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Enhance
education

特長 1
午前中はプロのネイティブ講師による英語レッスンで基礎英語力を強化！
1 クラス最大 10 名までの少人数制で、一人ひとりをしっかりサポート。午前中の
Enhance 現役講師によるレッスンでは、会話を中心に基礎英語力の強化をめざします。
特長 2
午後はアクティビティ三昧で楽しみながら英語が学べる！
午後は教室を飛び出し、ジョージタウンやバトゥフェリンギなどの観光地へも。アクティ
ビティといってもリポートをつくったり、クイズの答えを探したり、街の中で英語を話す
実践の機会もあります。
特長 3
朝から夕方までのたっぷり丸一日コース！
通常ホリデープログラムというと、午前中で終わりというものが多いのですが、本プロ
グラムは、朝 9:30～夕方 5:30 までのたっぷり丸一日コースとなっています。アタマ
もカラダもしっかり動かせるから、長い夏休みに飽き飽きしているお子さんも、お子さ
んをどう過ごさせたらいいかお悩みのお母さんにもぴったりです。
こんな方にオススメです！
◎インターナショナルスクール編入をめざしたい方
◎夏休みに英語力を高めたいインターナショナルスクール在校生の方
◎日本から夏休み短期留学して英語を学びたい方

This intensive course is for children aged 5-13 years olds and will 
focus on boosting speaking, listening and reading comprehension 
in small group settings.
During the afternoon programme students will work on a variety 
of activities such as making a report for sightseeing visits, 
answering quizzes and treasure hunts. 
This course is highly recommended for new English learners and 
will provide a great opportunity for your child to improve their 
English skills.　
THIS PROGRAM IS RECOMMENDED FOR:
1) Students who aim to enrol in international schools
2) International school students who want to brush up their 
English
3) Overseas students who are seeking an intensive course to 
rapidly improve their English
DURATION AND AGES
Course A:  Aug. 4  - Aug. 8     5 to 7 years old
Course B:  Aug.11 - Aug. 15   8 to 10 years old
Course C:  Aug.11 - Aug. 15   11 to 13 years old
DAILY TIMES (Time schedule)
  9:30 - 12:30   Lessons will be conducted at Enhance Education
12:30 - 14:00   Lunch time
14:00 - 17:30   Outside activities (accompanied by Enhance Education staff)
*Courses may change without notice
COURSE FEE
RM1,580 / course
THESE FEE INCLUDES:
All classes, activities, materials, snacks, drinks, lunch, transportation to outside 
activists and insurance.
*Please note, the insurance is only covers the course.
*Transportation is only for our course activities. There will be no transportation 
between home/hotel to Enhance Education. Please arrange your own 
transportation to the school. 
CAPACITY
10 students per course
NOTICE
The minimum number of students for the course will be 6 students. If the 
number of confirmed students is fewer than 6, the course will be cancelled.
We will inform you by July 19th whether the course will be offered or not. If 
the course is cancelled, we will refund the fee.
We also have a private English lesson. If you are interested in the course, 
please contact us. After the private lesson, your child can also attend our 
afternoon activities.
*Please note, we may not be able to offer your preferred course due to
the instructor’s availability.
ENROLMENT GUIDELINES
Please contact us at english_course@wakuwakuijyu.com
DUE DATE
Please sign-up by July 18 2014.
We will not accept any more students once we reach the maximum 
number of seats.
HOW TO PAY THE FEES
Please kindly pay the fee to our bank account 
within 7 days of signing up on the course.
CANCELLATION
After you have signed up for the course, 
we are not able to provide a refund of the fee 
unless cancelled by us or the school. 
Thank you very much 
for your kind understanding.

INTENSIVE 
ENGLISH COURSE 
FOR KIDS

ペナンで
夏休み子ども英語
集中プログラムを
開催します！

「ワクワク海外移住」がペナンの人気英会話スクール
「Enhance education」と共同で、5～ 13歳を対象にした
ホリデープログラムを企画しました！ 
ネイティブ講師による少人数レッスンや、英語を使ったアクティビティなど、
自信をもってオススメできる内容になっています。
マリーナ併設のオシャレなショッピングモール「ストレーツキー」の
中にある同スクールで、楽しく学びながら英語力をアップしませんか？
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Enhance education x ワクワク海外移住「ペナン夏休み英語集中プログラム」

1コースにつき RM 1,580

各コース 10 名

7月 18日（金）

【ご注意】

コースA：8/4 （月）～ 8 （金） 対象年齢 5～ 7歳
コース B：8/11（月）～ 15（金） 対象年齢 8～ 10歳
コースC：8/11（月）～ 15（金） 対象年齢 11～ 13歳

9：30～ 12：30　 レッスン
12：30～ 14：00　ランチタイム
14：00～ 17：30　アクティビティ
※内容により終了時間が変更になる場合があります。

最少催行人数は各コースとも 6名となっております。 人数に達しないコースは開催
いたしませんので、あしからずご了承くださいますようお願いいたします。

※定員に達し次第、締め切らせていただきますので、お早めにお申し込みください。

参加予定のコースが最小催行人数に満たず中止となる場合、7月 19日（土）中にメー
ルにてご連絡させていただきます。その場合は全額返金させていただきます。
なお、ご希望の方には同スクール内のプライベートレッスンをご用意致します（別
途料金）。プライベートレッスン受講の後は、午後からのアクティビティーに合流
することが可能です。
※講師の数が限られるため、全ての方にご案内が出来ない場合もございます。あら
かじめご了承ください

お申し込みフォームからご連絡ください。追って内容確認とお支払い方法を明記し
たメールをお送りします。https://wakuwakuijyu.com/contact.html#8

お申し込み後、1 週間以内にマレーシアの銀行口座へお振り込みください。お振り
込み先は、メールにてご案内させていただきます。
※日本円にて日本の銀行口座へお振り込みご希望の方は、その旨、ご連絡ください。

お客様都合によるキャンセルの場合は、返金には応じられません。あらかじめご了
承くださいますようお願いいたします。

ネイティブ講師によるレッスン、アクティビティ、教材、スナック＆ドリンク、ラ
ンチ、スクールからアクティビティの場所までの往復送迎、保険料。
※アクティビティは、スクールスタッフとMango が同行します。
※本プログラムはスクール集合／解散となっています。ご自宅～スクールまでの移
　動手段やホテル等は、各自でご手配お願いします。（コースに最適な滞在先ホテ
　ルのご紹介は可能ですので、必要な方はお問い合せください。）
※保険はレッスンとアクティビティ中に適用されますが、念のためご自身で海外旅
　行保険に加入することをおすすめします。
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