Kindergarten Enrichment program KEP (3-6yrs)
Monday – Friday 3:00-4:30

Option to come up to 5 days a week

月曜、火曜、水曜、木曜、金曜 3：00-4：30

週１日から５日

An after school course aimed at children 3-5 years old looking for fun way to spend their afternoons while
still learning the essentials of any kindergarten curriculum. The class is conducted entirely in English with a focus
on phonics, math, and vocabulary building games. The class’ curriculum is based by theme, which keeps the class
fresh and interesting by covering a wide variety of subjects from week to week. Let’s explore Outer Space
or dive into our big, beautiful Oceans or grab a magnifying glass and discover some creepy, crawly Bugs together!
Also, by joining our KEP class or any of our after-school classes, your entire family becomes eligible for our
Book Club where you can borrow books from our school library any time.
３～５歳を対象にしたアフターヌーンプリスクール、クラスはエンリッチメントプログラム（英語の習得に特化したプログラム）と英語を
実際に使うプリスクール形式の時間で構成されています。エンリッチメントプログラムでは Phonics, Sight words, Family words, な
どを学びリーディングスキルを養います。フォニックス、ライティングは欧米のプログラムを採用し楽しく、効率よく学べるシステムで
す。 NWIS BookClub の豊富なセレクションの中からお子様のレベルに最適な本をお選びいただき、ご家庭での読書をおすすめし
ています。また、ボキャブラリーの強化、文法用語を使用しない体験型グラマー学習などで正しい英語を話すことを学びます。
プリスクール形式の時間には Learning center で子どもたち自身が自分で体験するものを選び、Circle Time には気候、数、カレン
ダー、図形、色などのコンセプトとその週のテーマについて学びます。テーマ学習では MI 理論を取り入れ一つのテーマを見る、聞く、
触る、作る、歌う,身体で表現する、ゲームで楽しむなどハンズオンラーニングで学びます。様々な学習方法を提供することにより、
それぞれのお子様のラーニングスタイルにマッチした方法で習得することが可能です。

★NWIS のアフタースクールは NWIS 在園児、他のプリスクールに通っていたお子様、帰国の方、外国の方、ご自宅で英語を使われているお子様
たちが多く通われています。
本気でお子様の英語力を伸ばしたいと考えていらっしゃる方向けのクラスです。週に 2 回以上通われることを強くお勧めします。英語習得は費や
した時間と比例します。

<Daily curriculum>
3:00-3:20 Transition time / Choice learning time
3:20-3:40 Circle Time (calendar/weather/basic concepts/open-ended questions/songs/Thematic Learning)
3:40-3:50 Phonics (reading/ writing)
3:50-4:20 English lessons (Warm up, Review / Listen, point, say /Ask and answer / Sing, Game, Activities)
4:20-4:25 Story time / Good bye circle

FAQ
Q:幼児クラス Kindergarten Enrichment Program は他の一般的なこども英会話クラスより長いですが集中できるのでしょうか？
A:平日のクラスは 90 分間のクラスになっています。まずはリラックスした時間を 10～20 分ほど持ち、インターナショナルスクール
の教育玩具で先生たちと遊びます。What do you want to do? Wow! You made this? That’s great! Do you want to go to the bathroom?
など自然な英会話が行われます。その後、サークルタイム、ゲームタイム、アクティビティータイムなど幼児の特性を考慮した、静
と動のアクティビティーを交互に行い、子供たちが楽しい、もっとやりたいと思ったところで次のアクティビティーになります。そのた
め他の英会話クラスの倍の時間でも集中して楽しく過ごすことが出来ます。
Q:ほかの生徒さんがとっても英語が出来るのですが、ついて行けるのでしょうか？
A:NWIS のアフタースクールクラスは英語経験の豊富なお子様が多く参加されています。幼児クラスでは NWIS の園児、他のプリ
スクールに通っていて日本の幼稚園、小学校に変更された方、帰国された方などが多く在籍しています。 英語は初めて、また、
あまり経験のないお子様にとっては英語習得においてこの上ない環境です。他では先生のみが英語を話すクラスがほとんどです
が、NWIS では子ども同士も英語で話をし、クラスも全て英語で行われます。初めは圧倒されてしまう子もいますが、子どもたちの
吸収力は目を見張るものがあります。1 か月後には話している内容は理解し、英語が口から出てきます。どうぞ、子どもたちの力
を信じて見守ってください。
Q:平日の幼児クラスと土曜のクラスの違いはなんですか？
A:NWIS の幼児クラスでは英語を疑似体験で学ぶのではなく、英語で何かを学ぶ、英語を使うことによって知識と言語を習得して
いきます。
平日クラスでは、歌やゲームなどでボキャブラリーの増強を図り、幼児期ならでは自然に習得できる英語独特のリズムなどを学ぶ
ことにも重点を置いてサークルタイムを行っています。また、フォニックスのルールを覚えて本読みにつなげていきます。
土曜クラスは 3 時間という長い時間を英語で過ごすことにより、自然な英語により多く触れることが出来ます。NWIS プリスクール
と同じプログラムを行います。英語を学ぶのではなく、英語で学ぶというコンセプトがより強調されたプログラムです。年齢に応じた
英語、算数、科学などの学習も行われます。（小学生はプログラムによってはグループを分けてレッスンを行います）
Q:何年くらいで英語を話せるように、読めるようになるのでしょうか？
A: A:NWIS のクラスはクラスの中で使われる自然な英語をまず最初に学ぶことになります。Can I have …..please.
the bathroom? I did it. It’s so funny!

May I go to

Help me please. これらのクラスルームイングリッシュはすぐに習得します。子どもたちは個

性があり,個々のスピードで習得していきます。不思議なことに 1 日目から英語で話し出すお子様もいます。恥ずかしがり屋、慎重
派のお子様もいます。子供たちは 1～2 か月もすると先生の指示はほとんどわかるようになり、子供たちも生活に必要な言葉が出
てくるようにきっかけを作っています。

週に 1 回 90 分間クラスに参加しても話せるようにはなかなかなりません。英語習得は英

語に接している時間に比例します。可能な限り多くのクラスにご参加いただくのが英語習得の近道です。またご家庭での英語読
書、環境づくりをお勧めします。
NWIS のアフタースクールの生徒はほとんどが週 2 回以上参加しています。本当にお子様に英語を見見つけてほしいと願ってい
るのでしたら、本気で取り組みましょう。確実に成果がでます。
小学生は早い子で半年、通常は１～2 年で英語絵本がスムーズに読めて、英語のまま内容がわかるようになります。3 年目以降
はより自分の年齢レベルに適した本を読めるように多読を進めていきます。

Q:小学生クラスの特徴は？
小学生クラスでは、ボキャブラリーの増強のためのゲーム、文法理解を意識した会話、英語を英語のまま理解して読めるようにな
るリーディングをしています。90 分間集中して、聞く、書く、読む、話すを英語で行っています。 リーディングの時間はレベル別に
グループ分けをして子どもたち個々のペースで「読める、書ける、出来る」をどんどん進めていけるようにしています。みんな英検
の勉強をしなくても、英検に受かっています。
Q: まだ母子分離ができない、おむつをしているのですが、大丈夫ですか？
A:はい。お子様は泣いていても、先生を信頼して預けて下さい。必ず慣れます。また、おむつのお子様はトイレットトレーニングも
行っていますので、おむつ、着替えなどをお持ちください。
Q:先生はどんな方ですか？
A:アフタースクールも NWIS の幼稚園の先生が担当します。日常的に子供に接している先生だからこそ、NWIS 特有のインターナ
ショナルプリスクールプログラムと同じものを提供できるのです。信頼してお任せください。なお先生は日本語を一切使用しません。
先生はわざと間違えをたくさんします。子供たちは大興奮して"It’s wrong!” と大声で叫びます。そして正解を英語で言うのです。
話したい、伝えたいがいっぱいで、ついつい英語を話してしまうのです。クラスではいつも笑い声が絶えません。

Q：フォニックスとはなんですか？
A:英語を母国語とした子供たちも小学校や幼稚園で学んでいる英語を読むためのルールです。フォニックスを学ぶと 70％ぐらい
の言葉を読めるように、書けるようになります。NWIS ではリズムに合わせて口ずさみ、覚えていきます。お子様の年齢によりフォ
ニックスを使って言葉を読む、書く練習をします。幼児クラスはレベル別にライティングを行っています。
Q:振替レッスンはできますか？

A:振替レッスンは実施しておりません。ご了承ください。（小学生土曜クラスのみ実施）

Q:学期の途中から参加できますか？

A:はい。空きがあればいつからでもご参加いただけます。

Q:レッスン見学は出来ますか？
A:普段はレッスン見学を受け付けていませんが、参観日を設けています。
Q：イベントなどはありますか？
A:NWIS ではイースターパーティー、先生や NWIS の全生徒家族と一緒に遊園地で遊ぶファミリーデー、ハロウィーン、ステージで
行うクリスマスショー、春と夏の親子オーストラリア留学、秋のバザーなどたくさんのイベントがあります。春、夏、冬休みにはスペ
シャルコースがあり、メンバー価格で参加できます。「英語で過ごす 1 週間」は大人気です。イベントはすべて英語で行われます。
Q:ブッククラブとはなんですか？
A:ブッククラブとは本の貸し出しシステムです。英語絵本が赤ちゃんから大人までのレベルが取り揃えてあり、NWIS のメンバーは
月 1,000 円で借りることが出来ます。また、オンラインの読書サイトに年間 3000 円で登録もできます。皆さん活用されています。
Q:英検コースなどはありますか？

A:プライベートレッスンにて対応します。ご相談ください。

Q:途中でクラスを追加することはできますか？
A:はい。定員に空きがあればクラスを追加することが出来ます。お子様のペースを作るためにも初めより週 2 回以上通うことをお
勧めします。

