Marist English School
The English Class Lesson Plan
レッスンスケジュール



Class A
Class B
Class C
Class D

 水曜日 １６：００～１７：００
 水曜日 １７：００～１８：００
    木曜日 １６：００～１７：００
    木曜日 １７：００～１８：００

＊
土曜日に、レッスンをお休みしたお友達の為の予備クラスを無償で設けています！
（カレンダーの中で青くなっている日にちをご確認ください）
1. Marist English School’s themes are age appropriate and provide important stimulating
vocabulary for all English language learners.
マリストイングリッシュスクールのテーマは年齢にあったものを用意し、すべ
ての英語習得者にとって、重要かつ興味深い語彙に触れられるようにすること
です。
2. Students will engage in writing, reading, oral language activities, phonics, workbook
activities and games.
生徒達は読み書き、会話、歌、ゲームをします。

Advanced Class Eiken Practice（英検の練習につきまして）
We would like to incorporate Eiken practice sheets into some of our class lesson plan. During
our individual work time in class we will try Eiken practice activities. Our goal is to help students
prepare for Eiken testing and become familiar with the test.
クラスによっては、レッスンプランに英検の練習用プリントを組み込みたいと考えてお
ります。レッスン中にある個別の時間に英検の対策アクティビティを組み込もうとして
おります。私たちの目標は、英検の練習を通して、テストに慣れたり、難しい内容に触
れたりするよう手助けをしていくことです。

Lesson Plan

レッスンプラン
We continue to update our teaching strategies to meet the needs of each group of students.
Teachers are working to prepare lesson plans and activity sheets that challenge each group of
students at their level. As well, adjustments are made during the lessons to ensure students
are focused and learning English to the best of their ability. Lessons are divided into
Speaking ( ※Show and Tell), Reading ( Eiken Practice), Writing, and closing English games
今後も、各生徒のグループのニーズに合った学習法を常に更新し続けて参ります。教
師達は、レッスンやアクティビティを、各生徒グループレベルで、挑戦してもらえる
ような内容で準備しています。また、皆さんが能力を最大限に出して集中して英語を
学べるようにレッスン中に調整しています。レッスンは、スピーキング（※ショー＆
テル）、リーディング（英検練習）、ライティングと最後の英語ゲームに分かれてい
ます。

Daily Lesson Outline(レッスンの内容)

Group Welcome（はじめに）
● Individual Greetings Speaking Activities
個々の挨拶指導
● Group- Introduce Target Vocabulary   ターゲットの単語
   Dictation Center（聞いて書く練習）
● Students learn to listen and write English sentences focusing on spelling and
punctuation.
スペルや句読点に気をつけながら英文を聞いたり書くことを学習します
● Individual Learning Time – one on one teacher and assistant time
個人レベルでの学習－一人ずつ教師がアシスト
Reading and Listening Center(読む、聞く練習)
*Advanced Class Eiken Practice*(発展クラスの英検練習)
● Phonics, Reading, Writing targets
ターゲットのフォニックスと読み書き
● Eiken Practice   英検のマテリアルを使用してテスト形式の練習
● Strategic Reading   内容理解を深めるリーディング
Speaking Center(話す練習)

Vocabulary review: Students are asked to listen and repeat vocabulary words that
include nouns and verbs.
単語の復習：名詞と動詞を含む単語の反復練習をします。
● Daily Question and Answer time with teachers in small groups.
小グループにて教師と日常のQ&A
● Students will divide into small groups with one teacher or assistant and be asked daily
conversation questions.
生徒たちは教師またはアシスタントと共に小グループに分かれて日常会話の
Q＆Aをします。
●

Group Closing time- （最後のグループタイム）
● Oral Language Games 
言葉遊びゲーム
● Good-bye

解散

All students and parents must be off the Marist playground immediately
after the lesson.
児童、保護者の皆さんはレッスンが終わりしだい速やかに下校して下さい。

Tuition Information
授業料

・3250yen per class

1レッスン\3250/1時間（兄弟割引２０％ \2600/1時間）

・3 classes per month between August 2017 and August 2018.
 2 017年8月～2018年8月の間に、月３回レッスンがあります。
● Free Make-up classes available!
無料の振替えレッスンがあります。

Tuition Payments

Monthly = 3,250 yen per class for the number of classes in that month.
Deadline for payment is the first of the month.

授業料の支払いについて
月払い＝１レッスン3250円でその月に行なうレッスンの回数分をお支払い下さ
い。
お支払い期限は、毎月一日となります。
      Months                           Fees(Wed)    
September
October
November
December
January
February
March
April
May
June
July
August

Fees(Thu)

  9750yen          9750yen
  9750 yen
  9750yen
  9750 yen          9750yen
              6500 yen
   6500 yen
 9750 yen
   9750yen
              9750 yen
    9750yen
 9750 yen
    9750yen
 9750 yen
    9750yen
 9750 yen
    9750yen
 9750 yen
     9750yen
 6500 yen
     6500yen
 6500 yen
    6500yen

  Deadlines
 Sep 1, Deadline
 Oct 1, Deadline
Nov 1, Deadline
 Dec 1, Deadline
Jan 1, Deadline
Feb 1, Deadline
March 1, Deadline
April 1, Deadline
May 1, Deadline
June 1, Deadline
July 1, Deadline
August 1, Deadline

***There are no discounts for students who will miss a class because
make-up classes are available.

注：レッスンをお休みしたお子様には、振替レッスン日を設けておりますので、授業料の減額
はいたしません。お休みされる際は、必ずスタッフへご連絡下さい。

Students joining mid-month pay using the following:
3250 yen×number of classes remaining in the month.

月の途中からスクールに参加される方は、￥3250×レッスン回数分をお支払い下さい。

How to Pay （お支払い方法について）
 Please pay in an envelope provided.

お渡しする月謝袋にてお支払いください。

Required School Supplies
持ち物

・Communication Folder コミュニケーションフォルダー
・Carrying case for all items
全て入れられるカバン

★Please label EVERYTHING★
持ち物には必ず全てにお名前を書いて下さい。

Marist English School
Application Form
(申込書)

Name:
（名前）

_________________________________________

Date of Birth:
（生年月日）

_________________________________________

Grade Level
（学年）

_________________________________________

Address:
（現住所）

       _________________________________________
_________________________________________

Home Phone:
（自宅の電話番号）
Mobile Phone:
（携帯電話）

_________________________________________

         _________________________________________________

Emergency Phone number:   _________________________________________________
（緊急連絡先）
Email Address:            ______________________________________________________________
（E メールアドレス）

If there is any information you feel is important for us to know about your child please write it below. (ie.
Allergies, medication)

もしお子様のことで何か特別、先生に知ってほしいと思われること（例えば、アレルギーや病気のこと
などに関して）があれば、下記の空白にお書きください。

Important Information 重要なお知らせ
I will not send my child when he/she is sick.
子供が病気の時には無理をさせず自宅休養させます。
● I understand that the school has to be locked by 6:00 p.m.and I will leave the campus immediately after the
lesson.
学校の施錠時間が午後6時である事を理解し、レッスンが終わり次第すぐに下校します。
Marist Brothers International School will not be held liable for any actions taken by my child after or before
      lessons.
      マリスト国際学校はレッスン前と後に起こったお子様の行動やトラブルには一切責任をおいま
せん。
●

I agree to these conditions and as they apply to Marist English School.
    上記事項に同意し、マリストイングリッシュスクールに申し込みます。

Signature

__________________________

〔署名〕

Date
〔日付〕

__________________________

