
一般生保護者各位                                                  
Cosmos International School 

 

 
 

皆様のご希望もあって始めたWinter Schoolも今年で 8年目を迎えます。講師の人数に限りがありますが、Spring・

Summer School とはまた違った形で、カリキュラムを組むことを検討しております。ご希望の方は、申込用紙（別紙）

は 11 月 25 日（月）まで、参加費は 12 月 6 日（金）までに各校事務所へご提出ください。 

記 

◆Winter School ウィンタースクール◆ 

日程 12 月 18 日（水）～20 日（金）の 3 日間 

時間 9:00～15:00  

場所 コスモス インターナショナル スクール  

ハイランド校  逗子市久木 8-22-26  046-870-5468  highland@cosmos-sch.com 

逗子駅前校  逗子 2-5-25-301     046-884-8271  zushi@cosmos-sch.com 

参加費  3 日間 \25,500 

 
 
 
 

内容 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆プライベートレッスン◆ 

対象 「基礎の復習や、弱点の補強。特定分野の文法を固めたい。ELTiS を受けてみたい。思いっきり英会

話のみを楽しみたい。」などのリクエストがある方。但し、期間中に 3 日間レッスンを受けることが可能

な方。 

 

講師   外国人講師（会話、長文、筆記対策など）又は日本人講師（文法、英検対策など） 
 

時間  15：30～以降 （応相談） 

＊1 時間単位、 1 日～3日間で選択可。 
 

場所 コスモス インターナショナル スクール 逗子駅前校 

逗子市逗子 2-5-25-3F  TEL: 046-884-8271 Email: zushi@cosmos-sch.com 

 

参加費 1 人クラス \4,400 /時間、2 人クラス \3,300 /人/時間 (税込)   

＊人数に限りがあるため、先着順で締切りとさせていただきます。   

＊期間中 3日間受講をお願い致します。 

 2 日以下の場合は通常のプライベーレッスンの料金となります。 

9:00 ～ 9:30 Songs / Story 

9:30 ～10:30 Study 

10:30～11:00 Snack / Play Time 

11:00～12:15 Study 

12:15～13:15 Lunch 

13:15～13:30 Brush teeth / Clean up 

13:30～14:40 Activity (play outside / craft & art) 

14:45～15:00 Homeroom / Good bye 

Winter School のお知らせ（一般生） 

 
Winter School の 

特別価格です！ 

 * クラスはレベル別、3 人以上で成立し、講師、生徒の組み合わせはスクールで決定します。 
*  安全管理の為、送迎は時間厳守でお願いします。15:10～延長保育料がかかります。 



・ 申込書は11月29日（金）までに事務所へ直接、またはFAX、郵送でご提出下さい。

・ スクールバスご希望の方は、スクールバス利用申込書（別紙）にてお申し込み下さい。
・

・ テキスト代、移動教室時の施設への交通費・入館料等は別途かかります。
・ 天災による非常事態や悪天候による突然の休校の場合の参加費の返金、振り替え授業はありません。

振込先： 横浜銀行　逗子支店　普通　1521504
名義：有限会社 コスモス インターナショナル スクール
＊振込名義人は生徒氏名でお願いします。

提出書類
① Winter School 2019参加申込書
② 生徒緊急連絡票（初参加の方のみ）
③ スクールバス申込書（希望者のみ）

キャンセルについて
・

・
・

＜キャンセル料発生の期限一覧＞

Winter Schooｌ

(12/18～12/20)

＜参加希望クラス・項目＞　✔印をご記入ください。

□ Winter School 12/18 □ スクールバス　　　バス停希望場所：　　　　  　　　　　　　　.

□ Winter School 12/19 □ 延長保育

□ Winter School 12/20

＜その他＞特記事項がありましたらご記入下さい。（欠席日・遅刻日、延長保育など）

申込日 西暦   　　  　　年　　月　　日 □一般生　／　□内部生

　 年齢　　　　歳　／　学年　　　　年生

電話番号

保護者氏名
㊞

住所

初めてご参加の方は簡単に英語歴をお書き下さい。

一般生の方は、参加申込書に加え生徒緊急連絡票（別紙）もご提出下さい。
緊急連絡票は、ホームページからもダウンロードが可能です。

参加費は12月6日（金）までに下記振込先へお支払い下さい。
お振込みの確認が取れ次第、正式に申込み完了となります。

12/12（木）

～12/17（火） 15:00 pmまで
12/17（火）15:00 pm以降

Winter School参加規約

Winter Schoolをお申し込み後やむを得ずキャンセルされる場合は、キャンセル料が発生致します。キャンセ
ルをお申し出のタイミングにより、キャンセル料は以下の通りとなります。

キャンセルのご連絡は、必ず各校の電話またはPCメールまでお願い致します。

参加費の50％ 参加費の100％

参加申込みをした生徒がキャンセルまたは欠席された場合、他の生徒が代わりに参加する事はできません。

　　(英語教室経験、英検級、帰国子女など）

　　　　　　 (英語名）
生年月日　西暦      　    年　　月　　日

切り取り線

生徒氏名 (日本語名）

　コスモス インターナショナル スクール規約（別紙）、及び上記参加規約等に同意し、趣旨に賛同致しましたの
で、
　Winter Schoolに申込みを致します。

Winter School  2019参加申込書



クラス Head Start / Preschool / First Steps / Mini Kindy / After school

ふりがな Furigana

生徒氏名
Child's name in Japanese

英語名
Child's name in English

ふりがな Furigana

保護者氏名
Parent's name in Japanese

㊞

英語名
Parent's name in English

Signature

生徒情報　Student Information

生年月日 Birthday 西暦　　   　年　　月　　日 年齢 歳 性別

〒 TEL：

FAX：

携帯電話 Cell：

Eメールアドレス
Email Address

携帯：
Cell

緊急連絡先
Emergency Contact

氏名
Name

間柄：
Relation

通学方法 自家用車 / スクールバス / その他（　　　　　　　　　）

ご家族緊急連絡先　Family Emergency Contact

間柄

Relation

氏名
Name

間柄：
Relation

携帯電話 Cell： TEL：

備考   Other Information

○最寄駅から自宅までの地図

School Route

○備考欄（健康面での留意点など）

Remarks Column (Points to consider)

生徒緊急連絡票

Emergency Contact
提出日 西暦　　　年　月　日

yyyy    mm   dd

自宅以外の緊急連絡先

Emergency contact (not your

home)
住所 Address

氏名

Name

勤務先名称

place of Work

勤務先電話番号

TEL

家族写真

Please attach

family photo here

スナップ写真可

男 Male / 女 Female

住所 Address

パソコン：
PC



Spring/Summer/Winter参加生徒保護者各位 Cosmos International School

月　・　火　・　水　・　木　・　金 自宅住所

区間 W-1区間 W-2区間 W-3区間 Y-3区間

住所
逗子市全域、
長柄、堀内、
一色

上山口、
木古庭、
下山口

その他

七里ガ浜、
藤沢南口、
㏝-2以外の
藤沢市内その他

片道（1日） ¥550 ¥660 ¥770 ¥770
往復（1日） ¥1,100 ¥1,320 ¥1,540 ¥1,540

＜留意事項＞
1 乗車場所は安全管理上、対向車のすれ違うことができるような広めの道路上で行います。
2 乗降車場所は毎日決まった場所でお願いしておりますが、諸事情により変更がある場合は随時お伝えします。
3 最終的な乗降車場所や時間はスクールよりご案内します。
4 ご希望の運行ルートからやむなく外れてしまった場合も、引き続きバスご利用をご検討の方はご相談下さい。
5

6 乗車前は、必ずトイレを済ませておいて下さい。
7 小人の定員は、イエローバス18名、ホワイトバス13名です。定員になり次第、利用をお断りさせて頂くことがあります。

＜スクールバス利用規約＞
1 乗降車の前後最低30秒間は子どもの手を握り、バスから離れ、子どもの安全を確保して下さい。
2 バス停付近では、近隣の方にご迷惑にならないようご注意下さい。
3

4 車内での食べ物は原則として禁止致します。
5 車内へのゲーム等のおもちゃの持ち込みは禁止致します。
6

7

8

9 乗降における変更がある場合、別紙「臨時スクールバス利用申込書」を提出して下さい。
10

11 遠足など送り迎え以外にスクールバス利用した場合は、別途バス代を請求させて頂くことがあります。
12

13 原則として、天災による突然の休校の場合のバス運行管理費の返金はありません。
14

上記留意事項を読み、利用規約に同意の上、スクールバス利用の申し込みをします。

日付 西暦 年　　　　月　　　　日 保護者署名 ㊞

添乗員連絡先
<ホワイトバス>逗子葉山方面

添乗員携帯 080-5671-5468 cosmos.highland.staff@gmail.com

<イエローバス>鎌倉藤沢方面

添乗員携帯 090-3214-6816 cosmos.highland.staff@gmail.com

延長保育をご希望の場合は、原則としてスクールまでお迎えをお願い致します。延長保育のためのバスは運行して
いません。

急な天候の悪化などによりバスの時間が変更となる場合、電話、メール、または『れんらくメールNEO』（Preschool生
徒のみ）を介して連絡致します。

バスがスクール、又はその付近にいる時に、地震による津波注意報または警報が発令された場合、原則としてバスの
運行は中止し、生徒はスクールにて保護者の迎えを待つものと致します。スクール以外の待機場所、帰宅方法など
においては、スクールに一任するものと致します。

乗降車時はドライバーが当校の生徒を認識できるよう、生徒はコスモスキャップを着用し、保護者はIDカードを首から
下げて、運転手、引率者に提示して下さい。

乗車後はドライバーと添乗員の指示に従い、走行中席を立ったり、窓から手や頭を出さないようご家庭でもご指導下
さい。

出欠、その他バス乗車に関する変更は、各バスの添乗員、スクール両方に朝7:30、夕方14:30までに①電話で、添乗
員が電話に出なかった場合②メールでお知らせ下さい。

スクールバス利用料は、距離に応じて定められた額と致します。（上記参照）

帰りのバス停所定時刻に保護者のお迎えがない場合、安全管理のため、生徒をバスに乗せたまま次のバス停へ向
わせていただきます。その場合、生徒はスクールまで連れ戻すこととします。

逗子・葉山方面（ホワイトバス）

浄明寺、二階堂、
西御門、雪ノ下、小町,
御成町、長谷、材木座、
佐助、常盤、
由比ヶ浜、梶原

¥550

スクールバス申込書兼同意書

生徒氏名

曜日

乗車場所
(希望)

生年月日
（年齢）

西暦 年　　　　月　　　　日 （　　　歳）

ふりがな

Y-1区間 Y-2区間

¥1,100

片瀬目白山、川名、
片瀬山、片瀬、片瀬
海岸、西鎌倉、笛田、
腰越、鵠沼東
鎌倉山、極楽寺

¥660
¥1,320

鎌倉・藤沢方面（イエローバス）

mailto:cosmos.highland.staff@gmail.com
mailto:cosmos.highland.staff@gmail.com

