
日本語クラス教室 2022年度（2022年9月-2023年6月）
開講クラス予定・学費一覧表

Japanese Class Year 2022-23 (Sep 2022-)
Scheduled Classes・ Tuition Fee

クラレンスインターナショナルスクールの日本語プログラムは、未就学児を対象に、日本の小学校、または東京

のトップインターナショナルスクールへの入学に必要な日本語能力を身につけることを目的としています。授業

はクラレンスのオリジナルカリキュラムを使い、楽しく日本の文化や芸術に触れ、質の高い授業と学習で、子ど

もたちに日本語の基礎をしっかりと身に付けさせます。幼稚園児に必要とされる単語や、ひらがな・カタカナの

書き方など、子どもたちの成長に合わせて、教師が指導します。

The Clarence International School Japanese Programme is designed especially for preschool children to
provide them with the Japanese skills they need for entry into Japanese schools and top Tokyo international
schools.

The classes are delivered in our unique Clarence way; full of fun, arts, cultural immersion and high quality
teaching and learning and will provide children with a solid foundational understanding of the language. Our
teachers will guide students on their journey whether it's learning first words or writing in hiragana and
katakana.

日本語クラスを３クラスご準備しております：さくらクラスとすみれクラス、もみじクラスとなります。

日本語のレベルによって学習内容が異なりますので、詳細は各クラスの概要欄にてご確認下さい。

We have 3 classes in our Japanese programme; Sakura, Sumire and Momiji Class.
Please see below for the academic goals of each class.

場所

Place
クラレンスインターナショナルスクール本館 (南青山3-9-5）

Clarence International School Main Building (3-9-5 MinamiAoyama)



クラス定員

Class Capacity
1クラス8名

8  pupils per class

レッスン時間

Lesson Time
開講クラス

Class
学習内容

Academic Goals

火曜日 Tuesday
15:15-17:25

さくらクラス

Sakura Class
(Level 1)

初めて日本語を学ぶお子さんを対象としたクラス。

For children with non-native Japanese language skills who are learning the language for
the first time.

日本の文化や行事、日本の歌や言葉遊びなどを紹介しながら、楽しく日本語を学んでいきます。
今から日本語の勉強を始めることで、Year1の国語クラスにスムーズに参加することができます。

学習内容
● ひらがな学習
● 簡単な挨拶
● 発表と簡単な質疑応答
● 歌や詩の音読
● 日本語の文法と単語学習
● 工作やアート
● 日本文化
● 日本ならではの文化行事や遊びを楽しんだり、日本的なマナー（お友達や先生の呼び

方や座り方等）、お箸の持ち方、紐の結び方といった、日本ならではのお行儀指導も取
り入れています。

In this class, children will enjoy learning Japanese with a focus on Japanese culture and
customs through fun songs, arts and word play.

Contents of learning
● Hiragana
● Short greetings
● Presenting and answering/asking simple questions
● Songs and reading poems aloud
● Japanese grammar and vocabulary
● Crafts and arts
● Learn Japanese cultural events, games and mannerisms (how to address your

friends and teachers, how to sit down) including how to use chopsticks, how to
tie a string, etc.

水曜日 Wednesday
15:15-17:25

すみれクラス

Sumire Class
(Level 2)

日本語を母語とするお子様を対象とした初級クラス。来年度、Year 1に入学を検討されている、ま
たは日本の小学校への進学を希望されている生徒を対象としています。

Beginner class for children who are native Japanese speakers. This class targets those
who are planning to enrol into Year 1 at top school or Japanese Elementary Schools.

インターナショナル・プライマリースクールの日本語教師と協力し、ひらがなの学習、音読、発表な
ど、4つの技能（読む、書く、聞く、話す）をバランスよく授業に取り入れています。
学習内容

● ひらがな学習（ひらがなを読める、書けることを目指します）
● 発表と質疑応答
● 歌や詩の音読
● 聞き取り・話し方（語彙力向上とともに表現力の幅を広げ、集中力や言語運用能力を高

めます）
● 語彙学習（幼稚園児に必要とされる語彙をテーマ別に学習しマスターします）
● 詩の音読（本をじっくり読み進め、ひらがな文をすらすら読んだり書いたりする力を養い

ます）
● 工作やアート
● 日本ならではの文化行事や遊びを楽しんだり、日本的なマナー（お友達や先生の呼び

方や座り方等）、お箸の持ち方、紐の結び方といった、日本ならではのお行儀指導も取
り入れています。

Working with our network of experienced Japanese teachers, we have incorporated all
four literacy skills (reading, writing, listening, and speaking) in the lessons in a
well-balanced manner including learning Hiragana, reading aloud poems, and presenting
so that children have the skills required for entry.



Contents of learning
● Hiragana and Katakana  (aim to be able to read and write)
● Presenting and asking/answering simple questions
● Song and reading poems aloud
● Listening, ways of speaking (improving vocabulary, concentration and language

skills and broadening expression)
● Vocabulary study (thematic study to master vocabulary that are necessary to

know entrance into top schools)
● Reading aloud poems (reading books carefully and developing the ability to read

and write hiragana sentences fluently)
● Crafts and art
● Learn Japanese cultural events and games, and mannerism (how to call your

friends and teachers, how to sit down) including how to use chopsticks, how to
tie a string, etc.

金曜日 Friday
15:15-17:25

もみじクラス

Momiji Class
(Level 3)

日本語を母語とするお子様を対象とした上級クラス。来年度Year 2に入学を検討されている、また
は日本の小学校への進学を希望されている生徒を対象としています。

Advanced class for native Japanese speakers, who are planning to enrol into Year 2 at top
school or Japanese Elementary School.

インターナショナル・プライマリースクールの国語科講師と連携し、Year 2 入学までに必要な４技
能「読む、書く、聞く、話す」をバランスよくレッスンに組み込み、ひらがな、カタカナ学習や音読、
歌、発表などを行います。
※ひらがなを読める、書けるお子様を対象としたクラスになります。
※来年度Year 2に進学を希望されている生徒で、ひらがなをマスターされていない生徒は、すみ
れクラスをご受講下さい。

学習内容
● ひらがなの復習とカタカナの学習 （ひらがなについては、書き順やバランスに注意しな

がら書く）
● 発表と質疑応答
● 聞き取り・話し方（語彙力向上とともに表現力の幅を広げ、集中力や言語運用能力を高

めます）
● 季節の歌や詩の音読
● 語彙学習（幼稚園児に必要とされる語彙をテーマ別に学習しマスターします）
● 工作やアート（指示行動）

This class targets children who are native Japanese speakers who already have some
formal Japanese tuition. We aim to build upon previously learned skills to ensure pupils
have a deep and broad understanding and usage of Japanese.

Contents of learning
● Hiragana and Katakana (learning to write in correct stroke order and balance)
● Presenting and answering/ asking simple questions
● Listening and speaking (to improve vocabulary as well as broadening

expression, concentration and language skills).
● Songs and reading poems aloud
● Vocabulary study
● Crafts and art

【時間割 Timetable 】

総合レッスン Comprehension Lesson 内容 Contents



15:15-15:25 サークルタイム
Circle Time

詩の音読、季節の歌、発表

Songs, games, review of previous learning

15:25-15:45 文法、語彙の学習
Grammar & Vocabulary

絵本の読み聞かせや、お話作りなど、語彙遊びを通し、

日常生活に必要な語彙を学習します

Learning essential vocabularies for daily life through
reading picture books, creating stories, and playing
vocabulary games

15:45-16:10 テキスト学習
Textbook

読み書きの練習

Grammar Point & Exercises
※クラスによって学習内容が異なります ontent varies by
class

16:10-16:15 復習と宿題

Review & Homework
-

会話レッスン Conversation Lesson 内容 Contents

16:25-16:35 サークルタイム Circle Time 歌、詩、ゲーム、復習 Song, Poem, Games, Review

16:35-16:45 聞き取り・話し方
Listening & Speaking

お話の記憶

総合クラスで学習した語彙を使い、会話に発展させま

す。

Students will use the vocabulary learned in the class and
integrate it into conversation.

※クラスによって学習内容が異なります。

The content varies depending on the class.

16:55-17:20 アート(巧緻性）
English & The Art

アートを取り入れたアクティビティ

Art Activities: Visual Arts, Performing Arts

17:20-17:25 お話の時間
Story Time

お話と復習

Story and review

※上記の時間割は一例となりますので、内容が変更する場合があります。This is a sample timetable and may be
subject to alteration .
※生徒８人につき講師１人が担当致します。1 teacher per 8 students will be assigned.
※お申し込み人数が4名に達しないクラスは開講いたしませんので、あらかじめご了承ください。
The class will not be opened if the number of students does not reach to 4.

【学費一覧 Fees 】

日本語クラス学費一覧

Clarence Japanese Class Fee List
年間施設費

Annual Resource Fee
教材費

Textbook Fee



Sep 2022-Aug 2023 （art materials, system management fees,
insurance fees)

月謝

Monthly
Tuition Fee

総合クラス(60分)+会話クラス(60分）
Comprehension + Conversation Class

¥19,800 ¥11,000 ¥22,000

入学金

Admission Fee
（※Preschool生徒または卒業生は免除

Preschool students or graduates are exempt）

¥22,000

※上記の全ての学費が税込表記となっています。All fees listed above include tax.
※すべての曜日が年間40回となっており、月によりレッスン数が変動しますが、固定お月謝制となります。
All days of the week have 40 lessons a year. The number of lessons varies from month to month, but the monthly fee is fixed.
※途中入会の場合も教材費は全額発生致します。

※Pupils joining during the course of the year will be charged the full textbook fee.
※9月〜翌年1月に入会される場合は、年間施設費を全額お支払いいただきます。2月〜6月に入会される場合は、年間施設費が
半額となります。

※Those joining the programme during September-January in the following year will be charged the full resource fee, those joining
February to June will be charged 50% of the resource fee.
※入学金と年間教材費、お月謝（入会月と翌月分）のお振込完了の確認をもって、お席の確保をさせていただきます 。Your
child's seat will be officially secured seat upon receiving the admission fee, annual materials fee, and monthly fees for the month of
enrollment and the following month.
※お振込後の返金、キャンセルは、いかなる理由があってもお受けできません。予めご了承下さい

Please note that no refunds or cancellations will be accepted for any reason after payment has been made.
※各クラス60分授業となり、両クラス共に参加が必須となります。
Both of these lessons will be compulsory and will be 60 minutes long.
※生徒８名に対し講師が１名付きます。

1 teacher per 8 students will be assigned.
※音楽CDは授業初日にお子様にお渡しします。Music CD will be given to children on the first day of class.
※原則は一人の生徒につき１クラスまでの受講をお願いしておりますが、クラスに空きがある場合のみ、もみじクラスを受講のお子
様は、すみれクラスを合わせてお取り頂くことも可能です。その場合、宿題はもみじクラスからのみお出しします。

Generally, pupils can take up to 1 class. However, pupils taking Momiji class can also take  Sumire class if there is an
availability. In that case, homework will be given only from Momiji class.
※すみれクラスともみじクラスでは、授業で習ったひらがな、またはカタカナを宿題としてお出しします。諸事情により宿題の提出が

難しい場合は、担当講師にご相談下さい。 In Sumire class and Momiji class, pupils will receive homework based on
hiragana and/or katakana they have learned in class. Please consult with the instructor in charge if it is difficult to
submit the homework due to certain reasons.
※お休みされた場合の振替はお受けできませんので、予めご了承下さい。
There will be no make-up lesson in case of absence.
※ 詳細は、入会パッケージでご確認下さい
Please read through the documents enclosed in the renewal/registration package for more details.

【 How to join the class 入会までの流れ 】

1. お子さまの該当クラスの空き状況について、事務局までお問い合わせください Contact the school office to check
availability for your child’s applicable class

2. 体験レッスンに参加（任意）Request for a trial lesson (optional)
3. 入会申込書を事務局に提出 Submit application form to school office
4. 入会時諸費のお振込が完了次第、正式にお席を確保 Seats are officially reserved upon completion of payment

of the initial registration fees

Please contact the school office (office@clarenceschool.jp) if you wish to book a trial lesson. 体験レッスンへのお申込みに
関しては、スクール事務局 (office@clarenceschool.jp) までご連絡ください。※We will register your name on the waiting list
if there is no availability in the class. クラスに空きがない場合は、ウェイティングにお名前を頂戴致します。

mailto:office@clarenceschool.jp
mailto:office@clarenceschool.jp

