Aloha International Preschool

Junior

2021.4~2022.3

Kindergarten

ジュニアキンダーガーテン

Junior Kindergarten は、キンダーガーテンのカリキュラムに基づいた週 3 日制（月・水・金）固定コ
ースとなります。Kindergarten を検討されているお子様に最適なクラスです。
All in English での生活の中、子ども同士の交流やグループでの遊びの経験を通しグループ活動の基礎を
育むサークルタイム、個人の興味を重視したワークタイムを始め、授業参観・遠足、社会科見学を通し
実物に触れた教育を行ってまいります。興味分野に基づいた様々なアクティビティーを通し、英語力の
みならず個々の才能を楽しみながら引き出します。

ク ラ ス

時

間

対象年齢

ジュニアキンダーガーテン
2018 年 4 月 2 日～

担任制

月・水・金曜日

費

用

♢入会金

２２，０００円

♢月

５５，０００円

謝

2019 年 8 月 31 日生

９：３０～１３：３０
定員 18 名

担任 3 名

北千住校

♢教材費（半年分）

９，９００円

♢維持費（半年分）

９，９００円

[上記表示金額は全て税込（10％）で計算されています]
★ 他にランチ代 4,620 円、 制服代 T シャツ 1,925 円・トレーナー3,025 円・紅白帽 715 円・通園バック 4,400 円
【税込（10％）
】が必要です。スクールバスをご利用の場合には、別途バス代 4,620 円となります。
★ お休みされた場合の振替レッスンはございません。
★ Aloha Kindergarten に入学をされない方は、プリスクールへのクラス変更をお願いする場合がございます。

Junior Kindergarten の特徴
プリスクールのゴールに加え、Aloha Kindergarten に入学希望のお
子様の準備クラスです。
①担任制
外国人ティーチャー・日本人ティーチャー共に担任制となります。
また、同じクラスメイトのお友達で行ってまいります。
②クラスイベント・キンダーガーテン年間行事への参加
・学期ごとに Field Trip（遠足）や社会科見学、授業参観がございます。
・キンダーガーテンのスポーツデイやリサイタルに、ジュニアキンダーガーテンクラスとして
参加致します。
・週 5 日コースをご希望の場合には、こちらの「ジュニアキンダーガーテン」コースと並行して、
プリスクール（火曜日・木曜日）も別途受講可能です。
空き状況についてはお問い合わせください。また時間外有料スポットケアもご利用いただけます。
（～18：00）
・キンダーガーテンのカリキュラムに合わせ、Field Trip(遠足)や社会科見学を通し実物に触れた
教育を行っています。
・保護者様へ、キンダーガーテン同様月毎にクラスの Newsletter（次月カリキュラムのご案内）
や Monthly Report（写真付月間報告）を発行いたしますので、クラスの予定や様子がより明確
に楽しくご確認いただけます。
・次年度キンダーガーテンへの進級の際は、ご優先での願書受付期間を設けております。
（願書受付後は、お子様の簡単なテストが別途ございます。）

Aloha International Preschool
お問合せ：TEL:03-6908-8150

受付時間:月～金曜日

FAX : 03-3889-8747

9:00～18:00

Aloha International Preschool

Junior

2021.4~2022.3

Kindergarten

Junior Kindergarten is a 3 days/week fixed course (Mondays, Wednesday, Fridays) based on our
Kindergarten curriculum. It is the optimum class if you want your child to study in our Aloha
Kindergarten. In All in English environment, we provide education in which children are exposed to real
things including Circle Time when they develop basics of group activities through interactions with
others and group plays, Worktime focusing on individual interests, Parent’s Day, Field Trips (with parents,
social). Children’s talent as well as English are brought out through activities of their interest area.

ンダーガーテンのカリキュラムに基づいた週
3 日制Target
（月・水・金）固定コースとなります。
Kindergarten
Class
Time
Fee(JPY) [10% Tax
Included]
を検討されているお子様に最適なクラスです。
Junior Kindergarten
Mondays

Children born

Wednesdays

April 2, 2018 ～

Fridays

Aug.31, 2019

♢Entrance

22,000

All inBy
English
での生活の中、子ども同士の交流やグループでの遊びの経験を通しグループ活動の基礎を
Teacher
♢Monthly
55,000
育むサークルタイム、個人の興味を重視したワークタイムを始め、授業参観・遠足、社会科見学を通し
Assignment System

実物に触れた教育を行ってまいります。興味分野に基づいた様々なアクティビティーを通し、英語力の
♢Materials (Half Year)

9,900

みならず個々の才能を楽しみながら引き出します。
Upto 18 children,
９：３０～１３：３０

Kitasenju

3 teachers

♢Continuation (Half Year) 9,900

★ Additional fee of lunch \4,620, Aloha T-shirt \1,925, Trainer \3,025, red/white cap \715, bag \4,400
(10% tax included) is necessary. If your child is to use our School Bus services additional bus fee of \4,620
is also required.
★ No make-up lesson should your child be absent.

Junior Kindergarten Features
This class can be the goal of preschool, and also is a preparation
class if you want your child to study in our Aloha Kindergarten.
① Teacher Assignment System
Lessons will be givey by native & Japanese teachers, both
assigned. Class mates are fixed, too.
② Participation in Class Events and Kindergarten Annual Events
・There will be Field Trips and class parent’s day in each terms.
・Children will attend Kindergarten Sports Day and Recital as Junior Kindergarten class
children.
・Should you want 5 day/week course, you can additionally apply for preschool (Tuesdays &
Thursdays) separately in addition to this course.
Please make inquiries for availability. Spot care service is also available after class with
additional fee. (～18：00)
・Education in which children are exposed to real things through Field Trips (with parents,
Social) are given aligned with our Kindergarten curriculum.
・Similarly to Kindergarten classe, Monthly Newsletter (introducing next month curriculum)
and Monthly Report (with photos) will be sent to parents, so you will clearly know the plan
and situation of your child’s class.
・To enter our Aloha Kindergarten, Aloha Junior Kindergarten children can apply before
others. (Simple test will be given to your child then).

Aloha International Preschool Kitasenju
TEL:03-6908-8150

FAX : 03-3889-8747

Opening Hours: Monday～Friday

9:00～18:00

