
 

キッズ国際学園 

The Kids International Weekend School 

《《《《    入園入園入園入園・・・・入学について入学について入学について入学について    》》》》        １１１１    入園入園入園入園・・・・入学資格入学資格入学資格入学資格    〔〔〔〔    幼児部幼児部幼児部幼児部    〕〕〕〕    ４月現在で満４才、５才であること。日本語での基礎的な会話が可能であること 〔〔〔〔    初等部初等部初等部初等部    〕〕〕〕    ４月現在で満６才であること。日本語の会話、言語の基礎的な力が身についていること（初等部一年生） 学年相当の日本語力、学力を有すること（初等部）     〔〔〔〔    アドバンスクラスアドバンスクラスアドバンスクラスアドバンスクラス    〕〕〕〕    ４月現在で満１１歳以上であり、小学校卒業に準ずる程度の学力を有すること     ２２２２    受付期間受付期間受付期間受付期間    新年度の受付は、１１月以降３月末まで （転入学は、２月・３月を除き、定員の空きがある場合に限り受付けさせていただきます）     ３３３３    見学について見学について見学について見学について    見学は随時受け付けます。電話、メールにてご連絡下さい。 《《《《    授業料授業料授業料授業料    及び及び及び及び    入学金入学金入学金入学金（幼児部および初等部）（幼児部および初等部）（幼児部および初等部）（幼児部および初等部）    》》》》     入学金 ＄  ３００  授業料 ＄ ２０００  （年間４０授業日、学期毎の支払い）  教材費   実費 （学期毎）  保険料 ＄  ２０ （年間）  宿題キッズ ＄  １０ （オプション/一日） 《《《《    その他その他その他その他    》》》》    
� 入園入学決定に際し、審査及び面接を行います。家庭学習について、学園の方針に同意していただくことが必要です。 
� 飛び級や学年を下げての入学などについても、柔軟に対応しています。 

入園・入学について入園・入学について入園・入学について入園・入学について    交交交交    通通通通    
The Kids InternationalThe Kids InternationalThe Kids InternationalThe Kids International    Weekend SchoolWeekend SchoolWeekend SchoolWeekend School    

２００２年８月キッズ国際学園は Non Profit Organization (非営利団体)に認定されました。キッズ国際学園の生徒は宗教・人種・境遇など、いかなる理由に拠っても差別されることはありません。また、いじめが起こらない、楽しくのびのびと学ぶことのできる教育環境を提供しています。 

ジョージワシントン・ブリッジ、フォートリー方面からルート４をウェストに向かってください。 車で約３分、リバーサイド・スクエア・モールの次のイクジットを出て Kinderkamack Road に入り、北（左手）方向にしばらく走ると River Edge の消防署があります。 次の交差点（Continental Avenue）の角にあるチャーチスクールがキッズ国際学園です。 学園へは、交差点を左手に曲がってすぐの駐車場をご利用ください。 キッズ国際学園 

キッズ国際学園 

The Kids International Weekend School, Inc.The Kids International Weekend School, Inc.The Kids International Weekend School, Inc.The Kids International Weekend School, Inc.    

c/o The First Congregational Church of River Edge 

School: 109 Continental Avenue, River Edge, NJ 07661 

Office: 150 River Edge Ave., New Milford, NJ 07646 

Tel: (201) 788-5408 

Web: www.jkids.org Mail: nakamura@jkids.org 

 



 

キッズ国際学園は、アメリカの現地校に通う子供たちを対象とした日本語補習校です。もともと日本人補習校で教鞭を執っていた有志の教師が独立し、これまでの日本人補習校では行うことのできなかった自由な教育の提供を目指して 1996 年に設立されました。 キッズ国際学園は、アメリカの地で、英語に囲まれて育つ子供たちの国際性を十分に伸ばしながら、日本語の基礎と日本文化のよい面を理解した子供たちを育てたいと願っています。 
キッズの特色キッズの特色キッズの特色キッズの特色    教育目標教育目標教育目標教育目標    学園行事学園行事学園行事学園行事    

《《《《    オリジナル教材：オリジナル教材：オリジナル教材：オリジナル教材：    国語国語国語国語    漢字手本、名文教材漢字手本、名文教材漢字手本、名文教材漢字手本、名文教材    》》》》        書き順や書き方がとてもわかりやすい、漢字を拡大して作成した独自の漢字手本を使用。独立した漢字学習の時間（１時間）と合わせ、読み書きのテストや毎週の宿題などに活用しています。 日本の教科書には出ていない名文を集めた読解、書き写し教材、声に出して名文に親しむ読物教材など、国語力向上のため多くの教材を使用し、楽しく効果的に学べるプログラムを提供しています。 《《《《    塾教材の導入・活用塾教材の導入・活用塾教材の導入・活用塾教材の導入・活用    》》》》        キッズでは育伸社の塾教材を導入。ポイントを押さえた効率的な学習を行うと同時に、より高次元な問題などにも取り組むことにより、日本の教育課程以上の学習成果をあげています。 《《《《    読書の時間読書の時間読書の時間読書の時間    》》》》    読書の時間を設け、学級図書の貸し出しを行っています。読書の時間は開校以来重要な時間として続けられ、毎年、読書好きの生徒を数多く生み出しています。 《《《《    経験豊富な優れた教師経験豊富な優れた教師経験豊富な優れた教師経験豊富な優れた教師    》》》》    児童の学習状況や家庭学習などの様子を把握し、適切な指導ができる、意欲ある教師が指導に当たります。 《《《《    コミュニケーションカードコミュニケーションカードコミュニケーションカードコミュニケーションカード    》》》》    コミュニケーションカードは教科ごと（漢字、国語、算数）の学習内容や勉強のポイント、宿題の範囲やアドバイスなどを保護者に伝えるためのもので、子供たちの家庭学習をしっかりサポートし、効果的に学習することができるよう工夫されています。 《《《《    本校の特徴本校の特徴本校の特徴本校の特徴    》》》》    ＊ 小人数制による行き届いた指導 ＊ 家庭学習プログラム、コミュニケーションの充実 ＊ 宿題キッズによる自主学習・家庭学習のサポート ＊ 総合学習時間の導入（書道、茶道、理科、社会、歴史など） ＊ 教科担任制と担任、副担任によるグループ指導 ＊ 充実した学校行事を通して日本文化に接する体験学習 ＊ 子供たち一人ひとりの個性を生かす学習指導・生活指導 ＊ 朝礼や掃除など、生活態度を重視した情操教育     

《《《《    教育目標教育目標教育目標教育目標    》》》》    ＊ アメリカの現地校での学習体験も大切にしつつ、国際的立場に立って考え行動できる子供の育成 ＊ のびのび学び自ら学習する意欲をもつ子供の育成 ＊ 団体生活の中で自分の個性を生かし、お互いに励まし合う態度の育成 《《《《    教育教育教育教育方針方針方針方針    》》》》    本学園では、親、子、教師の三者が共に育つ － 「共育」という方針をもって学校行事やカリキュラムの充実に努めています。保護者の方々との交流、様々な活動を通じて体験する内容、家庭での学習も大切にしています。 《《《《    キッズの歩みキッズの歩みキッズの歩みキッズの歩み    》》》》    1996 年： 初等部１年～４年まで、生徒数５９名でニュージャージー州ティーネックに開校 1997 年： 幼児部 年長組開設 1998 年： 幼児部年中組開設、初等部６年生までの受入れ体制が整う。１クラス２名の教師によるチームテーチング、算数科・国語科の教科担任制導入 1999 年： 第 1 回 卒業式 卒業生１０名 2001 年： 選択教科制導入 ９月幼児部年少組開設 2002 年： ８月非営利学校法人に認定される 2005 年： ４月ニュージャージー州リバーエッジに移転 2007 年： ネットによるコミカ、宿題のダウンロード開始 2010 年： 塾教材、育伸社ホープを導入。 2011 年： 中学生対象「アドバンスクラス」開設 「宿題キッズ」開設  

《《《《    主な学校行事主な学校行事主な学校行事主な学校行事    》》》》    ４月   入園・入学式 / 写真撮影 ５月   運動会  ９月   夏休み作品展  １０月   ハロウィーンゲーム １１月   オープン・スクール  秋祭り（バザー・古本市） １２月   学習発表会 １月   書初め / お餅つき ２月   漢字月間 － 漢字検定  ３月   お茶会 /卒園、卒業式 《《《《    授業スケジュール授業スケジュール授業スケジュール授業スケジュール    》》》》    年間授業日数 ４０日 （２０１２年度） 始業・終了時間 午前 ９：００ ～ 午後 ３：００ 授業時間 ６時間 宿題キッズ 午後 ３：１０ ～ 午後 ４：００ （オプション） 《《《《    教育教育教育教育コース・コース・コース・コース・プログラムプログラムプログラムプログラム    》》》》    幼児部幼児部幼児部幼児部    言語指導（ひらがな、カタカナ、漢字）、表現活動、工作、リトミック 等    初等部初等部初等部初等部    国語（３時間：漢字１時間、国語２時間）、算数（２時間）、総合学習（１時間－書道、理科実験、社会、音楽、図工、体育等） アドバンスクラスアドバンスクラスアドバンスクラスアドバンスクラス 中学生対象。現代国語を重点的に学習 日本語クラス日本語クラス日本語クラス日本語クラス    日本語を学ぶ成人クラス 


