ＮＹ育英学園

語学部門

2020 年度

参加申込書

この申込書に必要事項を記入し，学園事務局にご提出下さい。希望曜日があ
れば，曜日に○をして下さい。

ご希望のクラス

授業料

□幼児 ESL（初級:ペンギン）月・火・水
幼 □幼児 ESL（中級:いるか）月・水
児 □幼児 ESL（中上級:オルカ）火
□幼児 ESL（上級:くじら）月
□ＥＳＬⅠ （全日制 ESL1/2 レベル対象）
小
□ＥＳＬⅡ （全日制 ESL2/3 レベル対象）
学
□ＥＳＬⅢ （全日制 ESL3/4 レベル対象）
生
□ＥＳＬⅣ （全日制 ESL4/5 レベル対象）
□トライアル希望（

月
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■小学生 ESL クラス
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Name：

※開講曜日は学期により変更になることがあります。
詳しくはお問い合わせ下さい。

氏名：
生年月日：（満
年

LET’S STUDY ENGLISH!

■幼児 ESL クラス

＄39/1 回

幼児＄３8
全日制＄３9

日）

クラス時間割

月

歳）

学年：

日

性別：

２０１９年度

＜地図＞
NY 育英学園アフタースクール語学部門の ESL クラスは、
NY 育英学園本校舎で行われます。
□男

□女

住所：

電話：
携帯：
保護者氏名：
特記事項（アレルギー，病気など）
上記の者，アフタースクール ESL に申し込みます。
参加にあたり，学園の方針に従います。
署名
日付

キ
リ
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ト
◇ トライアルについて：各クラス，トライアルが可能です。上記 リ
のご希望のクラスとトライアル希望欄に記入し，トライアル料
金をお納めください。
◇ 持ち物について
・ 筆記用具（鉛筆・消しゴム・色鉛筆）
・ バッグ（レターサイズ厚さ１インチのバインダーが入るもの）
※初回にバインダー，テキスト等をお渡しします。
◇ 申込書とチェックの宛先は，
Japanese Children's Society, Inc.です。
◇ 領収書はリターンチェックとさせて頂きますが，特に必要な方
は，□にチェックして下さい。

→

□領収書必要

幼児ＥＳＬクラス
りんごラーニングセンターについて

～楽しく英語を習得～

りんごラーニングセンターは NY 育英学園の語学学校および
保育部門です。本校舎より２ブロックほど離れた校舎で，幼
児から大人までを対象に英語・日本語のグループおよびプラ
イベートレッスンを実施しています。英検対策やサマーキャ
ンプ，冬期講習なども行っています。詳しくはお問い合わせ
下さい。

小学生ＥＳＬクラス

住所：2460 Lemoine Ave, #105 Fort Lee, NJ 07024
Tel： 201-947-4707
＊学園本校舎からは９W(Lemoine Ave.)を GWB に向かい、1 つ目の
信号（Washington Ave.の交差点）の手前の左側にあるクリーム色の
５階建ての建物の１階になります。駐車場へは，建物のすぐ横のドラ
イブウェイからではなく，交差点を左に曲がり，少し先の左手にある
大駐車場をご利用下さい。

～英語力をジャンプアップ～
問合先 ： ニューヨーク育英学園
アフタースクール語学部門
住所 ： 8 West Bayview Ave.
Englewood Cliffs, NJ 07632
電話 ： 201-947-4832
Fax ： 201-944-3680
H P ： www.japaneseschool.org

幼児ＥＳＬクラス
歌・チャンツ・リトミック，ゲーム，アート，絵本・カ
ードなどをふんだんに取り入れて，英語に親しみながら，
日常生活に必要な英語力をバランスよく鍛えます。また，
中級クラス以上は，子どもたちが自分の力で文字を読み，
書けるようフォニックス学習にも力を入れます。
いずれのクラスもアメリカ人講師が担当します。

■幼児 ESL クラス（各クラス定員 12 名）

・チャンツ（chants:リズムに合わせながら韻を踏む言葉を言うことで英語独
特のイントネーションやリズムを身につける学習法）
・リトミック（eurhythmics: 音の感覚を体感的に身につける手法）
・フォニックス（phonics: アルファベットの基本の音のルール）

■対象：幼稚園児

➢

年少～年長

月～水

幼児 ESL ペンギン

（初級：１年目）

初級クラスは渡米してまだ間もない一年のお子さまで，アル
ファベットの学習をまだ始めていない方に最適のクラスです。
会話を中心にクラスを進め，英語に慣れ親しんでいきます。

＊全日制幼児部園児対象。
＊年度途中退園者のアフターESL 継続は可能。
＊年齢相応の発達にない（おむつが取れていない、指示が聞けないな
ど）場合は受講できません。

■曜日と時間

＜授業の様子＞

＊年齢・英語レベルを考慮したクラス編成になっています。
＊各クラスとも２名以上から開講します。
＊受講者 2-6 名まではネイティブ教師１名で担当、7-12 名の場合はア
シスタント教師と２名体制で担当します。
＊初めての方は，クラスを見学することができます。また必要に応じ
て，レベルをチェックしますので，お気軽にご相談下さい。

➢

幼児 ESL いるか

（中級：２年目）

中級クラスはアルファベットの読み書きの練習を本格的に始
めます。また，初級クラスから継続して会話を中心にクラスを
進め，歌やゲームなどで，英語のフレーズを学びながら，話す
力を伸ばせるようになっています。

各クラス 50 分

＊裏面の時間割および別紙のスケジュールをご覧下さい
＊3:20～3:30 の間にドライブスルーを行います。（3: 30 までにお迎え
に来られない場合は，ベビーシッタールームをご利用いただきます。）
＊マンハッタン便スクールバスを利用されている場合，クラス終了後，
小学生と一緒にスクールバスに間に合います。

➢

幼児 ESL オルカ

くだものと色の学習（いるか）

（中上級：2,３年目）

中上級クラスは，幼児 ESL に２年または３年在籍されたお子
さま向けになっています。会話の練習が中心ですが，このクラ
スからはアルファベットの基本の音のルール（フォニックス）
や Sight Word を学習し，読む力も少しずつ付けていきます。

■授業料：＄38/回 教材費：別途徴収（前月払い）
＊返金の規定は全日制クラブに準じます。
＜幼児 ESL クラスの基本スケジュール＞ 例：いるかクラス
2:30～2:40
ジュースタイム＆今日の本
2:40～3:00
歌・今日の表現（会話）
3:00～3:15
今日のアルファベットとその基本の音，
そのアルファベットで始まる言葉の練習
3:15～3:20
帰りのしたく ※毎回簡単な宿題が出ます。

➢

幼児 ESL くじら

（上級：ﾊﾞｲﾘﾝｶﾞﾙ）

上級クラスはバイリンガルのお子さま向けで，フォニックス
や Sight Word の学習に力を入れます。簡単な単語をみただけ
で，発音でき，簡単な絵本を自分の力で読めるといった，現地
校キンダーレベルの英語力をつけられるように指導します。

小学生ＥＳＬクラス
■曜日と時間
習熟度別の少人数のクラス編成で，生きた英語をのびの
びと学びます。アフタースクールのＥＳＬクラスでは，コ
ミュニケーションスキルに更に重点を置き，体で英会話表
現を身に付けます。
いずれも指導経験の豊富なネイティブ教師が英語らしい
発音と表現を身に付けるよう指導します。
また，全日制 ESL 上位クラスへの半年から１年後のジャ
ンプアップを目指すほか，現地校編入へのソフトランディ
ングを可能にします。

■対象：小学生 1～6 年生
＊全日制小学部児童対象。年度途中退園者のアフターESL 継続
は可能。外部の方はりんごラーニングセンターをご利用下さい。

各 50 分

＊裏面の時間割および別紙のスケジュールをご覧下さい。
＊NJ 在住の方は 4:30～4:40 の間にドライブスルーを行いま
す。(4:40 までにお迎えに来られない場合，自習室を利用い
ただきます。）

■授業料：＄39/回

アルファベットの練習（いるか）

教材費：別途徴収（前月払い）

＊返金の規定は全日制クラブに準じます。

■小学生 ESL クラス（各クラス定員 6 名）
➢
➢
➢
➢

ESL
ESL
ESL
ESL

Ⅰ：全日制 ESL１,２クラスレベル
Ⅱ：全日制 ESL２,３クラスレベル
Ⅲ：全日制 ESL３,４クラスレベル
Ⅳ：全日制 ESL４,５クラスレベル

＊各クラスとも 2 名以上から開講します。１名の場合は$49/回
＊学期の途中で１名になった場合は学期が終了するまで開講します。

絵本の読み聞かせ（ペンギン）

