This program will give your child an opportunity to have a variety of activities taught in English
which will enhance your child’s talents, and fill their Saturday with excitement!
英語づけ、アクティビティ満載の楽しい土曜日、始まります！

Register now to save your child’s spot in this diverse program!

Registration: 21,600JPY
（A one-time only, 8% tax included)

NO Insurance

Time:

時間：午前 9 時～午後 7 時

Siblings Discount 50% (10,800JPY) available

入会金：21,600 円（入会時のみ/8%税込）＊保険は除く
兄弟割引半額 10,800 円

Fee: 1,780JPY / hour
費用：1 時間 1,780 円（8%税込）
Includes Material (教材費込)

Ticket System

チケット制

*35,600 JPY / 20 hours and 1 hour bonus
35,600 円/20 時間＋1 時間のボーナス付
*53,400 JPY / 30 hours and 2 hours bonus
53,400 円/30 時間＋2 時間のボーナス付

Activities

Class:

クラス

 Toddler: 1 – 3 years old 1～3 歳
 Kindergarten: 4 – 6 years old 4～6 歳
 Elementary: 7 – 10 years old 7～10 歳
How to make a reservation: 予約方法
電話（5485－1197）・Email (open@sesame.tokyo)
* Please make a reservation 2 days ahead ご予約は、2 日前まで

For more Information:詳細はスクールオフィスまで（月～木曜）
Contact to school Office: 5485－1197 (Mon ~ Thu)

*サイエンス ＊算数 ＊ミュージック ＊ダンス
＊アート ＊リーディング *外国語 など

Sesame International Preschool

Class & Subject
Toddler Village (1~3 years old)
*Art *Pre-Phonics *English Language *Alphabets/Numbers
*Dance *Music
＊アート ＊初級フォニックス ＊英会話 ＊アルファベット ＊ナンバー ＊ダンス ＊ミュージック

Kindergarten Village (4~6 years old)
*Creative Art * Phonics *English Language *French / German
*Dance *Music *Science *Math *Reading *Drawing
＊クリエイティブアート ＊フォニックス ＊英会話 ＊フランス語 ＊ドイツ語 ＊ダンス ＊ミュージック
＊サイエンス ＊算数 ＊リーディング ＊描画

Elementary Village (7~10 years old)
*Creative Art * ESL *French / German *Dance *Music
*Science *Math *Reading
＊クリエイティブアート ＊ＥＳＬ ＊フランス語 ＊ドイツ語 ＊ダンス ＊ミュージック
＊サイエンス ＊算数 ＊リーディング

☆Available to pick your child’s favorite subjects according to class and time.
＊クラス、ご予約のお時間に合わせて、お好きなサブジェクトがお選びいただけます
Note:
* Please bring (according to your reservation): - Art smock, snacks, lunch, drinks
―予約時間に応じて、以下をお持ちください。 ―スモック、スナック・ランチ・飲み物

* School Lunch, dinner available (@650) – Ticket style ―スクールランチ・ディナーのご利用も可能です・ （1 食 650 円）チケット制
- Please order the lunch 2 days before (by Thursday) ―ランチのご注文は 2 日前（木曜日）までにお願いします。
- Please purchase the tickets between Mon-Fri. ―チケットは、月曜～金曜の間にてご購入ください（土曜にご購入はできません）
* Please wear Sesame’s School uniform. (T-shirt @2,160) ―セサミ・スクールユニフォームを着用頂きます。（Ｔシャツ 2,160 円・枚）

Reminder:
* Please make a reservation 2 days ahead. ―ご予約は、2 日前（木曜）までにお願いします。
* Cancellation must be made by day before.―キャンセルは、前日（金曜）までにお願いします。
* On that day cancellation will be charged 50% of your reservation hour.
―当日キャンセルの場合、50％のキャンセル料が必要となります

* Please purchase the tickets between Mon-Fri.(It’s not available to purchase on Saturday)
―チケットは、月曜～金曜の間にてご購入ください（土曜にご購入はできません）

* Please bring the tickets on your reservation day.
―お越しになる際には、必ずチケットをお持ちください。

