
 Blossoms International School 
 After School Classes 2022-2023 

 この度はブロッサムズのアフタースクールプログラムにお問い合わせいただき、誠にありがとうございま 
 す。各クラス/プログラムの詳細については、次ページ以降をご参照ください。 
 スケジュール上、ご希望の⽇時に添えない場合は何卒ご容赦ください。 

 -  すべてのクラス/プログラムはグループレッスンとなります。プライベートレッスンは、先⽣の空き状況 
 によりご案内が可能なケースもございます。ご希望の⽅はお問い合わせください。 

 Thank you for your interest in enrolling your child in the Blossoms After-School Program. 
 We  apologize  in  advance  if  a  class  is  unavailable  on  your  desired  day.  A  description  of  each  class 
 including  available  times  and  fees  can  be  found  on  the  following  pages.  All  classes  are  group 
 lessons. Private Lessons are available by request and teacher availability. 



 Fees 

 ⼊会費(⼊会時のみ): 20,000円（税別） 

 運営管理費: 10,000円/学期（税別） 

 Entrance Fee (one time only) ¥20,000 
 Facilities and Materials Fee: ¥10,000/term 

 Class Descriptions 

 Phonics  （フォニックス） 

 Time:  3:10－3:50 （40分） 
 Fee:   2,100円/クラス 
 定員:  3名から10名 
 対象:  3歳から6歳の未就学児 
 ＜概要＞ 
 英語を習得する上で基盤となるフォニックスを強化することを⽬的とし、初級フォニックス、中級フォニッ 
 クス、上級フォニックス／初級リーディングの3つのレベルに分かれています。 
 アルファベット⼀つ⼀つの⾳から始まり、CVC、ダイアグラフ、ブレンド、連続⺟⾳まで学んでいきます。 

 Time:  3:10 – 3:50 (40mins) 
 Fee:    ¥2,100 / class 
 Class size: 3-10 Students 
 Age:    3-6yo (Preschooler) 

 Phonics  lessons  are  offered  everyday  and  are  separated  into  three  different  abilities:  Beginner 
 Phonics,  Intermediate  Phonics  and  Advanced  Phonics/Beginner  Reading.  These  classes  will  cover 
 content  varying  from  initial  letter  sounds,  through  to  CVC’s,  diagraphs,  blending  and  vowel  pairs. 
 These  classes  are  ideal  for  students  aged  3-6  years  old  who  would  benefit  from  extra  Phonics 
 support in a group setting. 

 Speaking  （   スピーキング  ） 

 Time:  4:00－4:40 （40分） 
 Fee:  2,100円／クラス 
 定員:  3名から10名 
 対象:  3歳以上 
 ＜概要＞ 
 ⼀回のレッスンの中で、ターゲットとなる⾔葉を⽤いてフレーズや⽂章を会話の中で繰り返し応⽤しながら 
 取り⼊れていきます。ディスカッション形式のレッスンなので、英語での発⾔に⾃信をつけたいお⼦様にお 
 勧めします。 

 Time:  4:00 – 4:40 (40mins) 
 Fee:   ¥2,100 / class 
 Class size: 3-10 Students 
 Age:  3yo and above 

 Speaking  classes  will  cover  grammar  points  and  language  and  vocabulary  games.  Each  class  will 
 encourage  students  to  learn  various  target  language  and  to  use  it  in  phrases,  sentences,  and 
 conversation.  These  lessons  are  discussion  and  role-play  based  and  are  ideal  for  those  who  wish  to 
 gain confidence in speaking English in a group setting. 



 EIKEN Level 2  (  英検 ２級) 
 Time:  4:45－6:10 （85分） 
 Fee:  4,200円／クラス 
 定員:  3名から10名 
 対象:  ⼩学⽣ 
 ＜概要＞ 
 英検2 級取得を⽬指す⽣徒様のためのクラスです。このレベルでは、好き嫌いといった⽇常⽣活や家族につい 
 て、英語で理解し、話せるようになります。英検テストの練習と⽂法学習を中⼼とするクラスです。 

 Time:   4:45 – 6:10 (85 mins) 

 Fee:    ¥4,200 / class 
 Class size: 3-10 Students 
 Age:    Elementary Students 

 EIKEN  Level  2  is  a  class  tailored  to  students  who  are  preparing  to  take  the  EIKEN  Grade  2 
 examination.  In  this  class,  students  are  expected  to  be  able  to  understand  and  use  English  at  a  level 
 sufficient  to  allow  them  to  take  part  in  general  aspects  of  daily  life.  The  class  focuses  on  grammar 
 and practicing EIKEN test structures. 

 EIKEN Level Pre 2  (  英検 準２級) 
 Time:  4:45－6:10 （85分） 
 Fee:  4,200円／クラス 
 定員:  3名から10名 
 対象:  ⼩学⽣ 
 ＜概要＞ 
 英検Pre 2 級取得を⽬指す⽣徒様のためのクラスです。このレベルでは、好き嫌いといった⽇常⽣活や家族に 
 ついて、英語で理解し、話せるようになります。英検テストの練習と⽂法学習を中⼼とするクラスです。 

 Time:   4:45 – 6:10 (85 mins) 

 Fee:    ¥4,200 / class 
 Class size: 3-10 Students 
 Age:    Elementary Students 

 EIKEN  Level  Pre  2  is  a  class  tailored  to  students  who  are  preparing  to  take  the  EIKEN  Grade  Pre  2 
 examination.  In  this  class,  students  are  expected  to  be  able  to  understand  and  use  English  at  a  level 
 sufficient  to  allow  them  to  take  part  in  general  aspects  of  daily  life.  The  class  focuses  on  grammar 
 and practicing EIKEN test structures. 

 EIKEN Level 3  （英検3級） 
 Time:  4:00－5:25 （85分） 
 Fee:  4,200円／クラス 
 定員:  3名から10名 
 対象:  ⼩学⽣ 
 ＜概要＞ 
 英検3級取得を⽬指す⽣徒様のためのクラスです。このレベルでは、好き嫌いといった⽇常⽣活や家族につい 
 て、英語で理解し、話せるようになります。英検テストの練習と⽂法学習を中⼼とするクラスです。 

 Time:   4:00 – 5:25 (85 mins) 

 Fee:    ¥4,200 / class 
 Class size: 3-10 Students 
 Age:    Elementary Students 

 EIKEN  Level  3  is  a  class  tailored  to  students  who  are  preparing  to  take  the  EIKEN  Grade  3 
 examination.  At  this  level,  students  should  be  able  to  understand  and  use  language  concerning 
 everyday  life  topics,  such  as  school  and  home  incidence.  The  class  focuses  on  grammar  and 
 practicing EIKEN test structures. 



 English as a Foreign Language (EFL) 
 Time: 4:45－6:10 （85分） 
 Fee:   4,200円／クラス 
 定員:  3名から10名 
 対象:  ⼩学⽣ 
 ＜概要＞ 
 初級から上級まで、お⼦様の英語のレベルに合わせてクラスをお選びいただけます。2週間から4週間にかけ 
 て、同⼀のトピックを⽤いて継続したレッスンを⾏います。リーディング、ライティング、そしてディス 
 カッションのスキルを培います 

 •  EFL初級（Grammar Focus）: 初めて英語を学習する、あるいは、英語の学習を始めて間もないお⼦ 
 様にお勧めします。基本の⽂法を学びながら先ずは発⾔に対する⾃信をつけていきます。加えてリー 
 ディングやライティングにも挑戦します。 

 •  EFL初級+: 3ヶ⽉から6ヶ⽉間の英語の学習を経たお⼦様にお勧めします。基本的な時制が使⽤できる 
 ようになった、"I can...", "I like...."などの表現を使い分けられるようになった、そして前置詞を意識し 
 始めた、などが⽬安となるタイミングです。正しい⽂法でのスピーキングの練習を積みながら、同時 
 にリーディングやライティングも強化していきます。 

 •  EFL中級: より⻑期間の英語の学習を経て、⾃然で正しい英語の発⾔ができる(最⼩限の⽂法ミスを除 
 く)お⼦様にお勧めします。このクラスではリーディングとライティングを強化し、スピーキング能 
 ⼒と同等のレベルを⽬指します。 

 •  EFL上級: ⽇中インターナショナルスクールに通うお⼦様や、バイリンガルのお⼦様が対象です。英 
 語圏の同年代の⼦どもたちが学ぶ英語と同等レベルのリーディング、ライティングを⾏います。 

 Time:   4:45 – 6:10 (85mins) 
 Fee:    ¥4,200 / class 
 Class size: 3-10 Students 
 Age:    Elementary Students 

 EFL  is  a  class  available  to  Elementary  students  of  all  abilities.  The  classes  are  separated  in  abilities 
 ranging  from  EFL  Beginner  to  EFL  Advanced.  They  will  cover  a  range  of  skills  such  as  reading, 
 writing and discussion. 

 •  EFL  Beginner  is  ideal  for  elementary  students  who  are  only  just  being  introduced/grasping 

 the  English  language.  This  will  focus  on  simple  grammar  points  and  developing  confidence 
 in speaking and eventually reading and writing in a group setting. 

 •  EFL  Beginner+  is  ideal  for  students  who  have  been  studying  English  for  approx.  3-6  months 

 and  have  a  grasp  on  simple  sentences  and  other  grammar  points  such  as  ‘I  can…’,  ‘I  like…’ 
 and  starting  to  understand  prepositions.  This  class  will  focus  on  progressing  their  spoken 
 grammar as well as their reading and writing. 

 •  EFL  Intermediate  is  ideal  for  students  who  have  been  studying  English  for  a  longer  period 

 and  their  spoken  English  is  progressing  well  with  only  occasional  grammar  mistakes.  These 
 learners  may  need  more  focus  on  developing  their  reading  and  writing  level  to  the  same 
 level of their speaking ability. 

 •  EFL  Advanced  is  ideal  for  students  who  have/are  attending  International  Elementary  schools 

 or  who  are  considered  confidently  bilingual.  These  learners  will  be  able  to  read  English  at  a 
 similar level to their grade (age) and will be able to also write well. 



 Article Based Learning 
 Time:  4:45－6:10 （85分） 
 Fee:   4,200円／クラス 
 定員: 3名から10名 
 対象: ⼩学⽣ 
 ＜概要＞ 
 このクラスでは、ニュース記事を⽤いた学習を⾏います。段落での書き⽅の学習、句読点の使い⽅、新しい 
 素材のリサーチ／理解、きちんとした書き⽅、メモの取り⽅、架空の新聞の作成などのスキルを練習しま 
 す。将来的に良いレポートを書くために必要なスキルと致しまして、情報の再活⽤や収集を⾃ら⾏い、しっ 
 かりと説明された⽂章を書けるようになることが⽬標です。 

 Time:   4:45 – 6:10 (85mins) 
 Fee:    ¥4,200 / class 
 Class size: 3-10 Students 
 Age:    Elementary Grade 

 In this class, we teach students to use the English language through writing and learning from 

 articles that are used in class. Practicing skills such as writing paragraphs, using punctuations, 

 researching/ understanding new materials, writing neatly, taking notes, and creating a fictional 

 newspaper. This class targets, practices, and improves, picking up details to re-use and collect, 

 which will be a needed skill to write good reports. 

 Key Skills Learning  （キースキルラーニング） 
 Time:  4:00－5:25 （85分） 
 Fee:   4,200円／クラス 
 定員: 3名から10名 
 対象: ⼩学⽣ 
 様々な教材を使い、英語のリーディング、ライティング、会話のスキルを磨いていきます。⼩学1 / 2 年⽣を 
 対象とした中級から上級のクラスです。 

 Time:   4:00 – 5:20 (80mins) 
 Fee:    ¥4,200 / class 
 Class size: 3-10 Students 
 Age:    Elementary Grade 

 Key  Skills  Learning  is  a  class  for  Grade  1-2  Elementary  students  in  which  they  will  cover  reading, 
 writing  and  conversational  skills  using  resources  and  extracts.  These  classes  are  ideal  for  students 
 with intermediate – advanced language skills. 

 Comprehensive Reading &  Essay  (  CR&E  ) 
 Time: 4:45－6:10 （85分） 
 Fee:   4,200円／クラス 
 定員:  3名から10名 
 対象:  ⼩学⽣ 
 ⽂章を読み正確に理解する⼒、⾃⾝の意⾒を⽂章で表現する⼒を培うクラスです。多様な題材の本を⽤いて 
 内容を読み解き、それに対する⾃分⾃⾝の意⾒を書き起こします。また、概要をまとめて結論を発表を⾏っ 
 ていきます。しっかりとした英語の基礎⼒があり、単なる英語の読み書きを越えて次のステップへ進むこと 
 を⽬指す⼩学⽣の⽣徒の受講をお勧めします。 

 In this class students will dive into literature in a more in-depth way. They will focus on 
 comprehensive reading, writing, and speaking. Students will learn how to comprehend books about 
 many different subjects and will learn to be able to express themselves through writing summaries 
 and giving their conclusions to the rest of the class. This class is ideal for Elementary students who 
 have a confident grasp on English and enjoy reading, speaking, and sharing their ideas with others. 



 Grammar  (⽂法) 
 Time:  4:45－6:10 （85分） 
 Fee:   4,200円／クラス 
 テキストを使⽤し、⽂法のポイントを押さえ語彙を増やします。更に英語の応⽤⼒を⾝に付け、発⾔やライ 
 ティングスキルを強化します。 

 Time:   4:45 – 6:10 (85mins) 
 Fee:    ¥4,200 / class 
 Class size: 3-10 Students 
 Age:    Elementary Students 

 Grammar  class  will  cover  grammar  and  vocabulary  as  well  as,  develop  the  student’s  English 
 proficiency  and  receptive  and  productive  skills.  It  is  a  great  opportunity  for  students  to  improve  their 
 oral and written English skills. 

 Writing  （  ライティング  ） 
 Time:   4:45－6:10 （85分） 
 Fee:   4,200円／クラス 
 定員:  3名から10名 
 対象:  ⼩学⽣（中級から上級） 
 英語の⽂章を書く⼒を培うクラスです。（レベル⽬安︓中級から上級、中〜⾼学年）また、書く練習に伴 
 い、読解⼒を付け語彙を増やし、⽂法の要点も抑えていきます。受験対策としても有効に活⽤いただけるク 
 ラスです。どうぞご検討ください。 

 Time:   4:45 – 6:10 (85mins) 
 Fee:   ¥4,200 / class 
 Class size: 3-10 Students 
 Age:   Elementary Students 

 Writing  class  aims  to  cultivate  the  ability  to  write  full  and  grammatically  correct  sentences.  (Level: 
 intermediate  to  advanced,  middle  to  upper  grade)  Along  with  writing  practice,  we  will  aim  to  improve 
 reading skills and increase vocabulary. This class is suitable for students preparing for exams. 

 Elementary (Reading+Speaking+Writing)(リーディング・スピーキング・ライティング) 
 Time:   4:00 - 5:25 （85分）, 4:45 – 6:10 (85分) 
 Fee:   4,200円／クラス 
 定員:  3名から10名 
 対象:  ⼩学⽣ 

 ⽂学を⽤いて、実践的な読む⼒、書く⼒を鍛えるクラスです。 
 ⽂学を⽤いて読み書きの練習することにより、単に英語が喋れたり読めたりするだけでなく、⼿紙を書く、 
 物語やレポートを書くなど、実践的な英語を⾝に着けることができます。 
 課題読書を読み、リサーチを⾏い、レポートを書き、また、プレゼンテーションに繋げていきます。参加す 
 る⽣徒全員がより精度の⾼い英語の習得を⽬指し学んでいくクラスです。 

 Time:  4:00 - 5:25 （85min.）, 4:45 – 6:10 (85min.) 
 Fee:   ¥4,200 / class 
 Class size: 3-10 Students 
 Age:   Elementary Students 

 The class will focus on language development through literature and literacy. The links between 
 these language mediums become easier for students as they learn to organize their writing into 
 forms of text like letters, stories, and reports. Presenting projects based on reading and research 
 that interests the students, this class will be highly engaged.  



 Speaking Project(スピーキングプロジェクト) 
 Time:   4:45 – 6:10 (85分) 
 Fee:   4,200円／クラス 
 定員:  3名から10名 
 対象:  ⼩学⽣ 
 プレゼンテーションの練習を通して、英語の話し⽅・使い⽅を学びます。発⾳はもちろん、英語スピーチ独 
 特のトーンの変え⽅、話の構成の仕⽅、伝え⽅を指導します。また、⾃信をもって相⼿にきちんと伝えるこ 
 とができるような真のスピーキング⼒を養います。 
 読書の感想や実際に起こった出来事を伝える等、⽣徒にとって旬で興味深い題材を使⽤します。頭の中に浮 
 かんだ考えを⾔葉に変え、スピーチを構成し、理論⽴った説得⼒のある意⾒として相⼿に伝える⼒をつける 
 ことを⽬標とするクラスです。 

 Time:  4:45 - 6:10 （85min.） 
 Fee:   ¥4,200 / class 
 Class size: 3-10 Students 
 Age:   Elementary Students 
 In  this  class  we  teach  students  to  use  the  English  language  through  presentation.  Practicing  skills 
 like  tonal  change,  storytelling  voice,  how  to  stand  and  how  to  speak  with  confidence.  Using 
 materials  that  the  students  find  interesting,  we  help  them  structure  their  thoughts  into  monologues. 
 Great  presentation  topics  include  book  reports,  storytelling,  persuasive  arguments,  and 
 reenactments.  

 ACS (Advanced Communication Skills) 
 Time:   4:45 – 6:10 (85分) 
 Fee:   4,200円／クラス 
 定員:  3名から10名 
 対象:  ⼩学⽣ (上級からネイティブレベル) 
 新たに設けられたこのクラスでは英語の更なる理解⼒を図るために⾼度な英語⼒がベースとして求められま 
 す。課題解決型の学習法を取り⼊れているため基礎英語⼒が⼤いに鍛えられるクラスとなっております。過 
 去、現在、未来のトピックから効果的なディベートやディスカッションを⾏うためのプレゼンテーション作 
 成やプレゼンに必要な資料のリサーチを授業で⾏います。 

 Time:  4:45 - 6:10 （85min.） 
 Fee:   ¥4,200 / class 
 Class size: 3-10 Students 
 Age:   Elementary Students  (Advanced to Native Level) 
 This  class  is  designed  to  challenge  students  with  advanced  language  skills  to  strengthen  their 
 English  comprehension.  This  class  will  encourage  the  development  of  essential  skills  by  focusing  on 
 project-based  learning.  Students  will  be  required  to  research  material  and  create  presentations  in    
 order to effectively debate, discuss and explore past, current, and future topics.  

 After School Club  （アフタースクールクラブ） 
 Time:  3:50－6:30 （時間内で⼊退室可） 
 Fee:   1,500円／1時間 
 対象:  3歳から6歳 （未就学児） 
 楽しみながら、リラックスした環境で英語を学ぶことができるブロッサムズの新しいプログラムです。延⻑ 
 保育とアフターキンダーの中間といえます。エクササイズで体を動かしたり制作やゲームを⾏ったり、たく 
 さんのアクティビティを⽤意しています。より楽しい環境で英語を⾝に付けたいと希望されるお⼦様にお勧 
 めします。 
 プログラム時間内であれば、⼊室・退室時間はご要望に合わせてご参加いただけます。 

 Time:  3:50 – 6:30 (length of session by request) 
 Fee:    ¥1,500 / hr 
 Age:    3-6yo (Preschooler) 
 After School Club is a new program which aims to provide a relaxed environment for students in 
 which they can learn English and focus on having fun and making friends.  After School Club  is a 
 happy medium between  Extended Nursery Care  and  After Kinder.  Activities will be provided, and 
 students will be supervised. This class is ideal for students who have an interest in learning English. 



 お知らせ／お願い 
 •  各クラスの担当の先⽣は、⽇によって変わることがございます。予めご了承ください。 
 •  校内ではブロッサムズの規則を厳守ください。 
 •  学費のお振込を確認した時点でクラスのお席を確保いたします 
 Feeの価格表⽰はすべて消費税抜きとなっております。ご注意ください。 

  レッスンの振替について 
 •  学期間に最⼤6回までのレッスンの振替を承ります。 
 •  振替のご要望は前開校⽇の午後3時までにご連絡ください。（例︓⽉曜⽇のレッスンに振替希望の場合は 

 ⾦曜⽇の午後3時までとなります。） 
 •  事前のご連絡なくレッスンを⽋席された場合は、振替をご利⽤いただくことができません。 
 •  振替レッスンは、学期を超えて持ち越すことができません。必ず同学期中にお取りください。 

 General Information 
 •  Classroom teachers are pre-assigned. Teaching assignments may change without notice. 

 •  Students are expected to follow all school rules while at Blossoms. 

 •  Lessons cannot be scheduled until all fees have been paid in full. 

    Make-up Policy 
 •  There will be a limit of 6 make-up lessons per term for all classes. 

 •  All  make-up  requests  must  be  received  before  3:00pm  on  the  previous  school  day  (e.g.  by 

 3:00pm Friday for a Monday lesson). 

 •  There will be no make-ups for no-shows. 

 •  All make-up lessons must be taken within the same term. 

 BLOSSOMS INTERNATIONAL SCHOOL 

 Preschool  ◆  Kindergarten  ◆  After School  ◆  Saturday  School 

 Address:  東京都中央区佃3-2-10オーケンビル3Ｆ 

 Website:  blossoms-international.com 

 Email:  blossoms.inter.school@gmail.com 

 Phone:  03-5534-8861 

 Fax:  03-5534-8862 

mailto:blossoms.inter.school@gmail.com

