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Saturday SchoolとJust for Kidsの違い
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開始年度 内容 期間

Just for Kids
1991年

(3２回目)
夏休み短期間プログラム
「英語を楽しむ」を目的とする

202３年度
8月上旬開催

(予定)

SaturdaySchool
2001年
(2２年目)

継続的な英語学習
英語の4技能をバランス良く習得

年間30日
（土曜日）

（Summer program)



Saturday Schoolでの学習
長時間・継続的に英語を学習する環境をつくる

→全ての英語力がバランス良く身につく
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Saturday Schoolの年間スケジュール
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授業日数：30日/年
授業時間：6時間/日

年間180時間を
英語で過ごす

※8月はJust for Kidsプログラム開催のため授業なし



授業科目
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募集要項 p.4参照



0.Starterから7.Advancedまでの全レベル(8レベル)
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申し込み時に申請されたレベルを基にプレイスメントテスト
(1/9開催)を行い、その結果に基づくクラス編成を行います。

Starter
～

Pre-
Advanced

使用教材

オックスフォード大学出版
レッツゴーカリキュラム

読み書き、リスニング、スピーキングのレベルを
ステップバイステップで向上させる

Pre-
Advanced

～
Advanced

使用教材

オックスフォード大学出版
ケンブリッジプライマリーシリーズ

世界中のインターナショナルスクールで広く使用さ
れているテキスト



例：小学校３年と４年生が、一緒のクラスになる場合や、
Pre-IntermediateとIntermediateのレベルが同一クラスなど。
※現在も半数以上が混合クラス
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募集要項 p.2参照

クラス編成
原則として同学年(日本の学年に基づく)、
同英語レベルのクラス編成。
その他、男女比や個人の英語レベルも考慮。

定員
原則として各クラス20名
（1学年につき2～4クラスを予定）

※クラス分けに関するご希望はお受けできません。
（幼稚園・小学校の友達と同じクラスにしてほしい…等）

人数の関係によって、2つの学年・レベルを混合する場合もあります！！

新設クラスは4～5クラス予定。既存のクラスへ振り分け
られる場合はそのクラスの空き状況によって受け入れ人
数が変更される。



9

2023年1月9日(祝)開催 ※受験必須

申請英語レベル

申し込み時に、英語レベル、お子様の英語学習経験、
海外滞在経験などを申請して頂き、それに基づき
テストを行いますので、できるだけ詳しくご記入下
さい。

振り分けられたクラスが合わなかった場合
は、学期途中でも生徒様・保護者様・教員・
カウンセラー・事務局で話し合いを行い、ク
ラスに空きがある場合のみクラス変更する
場合もあり。

募集要項 p.2～4＆13参照
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Advanced
～

Pre-
Advanced

(全体の7０%)

海外在住経験者、インターナショナルスクール在籍歴3
年以上、親がネイティブスピーカー等、家庭内で日常的
に英語を使用している生徒、又は完全なバイリンガル
ではないが、英語のみで過ごす環境に慣れている生徒
（詳しくはp.4をご覧ください）
→現状、Cambridge Primaryを使用

(変更の可能性あり)

Starter
～

Upper-
Intermediate
(全体の３０%)

初心者レベル～1年程度の海外在住経験があり、長い
文章をほとんど間違えずに読んだり書いたりできるレ
ベルの生徒
（詳しくはp.3～4をご覧ください）
→LET’S GOを使用

募集要項p.3～4参照



例：小学校３年と４年生が、一緒のクラスになる場合や、
Pre-IntermediateとIntermediateのレベルが同一クラスなど。
※現在も半数以上が混合クラス

11

募集要項 p.2参照

クラス編成
原則として同学年(日本の学年に基づく)、
同英語レベルのクラス編成。
その他、男女比や個人の英語レベルも考慮。

定員
原則として各クラス20名
（1学年につき2～4クラスを予定）

※クラス分けに関するご希望はお受けできません。
（幼稚園・小学校の友達と同じクラスにしてほしい…等）

人数の関係によって、2つの学年・レベルを混合する場合もあります！！

新設クラスは4～5クラス予定。既存のクラスへ振り分け
られる場合はそのクラスの空き状況によって受け入れ人
数が変更される。
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国内インターナショナルスクールの在
学生・卒業生、Saturday School
卒業生、関西在住の留学生が勤務

Saturday Schoolでは各クラスに2～3名のスチューデント
スタッフと呼ばれる、学生または社会人のバイリンガル・ネイテ
ィブスタッフが１日中、英語のみを使用し、生徒に付き添う。

・授業のサポート
・クラスで起こる問題の解決

※その他様々な面でお子様をサポート

スタッフの役割

The world comes to you!
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教員

事務局カウンセラー

クラスで起こる問題を
迅速に解決

Student Staffが毎
週のクラス状況をレポ
ートにして提出

問題だけでなく「生徒の良い取り組みや成長点」も報告
→生徒たちの自信に繋げるため。



14

プログラムディレクターと連携をとりながら問題を解決

授業に
ついていけない
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 教員：約40名
<採用までの流れ>
プログラムディレクターとの面接

↓
研修
↓

レギュラー教員が欠勤した場合の臨時教員として勤務
↓

レギュラー教員として正式採用

 ナース（常駐）1名
怪我をした場合の応急処置
体調の優れない生徒のケア



Saturday School在籍生徒数：350名

教員・スタッフ数：約100名

生徒3～4名に対してスタッフ1名がサポート
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•新1年生：数クラス開講予定

•新2～6年生：在籍生徒人数により

クラス数を決定
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合計20クラス
開講予定
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「話す・聞く・読む・書く力」が総合的に培われる

Saturday Schoolでの学習

宿題・自習

ご家庭でのサポート



Academic 
Coordinator

Matthew Donald
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学習で重要となること
毎回の出席 ※1年間(30日)で1冊の教科書を学習するため

復習・予習としての宿題
※欠席者はホームページから宿題範囲を確認、次回登校日に提出

一日の英語授業時間数：3限=2時間15分(1限:45分間)

使用教材

Starter～Pre-Advanced 
→ “LET’S GO” シリーズ

※試験的に Rise and Shineも使用中

Pre-Advanced～Advanced
→ “Cambridge Primary” シリーズ

募集要項 p.5~6参照
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インターナショナルスクールで使用されているテキスト

高いコミュニケーション力を持つ生徒を対象
→読み書きの力をさらに強化させる

幅広い最新のテーマ

年齢に対応したストーリー

リーディング、ライティング

ボキャブラリー、フォニックス

読解力、理解力を高める

ワークブックを併用（主に宿題）

募集要項 p.5~6参照



「LET’S GO」シリーズは

オックスフォード大学出版局が発行する

児童向けの英会話学習教材

歌、対話、ゲーム、ペアワーク、グループワーク、ビデオなどを使用

教科書でリスニング・スピーキング・リーディング・ ライティングの４つ
のスキルを同時に高める

一冊に付きCDが一枚付き、自宅でも使用可能

宿題となるLET’S GO Workbookも配布

Phonics bookは主に単語のつづりや発音などを

ストーリーやパズルを織り交ぜながら覚える
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募集要項 p.5～6参照

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj95PXw46vXAhUIuo8KHbl-DXIQjRwIBw&url=http://www.hikakueigo.com/news-dmm-20151210/&psig=AOvVaw3PRwZ5dBdoxzjy7isx-ol0&ust=1510120613413870
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj95PXw46vXAhUIuo8KHbl-DXIQjRwIBw&url=http://www.hikakueigo.com/news-dmm-20151210/&psig=AOvVaw3PRwZ5dBdoxzjy7isx-ol0&ust=1510120613413870


語学力の強化

英語クラスとの連携
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I.T.

図書

英語

音楽

体育
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タイピング、コーディング、文書作成、画像処理
インターネットの安全な使用

I.T. 

Library
複数のライブラリーエリア
オンライン教材、図書
本の貸し出し
物語の読み聞かせ
リサーチ、プレゼンテーション方法を学ぶ

募集要項 p.6参照



Music
学習内容、年齢に合った音楽

ベーシックピアノ、打楽器演奏など
歌と動作の組み合わせ

→歌詞の内容理解を深める
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世界のスポーツ
コミュニケーション力を向上させる

P.E.

募集要項 p.6参照
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Saturday Schoolの宿題を毎回欠かさず行う

家庭学習のためにCD、TV、DVD、ストーリーブックを使用する

英語での挨拶を習慣づけたり、毎日一回、英語で話す時間を決める

家で使用するポスターやラベル、買い物リストを英語で作成

英語の本の読み聞かせ、または親子で一緒に読む

英語で日記を書く習慣をつける

褒められることが
自信に繋がる
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ReadingEggs 主に1年生のAdvancedクラスや全てのNon-Advancedクラス向けの教材

レッスンは3つのレベルに分かれており、基礎のフォニッ
クスから、文章を読むことができるようになるまで順を追
って学ぶことができます。

ReadingEggspress
英語の基礎があり、読み書きの力をつけたい英語圏の国
で7歳～13歳のお子様対象。
世界中の子供たちとオンライン上でグラマーやスペリング
などの能力を競うことができるStadiumも用意されて
いる。

主に2年生以上のAdvancedクラス向けの教材

オンライン教材

年間5000円で上記2つのプログラムを利用可能。
また両プログラムの特徴として、保護者の見守り機能が付いているので、お子様がどの程度の文
章や単語を読むことができるのか、今週はどの程度勉強ができたのか、苦手としている分野はど
こなのか、保護者ページで具体的に確認することができる。

募集要項 p.7参照



Counselor

Aoi
Fukui



Office
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一斉送信などメールでご連絡することが多いプログラムです。
下記、メールのドメイン指定解除をお願い致します。

また、ドメイン指定解除をされている場合でも、迷惑メールフ
ォルダーに振り分けられている場合がございますので、そち
らもご確認下さい。

説明会をwebsiteからお申込み頂いた方へは、
一度、上記アドレスより確認メールを

お送りさせて頂いております。
送信時にエラーで戻ってきたメールはないようで

したので、届いていない場合は念のため、
迷惑メールフォルダーもご確認下さい。
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お申込み

受験料ご入金締め切り
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プレイスメントテスト

該当する学年・レベルに
十分な空きがあった場合

該当する学年・レベルに
十分な空きがなかった場合

お申込み先着順で
入学が決定

クラスに入れなかった場合

にて、お待ち頂くこととなります。

春学期、または秋学期開始前に
空きが出次第、ご入学ができる

クラス通知

春学期納付期限
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優先入学制度について

ご入学に向けたプロセスは一般にお申込みされる方と変
わりませんが、プレイスメントテスト終了後に、該当するクラ
スの定員が超えていた場合、JFKに参加された方を優先し
てご案内し、その残りの枠をお申込みの早い方順にご案内
させて頂きます。
(JFK参加者で枠が埋まってしまう場合は、その中の
Saturday Schoolお申込み順での案内となります)

こちらの制度は定員超えが起こった際に適用される
制度ですので、お子様のレベルのクラス が開講され
ることを保障するものではないことをご理解下さい。
また他の学年に関しましては秋からの編入制度が適
用となっておりましたので、
今回対象とはなりません。
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対象学年
日本の小学校での
2023年度 新1年生～新6年生

英語レベル 0.Starter～7.Advancedの全レベル

新１年生は原則新設クラス。
新２年生～新６年生は、存続クラスの
空き状況により、募集人数が異なる。

※英語のレベルによっては新1年生でも既存のクラスに入ることもあります。



S
Starter

B
Beginner

BA
Basic

PI
Pre-

Intermediate

I
Intermediate

UI
Upper

Intermediate

PA
Pre-

Advanced

A
Advanced

Gr.1

Gr.２ 〇 〇 〇 〇

Gr.3 〇 〇 〇 〇 〇 〇

Gr.4 〇 〇 〇 〇

Gr.5 〇 〇 〇 〇 〇

Gr.6 〇 〇 〇 〇
35
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Spring term：3/14締め切り

Fall term：6月末予定

Winter term：11月末予定

※2024年度の春学期納付は2月ごろを予定しています。
ご退学の意思がない場合は自動的に継続となります。

目録 年間 春学期(11回)納付分

入学金
※過去に在籍していた場合は不要

¥30,000 (在校生のきょうだいは¥20,000)

受講料 ¥330,000 ¥121,000

ランチ代
※希望者のみ

¥21,000 ¥7,700

バス代
※希望者のみ

西宮/宝塚方面：¥45,000
それ以外：¥36,000

西宮/宝塚方面：¥16,500
それ以外：¥13,200

Reading Eggs
※希望者のみ

1年間 ¥5,000
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2023年度

→上野→東豊中→千里中央→樫ノ木公園(新千里東町)

→緑地公園→桃山台→南千里→山田→北千里

→JR茨木→ミリカ→西山田

→西宮北口

→川西池田→箕面

Saturday Schoolでは

お車でのお子様の登下校を禁止しております。
近隣のコインパーキングなどに駐車し、徒歩でお越し
いただくか、公共交通機関をご利用下さい。
※自転車通学は可能です。

募集要項 p.9～11参照



2019年度
ほっかほっか亭(株式会社ハー
クスレイ)にお弁当を依頼。

2020年度より
我夢Works（旧おにぎり村)によるホットミール形式ランチサービスを開始

※食物アレルギー対応、ハラルミール対応はできかねますのでご自身でお弁当などをご用意ください
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希望者はSaturday Schoolオリジナルのスクールバッグ、
スクールキャップのご購入です。

Small ¥8,000

Large ¥9,000

Medium ¥9,000

School Backpack

School Cap
Kids/Adult ¥3000

Safari Hat
Cream/Khaki ¥3500
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こちらの会場での説明会が終了次第、千里金蘭大学の2F【佐藤
記念講堂】前のホワイエにて質疑応答ブースを設置致します。
ブース前に、Saturday Schoolで使用する教科書も展示致し
ますので、学校見学の際にぜひお立ち寄りください。

授業内容、教育関連

事務的なご質問
学校生活など

ご入学に関する
不安・悩みなど

※日本語で質問して頂いて問題ございません

オフィススタッフ カウンセラー

プログラムディレクター
アカデミックコーディネーター




