ＮＹ育英学園

2021 年度
ニューヨーク育英学園主催
アフタースクール部門

アフタースクール

現地校に通うお子様がいるご家庭では、子
どもの日本語の保持、伸長に日夜努力をされ
ていることでしょう。しかし、家庭の中だけ
では効果は高めにくいものです。なぜなら、
子どもたちの言語能力の育成には、継続した
意図的、計画的な指導が大切だからです。
日本語の基礎を作る時期を逃すことなく育
英アフタースクールプログラムで大切な言語
力の基礎を築いていきましょう。

AFTERSCHOOL
アフタースクール NJ

～現地校へ通う子どもたちのための
平日補習プログラム～

『幼児の教室』
『小学生の国語・算数教室』

『途中編入の手順』
新年少・新 1 年生出願は募集要項をご覧ください。
１ 学籍登録料＄５０と審査試験/手続き料＄６０と
ともに以下の用紙を郵送又はご持参ください。
① 学籍登録用紙
② 生育歴調査表（幼児部のみ）
③ 編入予備調査表（小学部のみ）
２ 審査日の決定（編入の場合）
３ 審査・試験実施（保護者入室不可）
４ 結果連絡（電話又は口頭にて）
５ 書類（納入用紙や緊急用書類、家庭環境調査用
紙、Expulsion Policy）と学費を学園に提出
☆手続きは完了です。「学園のしおり」を見て登園に備え
てください。

Japanese Children’s Society
8 West Bayview Ave.
Englewood Cliffs, NJ 07632
Phone:(201)947-4832

afterNJ.nyikuei@gmail.com
HP: www.JapaneseSchool.org

「小学生の国語・算数教室」

「幼児の教室」（つばめ）
子どもを現地校に通わせながら、「日本語をもっと学ばせたい」「日本語での活動や
学習の場を深めさせたい」という要望をお持ちの方や、「幼児期だからこそ大切な日本
語を学ばせたい」、「母国語である日本語を大切にしていきたい」とお考えの方も多い
のではないでしょうか。そんな声にお応えしてＮＹ育英学園ではアフタースクールプログ
ラムとして平日の午後に「幼児の教室」を開設いたしました。最初はお互いを知らない
園児も、音楽や工作、時には運動を通してすぐに仲良くなります。
〈 対 象 〉３歳～５歳の幼児 (２０１5 年４月２日～２０１8 年４月１日生まれ)
〈入園資格〉年齢相応の発達段階にあり、トイレを自分でできる、日本語による指示が理解できること

ＮＹ育英アフタースクール「小学生の国語・算数教室」は、現地校に通うお子様を持ち、
日本語での学習を続けさせたい、週末は家族でゆっくり過ごしたいと思われている方々
にぴったりのプログラム。楽しく学び、そしてしっかりと学習の基礎を身につけていきま
す。 授業は現地校が終わってからでも通える時間帯ですし、教科書や副教材を使いな
がら、ひとつひとつの学習事項をしっかりとおさえていきます。また、大勢のクラスでは
発言発表の機会も少なくなりがちですが、このクラスは定員１２名の少人数制なので、一
人ひとりの発言発表を重視した授業が進められます。さらに、日本の学校行事には欠か
せない運動会も育英サンデースクールと合同で行っています。

※入園にあたり、審査をさせていただきます。

〈 内 容 〉日本語による遊び、製作活動、紙芝居、絵本の読み聞かせや日本のお歌などを縦割りクラスの保
育を行います。
〈 クラス 〉①火曜クラス ②木曜クラス ③金曜クラス ＊２クラス通う事も可能。
〈 定 員 〉各曜日１０名（３名より幼児教室を開設）
〈 回 数 〉各曜日 年間３６回 （1 学期 11 週・2 学期 16 週・3 学期 9 週）
〈 保育料 〉
週１回（年

教材・設備費

週２回(年

教材費

36 回）

(各学期)

72 回)

(各学期)

１学期

$462

$135

$902

$160

２学期

$672

$135

$1312

$160

３学期

$378

$135

$738

$160

〈 内 容 〉国語の授業を中心に、算数を加えた２教科を行います。
※生活、理科、社会は国語との関連で取り扱います。
〈 定 員 〉各学年

１２名（３名以上で開講）

授業料

容

3:40～3:45

4:15～4:20

登

園（ドライブスルー）

3:45～4:20

4:20～5:20

お絵かき、カルタ等自由な遊び、外遊び

4:20～5:20

5:20～5:50

リズム体操、絵本の読み聞かせ絵画制作
音楽リズム、ゲーム等の活動

5:20～5:30

5:50～6:00

おやつの時間

5:30～5:45

6;00～6:15

ことば遊び、歌、紙芝居の読み聞かせ

5:45～5:50

6:15～6:20

降

園（ドライブスルー）

（各学期）

$880

$190

２学期

$1360

$190

３学期

$880

$190

※入学金

内

教材・設備費

１学期

※学籍登録料

※2020 年度は感染対策で下記の時間設定となりました。
全日制がハイブリッド時

※入学にあたり、試験（国語・算数）をさせていただきます。

〈 授業料 〉

〈１日の流れ〉コロナ対策で開始時刻が変わることがあります。

間

〈入学資格〉年齢相応の日本語力があり、一斉授業の中で学習できること。

〈 授業数 〉各学年 年間３９回（1 学期 11 回・2 学期 17 回・3 学期 11 回）

※ 別途：学籍登録料 $５０、審査試験/手続き料＄６０、入学金＄３００

時

〈 対 象 〉小学１年生～６年生（２００９年４月２日～２０１５年４月１日生まれ）

別途 $５０

※審査試験/手続き料

別途＄６０

別途 ＄３００

〈スケジュール〉コロナ対策で開始時刻が変わることがあります。
※2020 年度は感染対策で下記ハイブリッド時の時間設定となりました。

火曜日：1・4 年生 木曜日：3・6 年生 金曜日：2・5 年生
時間帯

全日制がハイブリッド時

登校

3:50 - 4:00

4:20 - 4:30

ドライブスルー

１時間目

4:00 – 4:45

4:30 – 5:15

国語 漢字、文法中心

２時間目

4:45 – 5:30

5:15 – 6:00

国語 読解、音読中心

休憩

5:30 – 5:40

6:00 – 6:10

スナックタイム

３時間目

5:40 - 6:20

6:10 - 6:50

国語 作文、発表中心

４時間目

6:20 - 7:00

6:50 - 7:30

算数

下校

7:00 - 7:10

7:30 - 7:40

ドライブスルー

内容

※上記の時間割は例です。

〈お申し込み方法〉学籍登録用紙と学籍登録料（＄５０）を学園事務局へご提出下さい。

〈 お問い合わせ 〉学園事務局（２０１）９４７-４８３２ E-mail: afterNJ.nyikuei@gmail.com

