Kindergarten Program 2018-2019
Introduction
Twinkle Star International Kindergarten is a three year program that is an introduction to children of a
formal learning process to follow during the rest of their school life. Our curriculum is based on programs
developed in Western countries. There are periods of time for creative activities as well as more formal,
structured lessons. English is used as the primary medium for instruction. We warmly welcome children of
any nationality and provide a multicultural atmosphere where they can learn about different cultures in a
pleasant social setting. The school is very bright and designed to be a fun learning environment. We
have six classrooms and a large play area. There are two English-speaking teachers in each classroom
and also Japanese staffs in the office.
トゥインクルスター・インターナショナルキンダーガーデンは、3 年間のプログラムで小学校入学まで通
うことが出来ます。カリキュラムは欧米のキンダーガーデンのメソッドを取り入れており、学習の時間
に加え、クリエイティブなアクティビティーの時間などがあります。また、スクールでの生活はすべて
英語で行われます。様々な国籍の先生たちやお友達に囲まれ、子供たちは自然に楽しみながら異文化、
欧米の文化や英語に親しむことが出来ます。スクールはとても明るく楽しい雰囲気で、6 つの教室と広々
としたプレイエリアを備えています。各クラスに 2 名の教師・その他スクール内には日本人スタッフが
常駐しています。

Education Philosophy
The teachers encourage children to develop:
以下の事柄がバランスよく発達していくよう指導していきます。
☆Respect for self and others
協調性
☆ Exploring and expressing
表現力
☆Creativity in various life activities 創造力
☆Maintaining attention
集中力
☆Independence
自立心
☆Responsibility
責任感
☆Manner
マナー

Daily Activities
--Morning Circle
We talk about the days of the week, the months of the year, and weather.
We also do alphabet, phonics, vocabulary, songs and movement.
モーニング・サークルでは天気や季節などのお話、フォニックス、アルファベットの学習や本の読み聞
かせやその月に習うお歌、ムーブメント、またテーマになっている単語やフレーズの学習をします。
--Outdoor Activities
If the weather permits, we take walks to the local park that is 6 minutes walking distance from our school.
天気のよい日は徒歩 6 分の公園に出掛け、雨の日はプレイエリアで遊びます。
--Lunch Time
--Worksheet & Craft Time
Children are introduced to various types of arts and crafts and given the opportunities to create their own
works. Focus is on developing fine motor skills. They also learn appropriate work habits through
specialized worksheets.
季節やその月のテーマにあったクラフトを作り創造性を高めながら、手先を上手に動かせるように練習
していきます。また、ワークシートを通して学習習慣を身につけます。

School Events and Activities
･ Halloween Party ハロウィーン
･ Christmas Party クリスマス ･ Sports Day 運動会
･ Field Trip 遠足 ･ End of Term Party 学期末パーティー ･ Graduation Ceremony
卒園式
･ Overnight Trip お泊り卒園旅行 ･ Talent Show タレントショー（発表会・スピーチコンテスト）
･ Japanese Seasonal Event 日本の季節行事 ･ Western Seasonal Event 欧米の季節行事
☆Please see attached Kindergarten schedule calendar for more information
別紙のキンダー年間予定表に行事の詳細が記載されています。
☆Graduation, Halloween & Christmas Parties are two hours in length.
卒園式・ハロウィーン・クリスマスパーティーの日は 2 時間になります。

After School Special Lesson
We have optional Art, Classic Ballet, P.E., Jazz Dance and Hula lessons taught by professionals in English.
放課後専門家の英語によるアート,バレエ,体操,ジャズダンス,フラダンスのレッスンが有りオプションで
参加が可能です。

Summer Program
Summer programs are held in August. The program is optional.
8 月にはｻﾏｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑが行われます。別途参加費が掛かります。

Live Video System
We provide a live video broadcast for our classrooms and parents are always welcome to view the
classroom through the internet. Please understand that due to technical difficulties you may not be able to
use this system all the time.
全ての教室に録画機能つきライブカメラを設置しておりインターネットを通じて教室でのお子様のご様子
をパソコン上からご覧になれます。システムトラブル上ご利用になれない時もあります。

Kindergarten Tuition Fee 2018-2019
The following figures include 8% of consumption tax. If the consumption tax rate increases,
we will change the fee accordingly.
8％の税を含んで記してあります。税率により学費も変わります。
Registration Fee (One time only)
入園金（入園時のみ）
年少 K-1 からの入園 ¥129,600
☆プリスクールからの入園は差額分の￥97,200 となります。
☆プリアフターからの入園は差額分の￥108,000 なります。
☆年中 K-2 からの入園は¥108,000 年長 K-3 からの入園は¥86,400 となります。
Annual Tuition Fee
年間授業料

¥758,050
Spring term (Apr—Jul)

¥267,000

Autumn term (Sep---Dec) ¥282,550
Winter term (Jan—Mar)

¥208,500

☆You will be charged ¥5650 for Year Book at the end of K-1 & K-2 school year.
イヤーブック代として 5650 円が K-1,K-2 終了時にかかります。K-3 卒園時はプレゼント致します。
☆You will be charged ¥500--¥2000 for special events throughout the year.
遠足などに掛かる実費\500--\2000 程を学費とは別に徴収することがあります。
☆Even if you are absent from school, the fee is charged. If you quit school and come back again the
entrance fee is not charged. Unfortunately, we cannot guarantee for the vacancy of the space.
休学する場合、その期間も学費が発生し席を確保いたします。退学される場合、再入園する際の入園金
は掛かりませんが、再入園は定員に空きがある場合のみ可能となりますのでご理解ください。
☆Extend care is available between 9:00am-10:00am and 2:00pm—3:00pm. ¥830/h
延長保育が朝 9 時から 10 時と午後 2 時から 3 時まで可能です。1 時間 830 円となります。
☆Discount for siblings is not applicable to Kindergarten, Preschool and after school activities.
キンダーガーデン・プリスクール・バレエ・アート・体操・フラには兄弟割引が適用されません。
☆Please note that fees are not refundable.
納入された入学金、授業料はご返金できません。

Insurance Policy
All children are insured against accidents that occur within school hours on the school premises. In case of
an accident the child will be sent to nearby hospital. Our teachers and staffs are trained for First Aid and we
have evacuation training regularly. School will be closed in case of a disaster or strike.
トゥインクルスターでは、授業時間内での万一の事故に備え、保険に加入しております。緊急を要する場
合には、近隣の病院にお連れ致します。また緊急時や災害時に備え、先生やスタッフは定期的に小児の応
急救護訓練や避難訓練を行っております。尚、自然災害時やストライキなどの場合は休校となり、その場
合振替レッスンは行われませんのでご了承ください。

