AOBA ACTION LEARNING ACADEMY
Tel: 090-2561-9760
Email:info.ala@aobajapan.jp
Address: 7-5-1 Hikarigaoka, Nerima-ku,
Tokyo 179-0072
保護者各位
いつもお世話になっております。
アオバ・アクションラーニング・アカデミー事務局です。
さてこの度次年度 2020 年 4 月より、アオバ・アクションラーニング・アカデミー（ALA）におけるサタデー
スクールのサービス内容他を下記のとおり改訂させていただくこととなりました。
これまで 1 年半にわたり都内４キャンパスにてサタデースクールを運営してまいりましたが、あらためて内容
および運営について検証しなおし、お子様が学習の進捗および成果をより確実に得やすいクラス環境をつくる
ことを目指し、この度のサービス改訂となりました。
特に年末年始や夏休みなどに出席率が下がる傾向が確認できており、結果クラス内の進捗のばらつきが顕著に
なる点を大きな課題と認識しています。そのため、より多くのお子様が無理なくご出席できるスケジュールを
組むことを優先し、それにより年間レッスン数を見直しています。一方で価格についてもあわせて皆様のご負
担も軽減されるよう見直しをさせていただきました。またこの変更とあわせ「事前欠席申告返金制度」につい
ては廃止させていただきます。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------改定後 ：
①年間レッスン数：40 回
②事前欠席申告による返金制度：廃止
③受講料（いずれも月額・税抜）
：
LK/ IEN クラス

12,500 円、

IE1/ IE2/ LE クラス

25,000 円、

LE+IE 1 日コース

48,000 円

＊入会金・テキスト代はいずれも変更ございません
（現

行） ：

①年間レッスン数：48 回
②事前欠席申告による返金制度：あり
③受講料（いずれも月額・税抜）
：
LK/ IEN クラス

15,000 円、

IE1/ IE2/ LE クラス

30,000 円、

LE+IE 1 日コース

56,000 円

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------ご不明な点等ございましたら、ALA 事務局までお問合せください。
ご理解の程よろしくお願いします。
以上

AOBA ACTION LEARNING ACADEMY
Tel: 090-2561-9760
Email:info.ala@aobajapan.jp
Address: 7-5-1 Hikarigaoka, Nerima-ku,
Tokyo 179-0072

Subject: Announcement of Changes with ALA in the 2020 School Year
Dear Parents and Guardians,
We would like to inform you about some changes in the upcoming school year with our Saturday School program
at Aoba Action Learning Academy.

It has been a year and a half of operating Saturday School programs at four of

our campuses in the Tokyo area and we would like to take this time to re-examine the content and management to
create a class environment where students can thrive in their learning.

Thus, revisions were made and the

following changes will take into effect as of April 2020.
Due to the large number of absences we noticed during the year-end, New Years, and summer holidays, we have
adjusted the schedule and reduced the number of classes held in one academic year.
change in tuition fees listed below.

In addition the "preliminary absence refund system" will no longer be available

in the upcoming school year.
New Revisions:
①Number of lessons per year: 40
②Prior absence declaration refund system：no longer available
③Tuition (monthly, tax included)：
LK/ IEN Class

12,500JPY

IE1/ IE2/ LE Class

25,000JPY

LE+IE One-day Course

48,000JPY

＊There is no change to the admission and textbook fees

Currently:
①Number of lessons per year: 48
②Prior absence declaration refund system： available
③Tuition (monthly, tax included)：
LK/ IEN Class

Please take note of the

15,000JPY

IE1/ IE2/ LE Class

30,000JPY

LE+IE One-day Course

56,000JPY

