
Mini Musical in 4 Days
5～10歳対象

4日間でミュージカル

※2018年3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①②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!!

イギリスの有名な昔話を、楽しいミュージカル仕立てで発表します。生徒は森の妖精やナレーター、クマ役になります。

英語の歌を4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

開講スタジオ一覧
セッション③：8月21日㈫～24日㈮
セッション④：8月28日㈫～31日㈮

実施要項

今年の作品：Goldilocks and the Bears（3びきのくま）

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③：フォトブック / セッション④：アクションムービー

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!!

この４日間の成果にとても驚いております。何より耳から入った言葉なので発音が良いです。初日からとても楽しく、一日が
あっという間だと話していました。楽しく英語に触れさせたいと思っていたので大変感謝しています。(Misakiちゃん：小４)

４日間とは思えない出来ばえでした!! 昨年は緊張していましたが、今年はのびのび楽しそうに演じていて、見ていてこちら
も楽しかったです。全く知らないお友達と力を合わせることも学べたのではないかと思います。(Makoちゃん：小１)

日頃の成果を楽しんで披露している様子に成長を感じました。できないこと、わからないことにも物怖じせずチャレンジでき
るようになったことに感激しました。本人のもつ表現力の芽を伸ばしてくれたと思います。大満足です。(Kyokaちゃん：年長)

開講スタジオ・時期に関わりなく、
同じ「3びきのくま」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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サマースクール

代々木 ③ -

巣鴨 - ④

大泉学園 - ④

自由が丘 ③ -

吉祥寺 ③ -

国立 - ④

横浜 ③ -

船橋 - ④



一日コース 半日コース

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。
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  ¥43,000 ¥24,000

  ¥77,400 ¥43,200

  ¥111,800 ¥62,400

  ¥129,000 ¥72,000

  （税込）¥46,440 （税込）¥25,920

  （税込）¥83,560 （税込）¥46,640

  （税込）¥120,720 （税込）¥67,380

  （税込）¥139,280 （税込）¥77,760
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・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。予めご了承ください。

　お申し込みのキャンセルは、お電話（MLS本部：03-3320-1553）もしくはファックス（03-3320-3622）でお申し
出ください。

通常¥16,200 → ¥8,100
入会金サマースクール特別割引入会金サマースクール特別割引

● 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

2018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 ¥100,000以上の場合、合計金額より

¥4,000引きご兄弟の合計金額 ¥100,000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

各セッションは4日で構成されますが、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5日㈭ ～ 7月24日㈫

セッション② 7月11日㈬ ～ 7月30日㈪

セッション③ 8月1日㈬ ～ 8月20日㈪

セッション④ 8月20日㈪ ～ 8月27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9日㈪ ～ 7月27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！

※当日以降は全額を申し受けます

（税込）
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春/夏企画コース割引券春/夏企画コース割引券

No.

 ¥5,000.-

●この割引券は、金券として春・夏休みの企画コースの授業料の一部
としてお使いいただけます。

　※ご利用は費用が¥10,000以上のコースに限らせていただきます。

●この割引券の有効期限は2018年3月31日(土)です。詳しくは、裏面のご使用
上の注意をお読みください。

株式会社モデル・ランゲージ・スタジオ
東京都渋谷区代々木2-31-8
電話 03(3320)1555　 FAX.03(3320)3622

株式会社モデル・ランゲージ・スタジオ
東京都渋谷区代々木2-31-8
電話 03(3320)1555　 FAX.03(3320)3622

春/夏企画コース割引券
春/夏企画コース割引券

No.

 ¥5,000.-
●この割引券は、金券として春・夏休みの企画コースの授業料の一部としてお使いいただけます。

　※ご利用は費用が¥10,000以上のコースに限らせていただきます。
●この割引券の有効期限は2018年3月31日(土)です。詳しくは、裏面のご使用上の注意をお読みください。

株式会社モデル・ランゲージ・スタジオ東京都渋谷区代々木2-31-8電話 03(3320)1555　 FAX.03(3320)3622

株式会社モデル・ランゲージ・スタジオ東京都渋谷区代々木2-31-8電話 03(3320)1555　 FAX.03(3320)3622



サマースクール2018申込書

MLS記入欄 2018.1.27受信日  2018　　/       / 受信者　　　　　　　　　　報告者　　　　　　　

□B入力　□EX入力　発送　　 /

ご記入日：2018年　　　月　　　日

CS400
土曜日サマースクール
ジュニア

スタジオ

※「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

Ａ／Ｈ　2　3　4    4.5　5　6　7.5　8　10　C　B　/　3％　3　関10　関20

7月28日、8月4日、8月25日、9月1日

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

■ご希望のスタジオ

■ご希望のコース

■お申込者情報

半日一日

※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

※ご兄弟でご参加の方は、お手数ですがお一人さま一枚の申込書をお送りください

セッション① 7月25日㈬ ～ 7月28日㈯

セッション② 7月31日㈫ ～ 8月3日㈮

セッション③ 8月21日㈫ ～ 8月24日㈮

セッション④ 8月28日㈫ ～ 8月31日㈮

 CS410 CS405 CS490 CS445

 CS412 CS406 CS492 CS446   CS402

 CS414 CS407 CS494 CS447 PS994 PS947 CS403

 CS416 CS408 CS496 CS448 PS996 PS948 CS404

半日一日 半日一日 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

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。

※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

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。 / / /

・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 - -

MLS本部Fax.03-3320-3622
※お申し込みは、Webやお電話でも承ります

11Summer School 2018 Application Form

☎03-3320-1553

summer-school.jp/join/reserve.html
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