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バイリテラシ―クラス

We are proudly announcing our new class from April for those went to
International preschool or had early childhood education in English.
We will be covering almost everything that is covered in a regular 1st
grade curriculum but in English; Math, Science, Art, and, of course, English Reading and Writing.
However, we don't want to teach just the English vocabulary covered in those subject. We also
hope to expand and enhance on anything your child will learn in the 1st grade at a Japanese
Elementary School. We hope that by continuing your child's English education we will enable your
child to access the multitude of learning opportunities available online and other places around
the world. Nearly 55% of the Internet is currently conducted in English. The next most used
language on the Internet is Russian with only 5%. This is true for the business world as well. By
continuing your child's English education all of these opportunities become available.
インターナショナルプリスクール卒園児、帰国子女、外国籍などで、英語での教育の継続を希望されている方
を対象にしたクラスです。日中は日本の小学校へ通い、放課後 NWIS でアメリカの小学校のプログラムを英語
で学びます。
このクラスはお子様の英語力をキープし、英語を学ぶだけでなく英語で教科を学び続けることにより、モチ
ベーションを保ち、英語力、知力を上げていくのが狙いです。クラスは担任制で行います。
アメリカのホームスクーリング教材を使用し Grade 1

のカリキュラム（英語、算数、理科、社会）を学びます。

テーマ学習を取り入れてより深く１つのことを掘り下げて学ぶスタイルで行います。

子どもたちが幼児期に

養った英語力をキープするためにはそれ相当の時間が必要です。毎日２.5～５時間（延長の学童保育含む）英
語の環境にいることで今までと同じ環境に近づけて英語での学習をします。クラス時間前後の Daycare の時
間には日本の小学校の宿題をする時間も設けます。

★タブレット端末を使用しリーディングなど個別のレベルに対応、サイエンスなどはビジュアル教材を取り入れ
て、より興味深くわかりやすい授業を行います。
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開講にあたって
NWIS 卒園生はインターナショナルや国際小学校へ入学するお子様がほとんどでしたが、ご家庭の方針により
日本の学校へ進学される方も多くなってまいりました。保護者の方々から NWIS で習得した英語力、学習能力
を継続して伸ばし、探求心、知的好奇心を満たすアフタースクールクラスの開講を望む声をたくさんいただき
ました。子どもたちには幼児期に身に着けた英語力、知力、そして自信を持って自分の意見を発言できる力を
失わずにいてほしいと願っています。またこれからの国際社会ではそれらの力が必要とされています。
日本の学校に進学した子どもたちは今までの週２回ほどのアフタースクールでは英語力のキープもなかなか
思うようにいきません。小学校３年生くらいの臨界期と呼ばれる時期までしっかりと国際的なものの考え方、
英語力を習得し、日本人としての自分と国際人としての自分をもってもらいたいと考えています。
G３までのプログラムを終了すれば４年生からは自分で勉強を続ける力もついてきます。
曜日:月、火、水、木、金

授業時間 15：30-18：00

英語学童保育 14：00-１5：30 / 18：00-19：00

Schedule

Monday-Friday

14：００-15：30

Daycare : Homework/Learning center/Read along

15：30-15：50

Circle Time

15：50-16：20

Language art

16：20-16:50

Themastic Learning

16:50-17：00

Snack / Conversation

17：00-17：30

Math

17:30-18:00

Journal

18：00-19：00

Daycare: Home work/Read along/Free play

クラスに参加するにあたって、アセスメントテストを行います。
テストは英語で行われ、バイリテラシ―クラスに適した英語力、学ぶ意欲があるかなどを確認いたします。
バイリテラシークラスでは難しいと判断した場合は、ほかのクラスをお勧めする場合があります。
曜日:月、火、水、木、金 授業時間 15：30-18：00 英語学童保育 14：00-１5：30 / 18：00-19：00
受講料 15：30-18：00

学童保育込み１４:００-１９:００内で利用

週５日

６0.000 円（おやつ代込）

７5.000 円

週４日

50.000 円（おやつ代込）

65.000 円

入学金：５０．０００円 施設費：２０．０００円（入学時のみ）
教材費：年間 10,000 円

月会費１．０００円（設備維持費）

※デイケアカードにてデイケア利用可 要予約 ３０分７５０円

*別途消費税がかかります
NWIS 卒園生割引：別紙参照
前日の１７時までにご連絡いただいた場合のみ振替レッスンをご受講いただけます。振替レッスンは 3 週間以
内にご予約の上ご受講ください。

