのクラスやイベントに、お得な会員価格で
ご参加いただけます

2021年5月末までにお申し込みいただくと、合計金額より

ご兄弟の合計金額10万円以上の場合、合計金額より

¥4,000引きご兄弟の合計金額10万円未満の場合、合計金額より

一日コース→税込金額より ¥4,500引き
半日コース→税込金額より ¥3,000引き

4日間のコースの内、3日間しかご出席頂けない場合は、
事前にお申し出いただければ

サマースクールにてご入会される方へは、会員規約の説明の
ために、本部より連絡をさせていただきます。

半日コース一日コース

セッション① 7月6日㈫ ～ 7月19日㈪

セッション② 7月13日㈫ ～ 7月26日㈪

セッション③ 7月20日㈫ ～ 8月2日㈪

セッション④ 8月3日㈫ ～ 8月16日㈪

¥5,000 ¥3,000

ジュニア/シニアサマースクール、
4日間でミュージカル、英検合格コース

一日コース

ジュニア 7月10日㈯ ～ 7月23日㈮ ¥5,000

土曜日サマースクール

　MLS会員さまのご紹介で、ご親戚・お友だちなどがサマースクール
にご参加いただいた場合、ご紹介者と受講者それぞれにQUOカー
ド¥1,000分をプレゼント！ 複数の方をご紹介いただければ、ご受講
された人数分プレゼントさせていただきます！

※開講当日以降は全額を申し受けます

費用はすべて消費税を含んでおります
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3セッション3セッション3セッション

一日コース 半日コース

¥47,300

¥85,140

¥26,400

¥47,520

１セッション

２セッション

３セッション

４セッション

¥122,980 ¥68,640
¥141,900 ¥79,200
¥35,475土曜サマー

※一日コースのみ

※上記早期割引、兄弟割引、3日間割引は全て併せて適用されます。

入会金

「4日間でミュージカル」は、発表を行う
コースの特性上、3日間のみのお申し込み
はできません。

※クオカードの送付は、受講確認後1か月以上お時間をいただきます。予めご了承ください。



お申し込み締切

キャンセルについて

定 員

感染症対策について

お持ち物
□うわばき　 □甘くない飲み物　 □お弁当/おしぼり（一日コースのみ）
□筆記用具（ジュニアサマースクール以外のコース）

サマースクール2021申込書 Summer School 2021 Application

コース変更締切

FAX.03-3320-3622

キャンセルのお申し出は、必ず参加者名、クラス番号、キャンセルなさる旨をお電話、またはFAXにてお知らせ
ください。くわしくは、7ページをご参照ください。

感染症対策ガイドラインを定め、検温・手洗い・消毒を励行します。講師・スタッフも同様に行い、衛生保持
に努めます。詳しくはホームページをご参照下さい。

12名前後。参加希望者2名以上で開講（「4日間でミュージカル」のみ、4名以上で開講）。
ジュニア・サマースクールは、生徒3名からアシスタント講師がつきます。予めご了承ください。

4日間から3日間へ、一日コースから半日コースへのご変更などは、上記「お申し込み締切日」まで承ります。
これ以降のお申し出は返金対象外となりますので、予めご了承ください。

セッション①：7月14日㈬ セッション②：7月21日㈬ セッション③：7月28日㈬ セッション④：8月6日㈮
これ以降のお申し込みに関しましては、お問い合わせください。

■注意事項・お願いなど

1. MLSの会員さまですか？

2.ご参加者氏名

3.お電話番号

4.ご住所

※ご兄弟でご参加の方は、お名前と
　生年月日をお書きください

・はい（Yes）  /　・いいえ（No）

スタジオ※1.で「はい」とお答えの方
　のみお書きください

お通いのスタジオとクラス番号をお書きください

C
会員番号（お分かりになれば）

0 01 - -

20　   年　　月　　日お申し込み日

※ご兄弟でお申し込みの場合は、お手数ですがお一人様一枚のご記入をお願いいたします。

MLS本部記入欄
2021.03

受信日  20　　　/       /

□B入力　□清　　発送　　 /Ａ / Ｈ　2　早4　早6　B4  B8　半3D3　一3D4.5　企5　/　 関10　関20

3日TD 紹元コ アレルギー

7月24日

7月31日

8月21日

■ご希望のコース

■お申し込み

半日一日

セッション① 7月20日㈫ ～ 23日㈮

セッション② 7月27日㈫ ～ 30日㈮

セッション③ 8月3日㈫ ～ 6日㈮

セッション④ 8月17日㈫ ～ 20日㈮

 CS410 CS405

 CS412 CS406 PS992 PS946 CS492 CS446 CS451

     CS494 CS447 CS452

 CS416 CS408 PS996 PS948 CS496 CS448 CS453

半日一日 半日一日 一日 一日

ジュニア
サマースクール

シニア
サマースクール

4日間で
ミュージカル

土曜日
サマースクール

英検
合格

ご希望のクラス番号（CS410、PS948など）を、○で囲んでください。

※「4日間でミュージカル」は、3日間だけの参加はできません
※英検合格コースと、土曜日サマースクールは、一日コースのみです
※午前と午後で違うコースのお申し込みはできません

①ウェブで ②お電話で：MLS本部 ③FAXで：MLS本部
☎03-3320-1553
10:00～18:30 / 日・祝休み 申込書にご記入の上お送りください

summer-school.jp

〒

ご希望の
スタジオ

CS400

3日間だけのご参加をご希望の方は、
ご出席予定日をお書きください。 / / /

三通りのお申し込み方法
からお選びいただけます
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