Saturday School
対象:4 歳～小学校 6 年生 毎週土曜日

9:30 - 15:00

4 years old - sixth grader, every Saturday, 9:30 - 15:00
日本の学校に在籍する生徒及びプレスクール出身レベルの生徒たちのための土曜集中プログラム。実際にインター
ナショナルスクールで行われているカリキュラムに沿い ESL（第二外国語としての英語）教育を行っています。
単に「英語を学ぶ」だけではなく国際社会への理解を深め、英語の環境で活躍できる人材を育てていきます。講師は
外国人講師及びバイリンガル日本人講師（ビギナークラス担当）が担当し、授業はすべて英語で行われます。
当プログラムでは年間に 3 度の授業参観を取り入れ、学期末には成績レポートを発行し、教員と保護者とのコミュニ
ケーションを大事にしております。
また、クリスマス、ハロウィーンパーティー等楽しいイベントやアクティビティーも企画されています。
This is the intensive course for the students from Japanese Elementary School and for the graduates from this
school. We teach ESL (English as a Second Language) according to the curriculum which is used in the
International School.
We also encourage the students to learn understanding the global community, and to be able to handle in the
English environment. The teachers are native speakers and Japanese. (The Japanese teachers will be in charge
of the beginner’s classes.) All the classes will be in English.
There will be the Parents Visiting Day 3 times a year, and the teachers will hand out the student' s report at the
end of each terms for having the communication with the parents.
Also we are planning fun activities like Halloween party and Christmas events and others.

土曜スクール概要
Outline of Saturday School

対象学年と定員数

/ Ages & Class size

対象学年

定員

幼稚園 年中～年長生
小学 1～2 年生

各クラス

小学 3～4 年生

10 名程度

小学 5～6 年生

※ プレスクール卒業レベルクラスおよび、ビギナー対象の両クラス開講。
※ 学年は目安になっております（レベル・人数などによる）。

授業実施日

/ Scheduled School Days

4 月から翌年 3 月の毎週土曜日 (学校のイベントなどで休校の場合もあります)
Every Saturday from April to March. (There may be additional school holidays depending on pre-school events.)

総授業日数

/ Total school days

38 日。（1 学期（4～7 月）14 回、2 学期（9～12 月） 14 回、3 学期（1～3 月）10 回）
38days. (Spring term (Apr. - Jul.) 14 times, Fall term (Sep. - Dec.) 14 times, Winter term (Jan. - Mar.) 10 times.)

学費

/ Tuition fee

1 学期（4～7 月） 113,400 円、2 学期（9～12 月） 113,400 円、3 学期（1～3 月） 85,050 円／月払い 31,500 円
Spring term (Apr. - Jul.) 113,400 yen, Fall term (Sep. - Dec.) 113,400 yen, Winter term (Jan. - Mar.) 85,050 yen. / Monthly installment 31,500 yen
※ 学費は原則として各学期ごと（1 学期分は 3 月 20 日まで、2 学期分は 8 月 20 日まで、3 学期分は 12 月 20 日まで）の前納制となっております。なお、当該
期日を過ぎますと自動的に月払いのみになります。（月払いであっても途中退園の場合は退園する学期の最終月までの月謝を申し受けます。）
※ プレスクール併用割引、アフタヌーンスクール併用割引、兄弟・姉妹割引あり。

入会金

/ Enrollment Fee

入会金 21,000 円 / 21,000 yen an enrollment fee.

施設管理費・プリント代・保険料

/ Facilities, materials, and insurance fee

年間 12,600 円 / 12,600 yen a year.
※ その他テキスト代は実費清算

時間割

/ Timetable (例/Example)

Time
9:30-10:00

Assembly

1

10:00-10:50

English

2

11:00-11:50

Activities through English

12:00-12:50

Lunch

3

13:00-13:50

English

4

14:00-14:50

Activities through English

カリキュラム

/ Curriculum (例/Example)

= English =
会話、フォニックス、文法、歌／詩、ディスカッション、スピーチなど
conversation, phonics, grammar, song, discussion, speech, and more.
= Activities through English =
ライティング、算数、理科、工作、簡単な料理、運動、劇作りなど
writing, arithmetic, science, handicraft, simple cooking, exercise, dramas, and more.
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