幼児部の活動の様子

幼児部

クラス編成：年中、年長

定員 各 20 名

■基本方針
・明るく素直でのびのびとした子の育成をは
かる。
・自ら経験し考えることによって主体性を育
てる。

歌遊び・製作・折り紙・伝承遊び・言葉遊び・紙芝居･

■教育目標

クッキングなど、様々な活動をしています。

・日本語による環境での保育により言葉の獲
得と思考力の発達を促す。

また、入園式・こどもの日・餅つき大会・お楽しみ
会・お正月・節分・雛祭り･保育参観日・個人面談日･卒

・基本的生活習慣の自立をはかる。

園式などの行事が年間を通してあります。

・友だちとのかかわりを通して情操を育てる。
・日本の文化や行事に親しむ。
■保育内容
日本の文部科学省が定める幼稚園教育要領
をもとにカリキュラムを組んでいます。先生
や友だちとかかわりながら日本の文化やさま
ざまな行事などを体験し、楽しく日本語の習
得ができるような内容になっています。
基本時間割
時間

小学部

クラブ活動

クラス編成：1 年から６年生 定員 各 20 名
■基本方針
・のびのびと自ら鍛える子の育成
■教育目標
・のびのび学び自ら学習する態度を育成し，
基本的な内容を身につける。
・団体生活を通して、お互いを励まし合う
態度を育む。
■学習内容
日本の文部科学省が定める小学校学習指
導要領をもとに日本の学校で使用されてい
る教科書を使って国語・算数を学習します。
加えて、１・2 年生は生活科を、3・4・5・
6 年生は理科と社会科を隔週で学習します。
日本に帰っても対応できる学力をつけるこ
と、日本以外の国にあっても日本語を使う
ことができる力をつけることが大きな目標
です。そして、日本語で学習できる喜びを
感じられるようにしていきます。

現在はコロナウイルス感染予防対策のため開催してお
りません。再開が決まり次第お知らせ致します。

基本時間割
小学部の活動の様子

活動

12：50～1:00

ドライブスルー登園

1：00～1：15

準備

1：15～1：45

自由な活動

1：45～3：00

全体の活動①

3：00～3：15

おやつ

3：15～4：00

全体の活動②

4：00～4：30

運動

4：30～4：50

帰りの準備

楽しい行事を通して、できるだけ日本の学校に
近い体験をしていきます。そして日本文化や日本語
を大切に思う心を育てます。
また、クラス懇談会・参観授業・個人面談・通
知表を通して保護者の皆様と連携を深めています。

時間

活動

登校

12：50～1：00

ドライブスルー登校

はじめの会

1：00～1：10

準備

１時間目

1：10～1：50

国語

２時間目

1：50～2：30

国語

3 時間目

2：30～3：10

1・2 年は生活
3～6 年は理・社（隔週）

休み時間

3：10～3：30

４時間目

3：30～4：10

算数

５時間目

4：10～4：50

算数

帰りの会

4：50～5：00

清掃・帰りの会

※生活 科、 理 科、 社会 科の 実 施時 間は学 年に よ
って変わります。

サンデースクールの前後となる午前や放課
後には、日本語による様々な教室が開催さ
れています。(以下の全てのクラブ活動は、サ
ンデースクール在籍者以外も参加が可能です。)
【午前】
■日曜音楽教室(ピアノ、バイオリン)
対象は 4 歳から中 3 まで。専門の講師が個別
レッスンを行います。年に１回の学園全体の発
表会にも参加して、練習の成果を発表します。
■日曜寺子屋アカデミー
(習字〔毛筆・硬
筆〕、そろばん、理科
実験、アート)「読
み・書き・そろばん」
に、理科実験やアート
などの普段体験できな
いような活動を加え
て、幅広い知識や技術を習得できる『現代版寺
子屋』とも言うべきユニークなプログラムとな
っています。
■日曜野球教室
(※親子での参加が可能)
初心者から上級者までの様々なレベルに応じ
た指導をしています。また、毎回の練習の最後
には試合を行い、どのお子さ
んでも楽しめるように、学園
独自のルールを作り、試合を
します。
ホームスクール・システム(HSS) について
2020 年度よりホームスクール・システムは各
サタデースクール、サンデースクールに附属し
ています。

20２２年度

登録要項

■対象 幼児部年中～小学 6 年生（日本式学年暦）
（2010 年 4 月 2 日～2018 年 4 月 1 日生まれ）
■定員
・幼児部(年中・年長 ）各 20 名
※幼児部は 1 クラス 2 名の教師が保育にあたります。
※年中・年長ともに人数が定員に満たない場合には
年中と年長の混合クラスになります。

・小学部 1～６年生 各 20 名
■学年度 日本式学年暦（4 月～3 月）
■保育・授業日
１学期

毎週日曜日

４月 3 日～

６月１９日（１２回）

２学期 ８月２１日～１２月１８日（１６回）
３学期 １月

８日～

３月１９日（１１回）

入園・入学までの手順
１．お申込み
イ ン タ ー ネ ッ ト 出 願 サ イ ト
【https://id.nyikuei.org/】からお申込みくだ
さい。
２．提出書類
次の書類を出願サイトへご提出ください。
①学籍用紙
②生育暦調査表(幼児部)
入学予備調査表（小学部）
③登録料＄50
④審査試験料/手続き料＄60
※原則オンライン出願となりますが、

■場所

難しい場合は学園事務局へご相談くだ

Japanese Children’s Society

さい。スタッフが一緒に手続きを行う
か紙媒体での出願を行っていただきま

8 West Bayview Ave.

す。

Englewood Cliffs, NJ 07632
●バスの送迎はありません。
●入園入学に際して審査，試験，面接を行います。
●在園年長児は入学試験に合格後，小学部に進学できます。
●お申し込み時に定員に達している学年はウェイティン
グとなります。
●父母会、PTA 等の活動はありません。

2022 年度

保育料・授業料

幼児部

小学部

学籍登録料

＄50

＄50

入学料

＄500

＄500 (250)

1 学期

＄816

＄924

2 学期

＄1088

＄1232

3 学期

＄748

＄847

＊ 上記料金に加え、学期ごとに教材費（幼：$105、小：$138）
と設備費（幼/小：$120） を別途徴収いたします。

＊ 本学園卒園児は，小学部に進級する際の入学金が($250)になります 。
＊ 別途、審査試験料が$60 かかります。
＊ ホームスクールシステム（HSS）準拠コースについて
サンデースクールに通えない児童の為にご自宅へ教師が訪問し、
教科書に添って教えるコースとなっております。学期ごとの納入
となります。1 回あたりのお値段は、90 分コース$150/回、120 分
コース$195/回です。詳細は事務局までお問い合わせください。

３．審査/試験
2022 年度入園・入学申し込み期間
2021 年 12月 1 日(水)～2022 年 1 月 10 日(月)午後 3 時
審査/試験日
2022 年 1 月 23 日(日)
※再試験の場合は再審査料$40 がかかります。
※編入は，随時受付をします。お申し込み後、担当
者より連絡がいき、審査/試験日時の設定をします。

2022 年度
日
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審査/試験内容
幼児部①年齢相応の発達段階にあること。
②日本語による指示が理解できること。
小学部①学年相応の学力を有すること。
国語（読解，漢字，作文）と算数

②集団での学習ができること。（面接）

Ikuei Sunday School
8 West Bayview Ave.
Englewood Cliffs, NJ 07632
Phone (201)947-4832
Fax (201)944-3680
www.japaneseschool.org
E-mail : SunNJ.nyikuei@gmail.com

2021 年 10 月現在

ようこそ、
NY 育英学園サンデースクールへ
サンデースクールは、本学園のブランチ
の１つとして２００８年４月より開校しま
した。開校当初は少人数からのスタートで
したが、現在は幼児部年中から小学部６年
生まで開設され、全在籍数が約６０名とな
っています。文部科学省が定める幼児部教
育 要領、 小学校 学習指導 要領を もとに 保
育・教育活動を実施しており、年間を通し
て、季節の行事、日本文化や日本語を大切
に思う心を育んでいます。また、非常にア
ットホームな雰囲気の中、家庭と学園とが
密に連携して運営されています。

なぜサンデースクール？
サンデースクールの一番の魅力は、日曜
日の午後からの保育・授業という点です。
土曜日を家族と過ごし、日曜日の午前中に
は学園内の日曜クラブ活動、午後からは保
育・授業に参加することで、習い事も学習
も一日にまとめて効率的に学ぶことができ
ます。
＜週末の過ごし方の例＞
【土曜日】
家族とゆっくりと過ごす
【日曜日】
午前：学園内のクラブ活動・サンデースクールの準備
午後：サンデースクール 13:00～17:00

■ご見学も随時行っております。ご見学をご
希望の場合、事前に学園までご連絡ください。

