
GBC Japanese Language School 
                　　    Sep. 2016

アフタースクール・プログラム申し込み用紙
 Application Form for After School Program 2016 - 2017

生徒名（Student's Name)：　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　年齢 (Age)：＿＿＿＿＿

保護者（Parents/Guardian's Name) ：  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

アフタースクール時間内の緊急連絡先（Emergency Contact Telephone #) : 

職場（Work Phone #):  _______________________________

自宅（Home Phone #)：_______________________________

保護者携帯番号（Guardian's Cell #) : _____________________________________

                                                     _____________________________________

保護者以外の緊急連絡先（Emergency Contact Person other than Parents)

1) Name: ________________________________   2) Name: ___________________________________

    Phone #: ______________________________      Phone #: _________________________________

小児科医者 (Pediatrician's) : ______________________________    __________________________________
                                                                              (Name)                                                                         (Phone#)

保険会社 (Insurance Co.) :   ______________________________    __________________________________
                                                                               (Name)                                                                        (Policy #)

指定病院 (Designated Hospital.) :   ____________________________________________________________

ガーデナ仏教会附属日本語学園は、生徒がアフタースクール・プログラムにいる間に怪我をしたり、病気になった場
合は、父母 /保護者又は、定められた緊急連絡先に連絡します。

私（父母 /保護者）　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿は、日本語学園が、万が一上記の連絡者に連絡を
つけられない場合、学校の責任者の判断により私の子供の小児科医または、指定病院に、私の子供　
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ を連れて行き、応急処置をする事を一任いたします。
尚、学園は緊急の場合、911に電話することもあるということを理解します。

When a student is injured or becomes ill while he/she is in the after-school program, the GBC Janese 
Language School (GBC-JLS) will try to contact his/her parents/guardians or emergency contacts. If the 
JLS can not make these contact,

I ___________________________________________________________   give the GBC-JLS a permission to take my 
child _______________________________________________________  to his/her doctors pediatrician or the 
designated hospital for an urgent care.

サイン（Guardian's signature) _______________________________________ 日付（Date) ____________

(保護者名）

(子供の名前）

(Child's Name)

(Guardian's Name)



GBC Japanese Language School 
                　　    Sep. 2016

アフタースクール・プログラムのお知らせ (2016-2017)

日時：　月曜～金曜日　午後４時４ 5分～午後６：００（平日部授業後）
対象：　日本語学園　平日部の在園生
年齢：　５才～１２才未満
内容：　 ★　ホームワーク（日・英学校の宿題タイム）
　　　　★　日本語個人指導（日本語学園で、勉強している内容の補習や手伝い）
　　　　★　日本語のビデオ鑑賞
　　　　★　本や、絵本の読み聞かせ
　　　　★　日本の歌や、童謡の歌唱など

費用：　1ヶ月ー 130ドル、　1日ー 9.00 ドル

※６時以降、お迎えが遅れた場合は、毎５分につき３ドルの罰金徴収が強行されます。
    罰金は現金にて、その場で教師にお支払い下さい。
※ 何時にお迎えに来ても費用は、一日分として計算されます。
※ファミリーディスカウントはありません。

After School Program (2016-2017)

 Days & Hour :  Monday - Friday   4:45 p.m.-6:00 p.m.
             Cost :  $ 130.00/month   $ 9.00/day
    For Whom :  The students who attend GBC Japanese School - Daily Division
              Age :  5 years to 12 years

      Activities : ★ Homework (homework time from Japanese & American schools)
                      ★ Individual Japanese Instruction
                      ★ Viewing Japanese Videos
                      ★ Having the students listen to the teacher read Japanese picture books
                      ★ Singing Japanese songs, folk songs and other activities.

※ Parents will be charged $3 for every 5 minutes for late pick up of your child after 
    6:00 p.m.  This penalty will be enforced STRICTLY.
    Penalty needs to be paid to the teacher by cash on that day.

※ Daily cost is the same regardless of what time child is picked up.

※ No sibling discount is available.


