
この春、バイリンガ / ローラス・インターナショナルスクール・オブ・サイエンスが、スプリングスクールを
開講します。バーチャルリアリティや3Dプリンター、3D映像のような最先端技術に触れ、子ども達を近未来の
世界へとお連れします。また、STEM（Science・Technology・Engineering・Mathematics）教材を用いて、
プログラミングを学び、自分たちのアイディアを実際に形にする事にも挑戦。毎日楽しいプログラムをご用意し
ておりますので、是非ご参加ください。

*Week1: 3/21(Tue), 22(Wed), 23(Thu), 24(Fri) 

*Week2: 3/28(Tue), 29(Wed), 30(Thu), 31(Fri)   10:00~15:00 
Laurus Shirokanedai School 白金台校にて開催

Courses are designed for: 
Elementary school students 対象：小学生

Core Ideas
-Cutting Edge Technologies
最先端のテクノロジーに触れてみよう

-Future Vehicles
未来の乗り物を見てみよう

-Renewable Energies
再生可能エネルギーについて学ぼう

-Frontier Developments
未知なる世界を開拓しよう！

Spring School 2017
Theme:

The Future World

Come join us at the Bilinga / Laurus International School of Science for Spring School 2017; we will 
explore future technologies such as virtual reality, 3D printing and 3D video. Students will also learn 
programming, and develop their own ideas using STEM materials. We hope that you will join us as 
we look into the future, and explore the possibilities together.

Renewable Energies

3D Printer

Programming

Future Vehicles Frontier Development

※Students may participate from one to eight days. 
※1日からでも参加できます



● Things to Bring 持ち物：
Please put your child’s name on all their belongings. 持ち物全てに記名をお願い致します。

Drink (water bottle), spoon, fork and/or chopsticks, indoor shoes, cap, hand towel and a plastic bags for dirty clothes.
<For students with food allergies> Please bring a packed lunch.
<For Non-members> 
Please provide a copy of your Health Insurance Card / Health Care Certificate and a photo of your child (Please send it by 
email prior to the start of Spring School)
飲み物（水筒）、スプーン、フォーク、箸など、上履き、帽子、ハンドタオル、汚れ物用ビニール袋
＜アレルギーのある方＞ランチをご持参ください。
＜外部生の方＞保険証・医療証のコピー1部、お子様の顔が分かるスナップ写真（事前にメールでお送りください）

● School Bus スクールバス：
Bus availability is on a first-come, first-served basis.
ご利用は申し込み順ですが、路線や定員がございますので、詳細をお確かめください。

● Payment お支払い：
-For Bilinga / Laurus students: Please submit your payment by Monday, March 27th via bank transfer.
-For Non-members: Please submit your payment by Friday, March 10th.
-バイリンガ/ローラス在校生の方: 4月の授業料と併せて3/27(月)に引き落としさせていただきます。
-外部生の方: 【締切日3/10(金)まで】にお振込みください。

Bank Information 銀行振込先

Bank Name銀行名 Sumitomo Mitsui Banking Corporation三井住友銀行

Branch Name支店名 Shibuya Branch 渋谷支店

Type of Account種類 Savings Account 普通

Account Number口座番号 4655463

Account Holder 口座名義 Bilinga Co., Ltd. 株式会社バイリンガ

※ Please submit your payment by Friday, March 10th ※締切日：3/10（金）

● Fee 参加費:

● Cancellation & Refund キャンセルについて：

Before March 10th 締切日まで Full Refund 全額返金

After March 10th 締切日以降当日まで Half Refund 半額返金

On March 10th 当日キャンセル No Refund 返金無し

● Payer 振込名義について：
*Please insert “ES” before your name when you make the bank transfer.
※恐れ入りますが、振込名義人の前に「ES」と入れてください。

☆School Bus ¥500 each way ☆Entrance Fee 入会金 ¥5,400 *First time non-members only 初回の外部生のみ
☆30 Minute Extension (Until 18:00) 30分延長 ¥650 (18時まで)

Students Course 1 day 2 days 3 days 4 days
Member 
内部生

Regular
(10:00am-
15:00pm)

¥9,500 ¥18,000 ¥26,000 ¥34,000

Non-member 
外部生

¥10,000 ¥19,000 ¥27,000 ¥36,000

※Lunch, materials and insurance are included  ※ランチ、クラフト、教材、保険料込

School 参加校 Payer 振込名義

Shirokanedai ES Your Name

※ It is not possible to make changes to your 
course after Friday, March 10th.
※締切日以降は、コース変更できません。

●Location

Laurus International School of Science 
Shirokanedai (白金台校)

03-5422-7375
Contact: WEEKDAY OPEN 8:30-CLOSE 17:30

Please feel free to contact us!



Spring School 2017 Application Form
Date 2017 /                (M) /                     (D)

Class □Elementary (Grade:   ) Member □Member
□Non-member

【New / Over 2 Times】

School □Aoyama □Shirokanedai □Takanawa □Nishimagome□Den-en-chofu □Musashikosugi

Days □3/21(Tue) □22(Wed) □23(Thu) □24(Fri) □28(Tue)  □29(Wed) □30(Thu) □31(Fri)

Course □Regular course □Extended

Bus □No

□Yes
Bus stop 【 】

*Extended Time (Until 18:00)
□Round trip

□Pick up 
only

□Drop off 
only

Student's 
Name

(English)
Nationality

Gender □Male □Female Birthday (Year) /      (M)/ (D)

Current School (                )School

Parent's 
Name

(English)

Address

〒

Telephone 
Number

(                        )             -
Emergency 
Number 1

(                        )                 -

E-mail 
Address

Emergency 
Number 2

(                        )              -

English 
Experience                        

□Native □Returnee □International School
□English Conversation School □Home

How long 
has your 

child 
studied 
English?

□N/A □under 1 year □1-2 years □2-3 years 
□3-4 years □4-5 years □over 5 years

How did 
you hear  
about us?

□Bilinga / Laurus Students □Search Engine □Website □Social Media □Flyer □Referral
□Neighborhood □Signboard □Magazine/Freepaper □Other(         )

Allergies □No □Yes ( )

Other 
Information                            

Class Fee

Students Course
Week 1 (3/21-24) Week2 (3/28-31)

Fee
1 day 2 days 3 days 4 days 1 day 2 days 3 days 4 days

□Member □Regular 
(10:00-
15:00)

¥9,500 ¥18,000 ¥26,000 ¥34,000 ¥9,500 ¥18,000 ¥26,000 ¥34,000
¥

□Non-member ¥10,000 ¥19,000 ¥27,000 ¥36,000 ¥10,000 ¥19,000 ¥27,000 ¥36,000

Lunch, materials and insurance are included.

Other Fee

□Extended 30 minute extension ¥650 × times = ¥
□School Bus one-way ¥500 × ways = ¥
□Entrance Fee
*First time non-member only

¥5,400

Total Fee ¥
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Laurus International School of Science
Shirokanedai 白金台校 TEL:03-5422-7375  FAX:03-5422-7376

School Use

System Check



Laurus International School of Science
Shirokanedai 白金台校 TEL:03-5422-7375  FAX:03-5422-7376

Spring School 2017 Application Form
申込日 2017 /         (月) /           (日)

クラス □小学生（学年 年 ） 所属 □在校生 □外部生
【初参加 ・ 2回目以降】

在籍校 □青山校 □白金台校 □高輪校 □西馬込校 □田園調布校 □武蔵小杉校

参加日 □3/21(火) □22(水) □23(木) □24(金) □28(火)  □29(水) □30(木) □31(金)

コース □レギュラーコース □延長
スクール

バス
□利用

しません

□利用します
【バス停： 】

※延長希望時間（18時まで）
□往復 □往路のみ□復路のみ

生徒名

(フリガナ)

国籍

性別 □男性 □女性 生年月日 (年) / (月)/ (日)

在籍校 (                )小学校

保護者名
(フリガナ)

住所

〒

電話番号 (                        )                 -
緊急

連絡先1
(                        )         -

メール
アドレス

緊急
連絡先 2

(                        )                  -

英語の
ご経験

□ネイティブ □帰国子女
□インターナショナルスクール
□英会話学校 □自宅

英語の
経験年数

□無し □1年以下 □1-2年 □2-3年
□3-4年 □4-5年 □5年以上

参加の
きっかけ

□在校生 □検索エンジン □ホームページ □ソーシャルメディア □チラシ □知人
□近所 □駅看板 □雑誌・フリーペーパー □その他( )

アレルギー □無 □有 ( )

その他
特記事項

授業料

種類 コース
Week 1 (3/21-24) Week 2 (3/28-31)

授業料
1日 2日 3日 4日 1日 2日 3日 4日

□在校生 □レギュ
ラー
(10:00-
15:00)

¥9,500 ¥18,000 ¥26,000 ¥34,000 ¥9,500 ¥18,000 ¥26,000 ¥34,000

¥
□外部生 ¥10,000 ¥19,000 ¥27,000 ¥36,000 ¥10,000 ¥19,000 ¥27,000 ¥36,000

※ランチ、クラフト、教材、保険料込

□延長 30分 ¥650 × 回 = ¥

その他
□スクールバス 片道 ¥500 × 回 = ¥

□入会金
*外部生で初回参加者のみ必須

¥5,400

合計金額 ¥

外
部
生
の
み
ご
記
入
く
だ
さ
い

School Use

System Check


