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レッスンプログラム特徴・内容
Lesson Program レッスン内容
レッスン

内 容

English Environment

・プリスクール卒園生、もしくはある程度英語レベルのある小学生を

英語環境

対象とすることにより、英語環境をキープします。スクール内では、
先生とはもちろんお友達同士とも英語でのコミュニケーションをと
ります。
・英語を使って、社会性や世界の動き、身の回りの不思議やテーマに
そって学びます。
・年を通して、海外からのゲストやグループを迎えて、グローバルな
視点と世界観を身につける環境を整えます。
・安心できるアットホームな環境で、学びます。

Progr

Free Talk with

essiv

Recess

e

フリートークティータイム

Class

Fluency Building
言語力構築

個人

・お茶とおやつをしながらリラックスした中、日常の出来事、興味
など自然に会話をする環境を整えます。
・ゲーム、スペルゲーム、フラッシュカードゲーム、ボードゲームな
どを通して楽しみながら自然に言語力、単語力などをつけます。

English Fun

・ゲーム、クラフトなど実際に体を動かしながら、楽しく作り方や長

スキル

Activities

さや分量のはかり方など、算数の力も強め英語を使って覚えていきま

アップ

英語ファンアクティビティ

す。

クラス

Work Book Time ・ネィティブの子どもたちが学ぶワークやテキストを使いつつ、それ
ワークタイム
・英検対策

ぞれのレベルに合わせ、書き、読解力、文法、フォニックス、単語力
をつけます。

Accel

・英語検定試験（英検）などに備え、英語で考える力がある人達の学び方

erate

に工夫し、英検の試験ワークなども使いながら学んでいきます。

Class

Theme Topic /

・身の回りのテーマやある理科や社会、今の世界の動きや話題などの

Discussion /

トピックについて学びます。

読み書

Presentation

・自分の意見を述べたり他の人の意見を聞いたり、話合ったりしま

き、

テーマトピック・

す。

文法、

話し合い ・ 発表

・意見をまとめてプレゼンテーションをすることで発表力をつけます。

英検対

Role Play

・いろんな場面をシュミレーションすることで、その場に必要なフ

策、
スピー
キング
クラス

ロールプレイ
Bible and
Practical
Application
聖書・生活適応

オプショ
ン

Optional Events
オプションイベント参加

レーズや会話、人の気持ちを読むなどの力をつけます。
・子どもたちの心や精神を育てます。キリスト教精神に基づいた教育
により、他人を敬う心、親や先生を尊敬し、お友だちを思いやる心、
責任感や善悪を見分ける心等、この時期に教えたい大切な事を、聖書
の教えを土台として学びます
・遠足、課外授業、実際に出かけて行って英語を使う環境など体験、
実践できる行事
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Lesson Schedule レッスンの流れ（例）
クラス

コース

Schedule 内容
Individual Activity 個人アクティビティタイム
Book Reading/Checking Home Work/Individual Work
(本読み、課題チェック、個人プロジェクト：個人の興味や
スキルに合わせたプログラム)

Progressive
Class
個人スキルアップ
クラス

Free Talk & Recess フリートーク ＆ おやつタイム
Fluency Building 言語力構築
Game/Language Activity/Flash Cards/Puzzle
ゲーム、英語アクティビティ、フラッシュカード、言語パズルなど

English Fun Activity

英語ファン アクティビティ

Games/ Craft/Outside Activity
ゲーム、クラフト、課外授業など

Work Book Time ワークブックタイム
Eiken / GTEC 英検/文法対策

＆

Writing/Reading Comprehension/

Accelerate
Class
読み書き
文法、英検対策、

Grammar/Phonics/Vocabulary
書き、読解力、文法、フォニックス、単語力

Circle Time サークルタイム

スピーキングクラ
ス

Theme Topic / Discussion / Presentation/ Role Play /
Bible and Practical Application
テーマトピック、ディスカッション、発表、ロールプレイ、
聖書、生活適応など
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Costs 諸費用
月謝
フルコース

ハーフ ＋プラス コース

ハーフコース

個人スキルアップ

読み書き文法、英検対策、

個人スキルアップクラス
＆

クラスハーフ

読み書き文法、英検対策、

＆

読み書き文法、英検対策、

スピーキングクラス

スピーキングクラス
（1 時間半：90 分レッスン）

スピーキングクラス

（３時間:180 分レッスン）

（2 時間 15 分:135 分レッスン）

17,000 円

14,000 円

10,500 円

31,500 円

25,200 円

18,000 円

週１コース
(月 3 回)
週 2 コース
(月 6 回)

教材費、施設費、雑費は、月々1 人当たり 1,000 円となります。
個人ワークブック、テキスト代別
週 3 レッスンをご希望の方は、要相談。
兄弟割 2 人目 10％引き

、 3 人目から 15%引き

入会金
一律コースにかかわらず

5,500 円

その他諸費用（別途）
● 個人ワークブック、テキスト代 ※使用時にお知らせいたします。
● オプション企画に参加する場合の費用等は、その時にご案内いたします。

基本レッスン日
フルコースレッスン日

： （水）・(木) 16:15-19:15

ハーフ+プラス コースレッスン日：
（水）
・(木) 17:00-19:15
ハーフコースレッスン日 ：
（水）・(木) 16:15-17:45/17:45-19:15

・ レッスン日をレッスンカレンダーにてお知らせいたします。 8 月は夏休みです。
・ 基本的に各曜日 月 3 回です。曜日によって、祝日が重なる場合やプリスクールのスケジュール
によって日数が足りなくなる場合があれば、別の曜日のレッスンに振り替えていただく場合があ
りますのであらかじめご了承ください。
・ 気象警報やスクールの事情などによる場合は振替レッスンなどの対応を致します。
・ 人数により曜日や時間の調整をする可能性があります。
19:15-19:25 にお迎えに来てください。時間を超えた場合は延長料金（税込 540 円/15 分）
が必要となります。料金は、お知らせの上、翌月分自動引き落とし時に引き落としとなります。
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How to Start 入会案内
入会方法
・ 申し込み用紙に必要事項をご記入いただき、入会金を添えてお申し込みください。
授業料金は、ゆうちょ銀行口座より前月 25 日（土曜、日曜、祝日の場合は翌営業日）に自動引
き落としとなります。入会時に、手続きが必要です。手続き完了（約 2 か月間）まで、月謝袋
にて、もしくは振り込み下さい。
入会時が、レッスン月途中の場合のみ、その月の授業料は、レッスン回数分となります。

授業料などの納入について
授業料金(月謝)は前払いです。
（前月 25 日払い）
ゆうちょ銀行口座より前月 25 日（土曜、日曜、祝日の場合は翌営業日）に自動引き落としさせ
て頂きます。その際の手数料はかかりません。
振り込みされる際の振込み手数料は利用者負担とさせて頂きます。
8 月は夏休みとなりますので、8 月の授業料金はありません。
個人用テキスト代、ワーク代は別料金となります。必要時にお知らせ致します。その際は翌月分
自動引き落とし時に引き落としとなります。
既納された授業料等は、理由の如何にかかわらず返金できませんのでご了承下さい。

連絡（欠席や送迎時間の変更など）
欠席、遅刻、早退する場合は、お電話もしくはメールにてご連絡下さい。
個人的な理由による欠席の振替日は、欠席日より 1 週間以内に希望日をお知らせください。そ
れ以降になりますと、振替ができませんので、ご了承下さい。なお振替希望日当日の受付はでき
ませんので、事前にお知らせください。
欠席される場合は、レッスン当日中にご連絡下さい。翌日以降の連絡になりますと、その欠席分
は、振替ができませんので、予めご了承ください。もし、お電話の際、事務所にスタッフ不在の
場合は留守電やメールにメッセージを残してください。
振替日の振替はありません。
ご両親以外の方がお迎えに来られる場合や、他の保護者にお迎えを依頼される場合でも、必ず保
護者ご自身より園にご連絡下さい。連絡が確認できない場合は、生徒の安全確保のため、お引き
渡しはできません。ご了承下さい。ある程度の期間、保護者以外の方にお迎えを依頼される場合
は、その旨をお知らせ下さい。
お子様本人が一人で帰宅させることを希望の場合はお知らせください。
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コース変更
途中で、コース変更を希望する場合は、前月の 15 日（土曜、日曜、祝日の場合は翌営業日）ま
でにお知らせください。
（例：５月レッスンからコース変更希望される場合は、4 月１５日まで
に連絡をお願い致します。
なお同じコース内での曜日変更は、空きがあれば随時可能です。レッスン当日からの変更はでき
ませんので、早めにお知らせください。

退会 ・ 休会
退会を希望する場合は、退会を希望される前月の 15 日（土曜、日曜、祝日の場合は翌営業日）
までにお知らせください。翌月分からの引き落とし停止手続きを致します。手続きが遅れます
と、誠に恐縮ですが、お月謝を頂くことになりますので、あらかじめご了承ください。
（例：４
月いっぱいでレッスンを退会希望される場合は、
4 月１５日までに退会連絡をお願い致します。
）
休会を希望する場合は、退会手続きをして、再入会手続きとなります。その際は、5,500 円が
必要です。

その他
授業料等の長期滞納や、無断で 1 ヶ月以上欠席したとき、利用者が他の利用者に対し、著しい
不利益や損害を与える行為をしたときや利用者が当スクールに対し、名誉や信用、信頼関係を著
しく損なう行為をしたときは、利用者は利用資格を喪失する場合があります。
駐車場での送迎時にスクール駐車場や近隣の私有地、公道でお子さまを遊ばせたり、迷惑となる
行為はお控え下さい。
駐車場での事故、盗難等のトラブルについて、当園は一切の責任を負いません。

持ち物
おやつ（フルコース、ハーフ+プラス、ハーフ前半 コースの方）
：一人で食べられるもの。お友
達とは分けません。キャンディーやガムなど口の中に残る物はお控えください。腹持ちの良いパ
ンやおにぎりなどでも結構です。
水筒（中身は、お茶か水でお願いします。
）
上靴（スクール靴箱に置いていても可。学期ごとにはお持ち帰りください。
）
筆記用具
出席カード （入会した最初のレッスン時、年度初めにお渡し致します。
）
その他 （教師が持ってくるように伝えたもの）
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