
２才～６才の未就学児対象　幼稚園・保育園との併用通学不可

●授業料には、教材費・クラフト費が含まれています。　別途、入学時にはユニフォーム一式・ワークブックの購入他、毎年９月に保険料の徴収
　また文房具用品や遠足などでかかる諸費用はその都度お支払い頂きます。

●兄弟割引：クラス入学金 50％OFF 及び授業料の低い方のお子様分を１０％OFF

Nursery, Pre-K, Kinder class
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Aug-Nov (4months)
1st Term

M/W/F3days

M - F5days
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M/W/F3days

M - F5days

Dec-Mar (4months)
2nd Term
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Apr-Jul (4months)
3rd Term
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M/W/F3days

M - F5days
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�������� 日程により受付出来ない
場合がございます。
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Tuition
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Registration Fee ���������One-time Fee
　入学金お支払い後の返金はできません

����������������������������������
初回のみ年間割計算とし、以降毎年９月に徴収

School Insurance
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Diapers, Wipes, Plastics bags, Gloves, Disposal Fee Inclueded)

卒業式ガウン
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PTO会費

1st term Jan-June(6months) ������
2nd term July-Dec(6months) ������

防災頭巾
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購入 (名前入り )

rental
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navy, gray

blue, navy, gray



Tuition
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Saturday School

Week1 & Week3

Registration Fee ���������One-time Fee
　入学金お支払い後の返金はできません

５才から小学生の初級ー中級レベルを対象としたサタデークラス

Class time
日本の幼稚園・小学校に通いながらも、もっと生きた英語に触れる時間がほしい！という保護者
のお声を頂き、スタートした英語の預かり土曜日スクール！インターナショナルスクールの
雰囲気の中で、たっぷり３時英語で過ごします♪第１週目の土曜日は、その月のテーマに沿った
アクティビティーを行い、Educational game, Story time, Phonics を学びます。
第３週目は、英語でクッキングを行うクラスです♪ お子様が楽しくかんたんに作れるレシピで
お料理を楽しみます！使用する素材から、何を使って作るのか、どうやって作るのかの全ての
工程を英語で進行！普段なかなか触れることのできない、クッキング英会話を見につけることが
できます！

After School Program Kids Club
Registration Fee ���������One-time Fee

���������������������������������School Insurance
　入学金お支払い後の返金はできません

初回のみ年間割計算とし、以降毎年９月に徴収

おむつの取れた４才からの未就学児対象クラス
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Extended
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Tuition

�������

Class time

Tuesday

英語に慣れよう！英語で遊ぼう！英語をどんどん使おう！の３つのテーマが
メインとなるクラスです。季節に応じたクラフトを通して英語を学び、
歌う！踊る！遊ぶ！からも生きた英語をたくさん吸収していきます。
楽しいアクティビティーを通して英語を学んでいくので、これから英語を
始めるお子さんでも安心してご参加頂けます。チャンツや音楽で英語の自然な
リズムをつけ、正しい発音を身につけていきます。

Pre-K & Kinder

Tuition
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Wed

Registration Fee ��������One-time Fee
　入学金お支払い後の返金はできません

ハワイと繋がるリモートプライベート英会話レッスン

Class time
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Michael

Wed / Thu

アメリカ合衆国

アメリカ合衆国

Coooking classActivity
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Week1 / Week3

Week1 第１土曜日 :               Week3 第３土曜日 :
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in English

Camie

Native

ネイティブスピーカー

Bilingual
１ lesson 30min

１ lesson 30min

Lessons from HAWAII

ハワイ生まれハワイ育ちの日系アメリカ人。
自身が運営するShudokan Judo Club Hawaii の
館長を努め・通訳・セミナーなどを手がかる。
妻のCamie は現地での幅広いコーディネーターと
してアレンジを行う他、『千恵子屋』という
手作り日本食弁当の製作など多方面で活躍中。

Yulia

ハワイの先生とみっちり話せる３０分
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Extended
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After School Program

Tuition
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Advance Class

Mon & Thu

Registration Fee ���������One-time Fee

����������������������������������School Insurance
　入学金お支払い後の返金はできません

初回のみ年間割計算とし、以降毎年９月に徴収

当スクール卒園生・帰国子女・自然な日常会話が可能な小学生のみ対象

After School Program Beginner Class
Registration Fee ���������One-time Fee

����������������������������������School Insurance
　入学金お支払い後の返金はできません

初回のみ年間割計算とし、以降毎年９月に徴収

初心者レベル～会話は聞き取れるが、返しが単語繋ぎや自然な日常会話が難しいレベル

Class time ALL ENGLISHの環境で過ごすアフタースクールプログラム。英語力の保持
向上を目的とし、主に会話を中心とした英語漬けの２時間です。
同時に、読み・書き・季節に沿ったクラフトも行い、レベル別に応じた
ワークブックにも取り組みます。　※本クラス入学には確認テスト有

�����������

Extended
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Tuition
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Class time

Wed & Fri

ALL ENGLISHの環境という事を理解できるお子様・また簡単な英語での
受け答えが必須となります。原則、英語で生活をする環境を提供いたします。
会話の上達をメインとしたプログラムにより、自分の言いたいことを英語で
言えるよう、自然な英語でやり取りができる指導をしていきます。
レベルに応じたワークブックにも取り組みます。
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PTO会費

1st term Jan-June(6months) ������
2nd term July-Dec(6months) ������
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red

white

navy
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