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は、 年 月より、日本の小学校とダブルスクーリングが出
来る小学部を開講いたしました。アメリカの最新カリキュラム、コモンコアスタンダードに沿った現
地さながらの授業内容を、放課後の通学で習得し、学年末には、全米統一学力テストを受験し、学年
修了の証とします。バイリンガル育成にとても重要な小学 年間で、臨界期までにしっかり英語の基礎
を固め、自国の文化を大切に、異文化を統合させた文化的アイデンティティ形成を目指します。
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Learning Tree International School is proud to offer an international elementary program. We
understand that some families have an interest in attending Japanese elementary schools, buthope
that their child willmaintainandimprovetheirEnglishlevel.Wealsoknowthattherearefamiliesthat
value our style of international education and would like an opportunity to continue with us after
kindergarten. In April 2015, we started anelementaryeducationprogramdesignedtoworkalongside
yourchild’smorningelementaryschool.ThecurriculumisbasedaroundtheCommonCorestandards
used by schools in the United States. At the conclusion of the academic year, each student will be
givenanofficiallyproctoredexamthatshowsthattheyhaveachievednationalstandardsforthatgrade
level.WeuseastandardizedtestthatiscommonlytakenbyAmericanprivateschools,publicschools,
andevenhome-schooledchildren. 





開講経緯Inspiration 
LearningTreeの
 大きなゴールは、知的バイリンガル育成です。バイリンガル育成には、子どもの「言
語能力」の発達に伴い「思考力」の発達を促す利点があります。教育心理学者のヴィゴツキーやピア
ジェが言うように、思考と言語は密接に影響し合っています。言語が思考をつくり、思考が言語を
作っていくのです。「 人間は言葉があったから、思考が発達し、動物では考えられない死の恐怖を感
じるようになった」という学者もいます。自分は何処から来て、何者なのだろうと考えられるように
なったのは、言語が発達し、知性が発達したからというのです。バイリンガルの子ども達は、その知
的な発達が二方向から行なわれます。調べものをするにも、物語を読むにも２つの言語で行いますの
で、幅広い情報取得や世界が広がります。人と話す時も、二言語話せることで、それぞれの言語の人々
とコミュニケーションをとり、それぞれの立場からの意見を聞く事ができ、多種の情報や出会いの可
能性が広がります。それによって思考もより深まり、知的に発達します。さらに、視野が広がること
で、一つの方法で上手くいかなかったら、別の方法を考えるといった柔軟性・発想力・粘り強さが身
につき、自分はやればできるといういわゆるGrowth-mindsetが育ちます。そして、自分が何をするべ
きか、何の為に生きているのかといった深いテーマを自分で探索できるようになっていきます。社会
に貢献しながら、自分の人生を豊かにする、そのために、知的バイリンガル教育を実践しています。 

LearningTreePreschool&Kindergartenは、2歳
 児から就学前までの４年保育の英語幼児園として、
2021年6月に19年目を迎えました。幼児期の柔軟な時期に、英語で様々な活動をし、ネイティヴの先
生と関わりを深めることで、英語が子ども達の体の中に浸透し、母語と全く同じとはいかないまで
も、自分の言葉として操れるようになるということは、この19年間で実証出来ました。卒園後も続け

ていただけるようアフタースクールも併設しておりましたが、一人ひとりのスケジュールに合わせて
授業をとることができる融通性の高さが、反って一番大事な英語を使う場所への愛情と属性を薄れさ
せ、効果を半減させていました。「英語は道具」という概念から、「英語は教科」に変わってしまう
のです。担任制度のない週２日数時間の授業だけでは、英語で活動し、英語で楽しみ、英語で考える
イマージョンの授業生活にはとても敵わないということを実感していました。 
そこで、卒園後、日本の小学校に通学しながら、私達の目指す知的バイリンガルに育てることができ
るように、毎日放課後に通っていただき、担任制の英語イマージョン教育を実践する小学部、
LearningTreeInternationalSchoolE
 lementaryProgram（ラーニングトゥリーインターナショナル
スクール小学部）を開講するに至りました。 

英語だけ考えると朝からインターナショナルスクールに通わせるという選択肢もあるかもしれません
が、人間発達や教育に精通したご家庭では、世界に出て活躍する時に、育った国のアイデンティティ
が強みになるということを認識しています。だからこそ、小・中学のうちは日本の教育を受けさせな
がら、同時に英語圏のネイティヴが学んでいる内容を英語で習得させ、高校又は大学で英語圏に留学
をする—英語だけであれば朝からインターナショナルスクールだけで十分かもしれませんが、
LearningTreeで
 目指しているのは知的バイリンガルです。自国の言葉や文化を知った上で、将来、海
外に一人で旅立たせることで、様々な壁を乗り越える経験学習が、英語力だけでなく精神面も思考力
もより強く発達させ、人をより知的に成長させます。 

ラーニングトゥリーインターナショナルスクール小 学部では、子どもたちは午前中は自国文化の小学
校に通い、その文化と言語を習得し、放課後には英語を軸に西洋の文化を学んでいます。日本の小学
校では、基礎学力、人を思いやる心、空気を読む、協調性、身の周りを自分できれいにする掃除、丁
寧さなど、日本の習慣や文化を学び、ラ ーニングトゥリーインターナショナルスクール小 学部では、
自分の意見を持つ、論理的にディスカッションをする、独自性の評価など、欧米では当たり前とされ
ていて、日本の教育では二の次にされてしまっている質を育んでいます。子ども達が幅広く、深く、
人間力を養い、そして彼らが日本を一度飛び出すその時に向けて、情熱に溢れ困難に立ち向かってい
く準備を、心を込めてお手伝いさせていただけたら光栄です。 


Inthe19yearsthatL
 earningTreehasbeeninoperation,wehavecreatedandrefinedaprogramthat
consistentlydeliversintelligentlybilingualstudents.Oursuccessisdue,inlargepart,tothebond
betweenteachersandpeers.Withinourcommunity,studentsarechallengedandencouragednotonly
bycaringanddevotedteachers,butbytheirclassmatesaswell.Thispairingofmotivationanda
nurturedloveoflearningallowsourstudentstothrive.Webelievethatwhenthestudentsfostera
growthmindset,theycanaccomplishgreatthings. 

Our Preschool and Kindergarten are guaranteed to set the wheels of English fluency in motion, but
equally important are the years that follow. The brains of youngchildrenhaveaplasticitythatallows
them to learn at an amazing rate. Unfortunately, however,thismalleabilitymeansthateventhemost
honed skills can rapidly degrade without practice. If the parents have chosentosendtheirchildtoa
Japanese elementary school, the child’s surrounding community begins to change from English to
Japanese.Withthischange,thechildcanlosemotivationtoimprovetheirEnglishsincetheynolonger
relyonitforsocialinteraction.OurElementaryProgramoffersasolution. 

By continuing to give our students a classroom environment exactly like our preschool and
kindergarten, we can give them back the encouraging community that works so well. This system
allowsforatrulybilingualeducationthatteacheskidsnotonlyhowtospeakinEnglish,buttothinkand
communicate and problem-solve in English as well.Thissystemisinternationaleducationatitsbest.
Notnecessarilyreplacingoneculturewithanother,butembracingandevaluatingculturaldifferencesto
becomeabettercitizenoftheworld. 



指針GuidingStatements 

ラーニングトゥリーはより良い教育を目指し、私たちの信じる価値を体現するために、開拓を続けています。

LearningTreestrivestobealeaderininternationaleducation.Ourcorevaluesinspireustopursueexcellenceand
tobreakgroundwhereverpossible. 

● Weencourageandnurtureagrowthmindsetinourstaffandorganizationtolaythegroundworkfor
educationandactasrolemodelstoinstillthesamementalityinourstudents. 

ラーニングトゥリーの教育の土台である「やればできる！」というグロースマインドセットが、まずは
ここで働くすべての大人に根付くよう励まし、その精神性を生徒の中に育てるためのお手本となれるよ
うにサポートします。 


●

●



Werecognizethepowerofpositivityandgritanditsroleinlearningfrommistakesandgrowingassocial
contributors.
   

                      
        

ラーニングトゥリーでは誰もが社会に貢献する者として成長するために、失敗からも学ぶポ
ジティヴな思考の力、困難に挫けない力を大切にしています。 

Werecognizeourresponsibilitytoprioritizethesafetyandwell-beingofourstudents,staff,and
communities.
   

       
     
    
 
     

ラーニングトゥリーで学ぶ全ての生徒、働く全ての人々、そしてコミュニティの安全と幸
福を優先すること、その責任の重要さを認識しています。 

●

Weareambassadorsforinternationaleducationanditsroleincreatingintelligent,compassionate,global
citizens.
   


           
           

    

●

Weencourageeveryonefromteachersandadministratorstoparentsandstudentstoofferregularfeedback
onourprogramsbecausegreatideascancomefromanywhere. 



ラーニングトゥリーは、知的で思いやりのあるグローバル市民を育てる役目を担った、国際的な
教育の代表と自らを捉えています。 
ラーニングトゥリーは、素晴らしいアイディアは全ての者や場所からやってくると信じ、教師、アドミ
ン、保護者様、生徒に、スクールのプログラムについて定期的にフィードバックをもらえるようにお願
いしています。 


●

●

Wehavetheopen-mindednesstoacceptcriticismwhilemaintainingtheconfidencetodefendpoliciesthat
wehavedataandexperiencetosupport.
           
   

     


データと経験に裏打ちされたラーニングトゥリーの方針を守り、
自信を持ち続けながらも、虚心坦懐に批判を受け入れます。 

Webelievethatweshareinapartnershipwithparents,enhancingeducationthroughthesupportthey
provide.Wepartnerwithfamiliesbasednotonfinancialordemographiccriteriabutthesupportiveness
andcommitmenttowardstheirchild'slifelonglearning. 

ラーニングトゥリーでは、保護者様とパートナーシップを組むことは、より良い教育を生徒に提供する
ために欠かせないと考え、ご家族をコミュニティにお受け入れする際に、金銭や人種等の基準ではな
く、保護者様の子どもの生涯学習に対する支援と献身度を大事にしています。 


●

Wemaintainhigh-qualityeducationandadaptabilitythroughcarefulanddeliberateself-assessment,
professionaldevelopment,andopencommunicationchannels. 

思慮深い自己評価、最新の職業訓練、率直なコミュニケーションを通して、質の高い教育と適応力を常
に持ち続けています。 
●


Weacknowledgethatthehigherpurposeofourgrowthistobecomebetterprovidersforsociety.We
strivetogivemorethanwetakeandtoapplyourenergytowardsthegreatergood. 

高い次元での成長の目的は、社会でより良い供給者になるためと自覚し、社会から受け取るよりも多く
を差し出すことができるよう目指して、私たちの力の全てを社会全体の利益のために注ぎます。 

目標Goals 
１. 英語を自分の言葉として操り、自分で考え、表現できる知的バイリンガルを育成する。 
StudentswillbeabletothinkandexpressthemselvesfluentlyinEnglish. 



２．全米小学校の学年相当の英語力を身につける。 

StudentswillgainskillsequivalenttotheircorrespondinggradelevelintheUnitedStates. 



３．日本でも評価に値するよう、G4終了までに英検準1級取得を目指し、英検２級は必ず取得する。 
 tudentswillpassEiken2withingradestwothroughfourofthisprogramandaimtopassEiken 
S
Pre-1bycompletion.Pairedwiththestandardizedtest,thisaddsconcretevaluetoourprogram  
bothhereinJapanaswellasoverseas. 



４. 自国文化と欧米文化の両方を、自分の中に持つ知的バイカルチュアルを育成する。 
 

.



５

Studentswillbeintellectuallybilingualandbicultural. 

以上は
と称し、ディベートを通じて総合的な力を養成する。英語取り出しクラスがあ
る中学校、またはインターナショナルスクールやボーディングスクールへの進学準備を行う。
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AfterG4,wewillfostercomprehensiveskillsthroughactivities(e.g.,debate)tohelpthestudents  
succeedintheirfutureJapaneseschool,Internationalschool,orschoolsabroad. 



カリキュラムCurriculum 
カリキュラムは、アメリカのコモンコアスタンダードを基に、算数はMc-GrawHillのReveal、その
他のreadingcomprehension,vocabulary,grammar,language,writing,criticalthinking,anddiscussionは
BenchmarkEducationのBenchmarkAdvancedの教科横断型の教科書を使用します。 
アメリカ現地と同様の方法で、教員免許を持つネイティヴ教員が教え、学年末の全米学力テストで
80%以上取れることを目標として作成しています。 
LearningTreeInternationalKindergartenの年長クラスSaplings2では、アメリカのGrade1レ
 ベ
ル相当をすでに学習していることから、この小学部は、卒園生の入試結果が良い場合はGrade2か ら
始めることができます。外部からの受験や入試結果がGrade2に 満たない場合は、Grade2ss又 は
Grade1で
 のお受け入れになります。 

ThecurriculumcloselyfollowstheCommonCorestandardsthathavebeenimplementedinthe
UnitedStates.Thishelpsusensurethatyourchildreceivesthesametypeofeducationtheywouldif
theyattendedanAmericanschool.Weusewell-establishedtextbookssuchasRevealandBenchmark
AdvancetocreateacurriculumthatalignswiththeCommonCorestandardsaswellasourown
philosophyandvalues.BenchmarkAdvanceintegratesfoundationalskills,readingcomprehension,
vocabulary,grammarandlanguage,writing,criticalthinking,anddiscussion.Inthiscross-discipline
program,thefocusareas-literature,science,andsocialstudies-workcohesivelywithlanguageartsto
helpthestudentsbuildperspectivesanddevelopcontentknowledge.ItalsoincorporatestheNext
GenerationScienceStandards(NGSS)andtheHistoryofSocialScienceStandards(HSS). 
LearningTreekindergartenstudentsarealreadylearningatafirstgradelevel,soifastudent
passestheG1levelontheentranceexamination,thatstudentcanbegintheprograminG2.Wealso
offeraG2ssclassandaG1classforstudentswhoneedmoretimetodevelopskills.BothRevealand
Benchmarkpromoteagrowthmindsetinstudentswhiletheychallengethemselvesinexploration
activitiesandresearch&inquiryprojects.Attheendoftheschoolyear,thestudentswilltakea
challengingstandardizedtestthatisusedinbothprivateandpublicschoolsintheU.S.andabroad.
Ouraimisforstudentstopassthetestwithascoregreaterthan80%.Highresultslikethatwould
meanthatthestudenthassuccessfullypassedthecorrespondinggradelevelintheUnitedStates.This
meansthatifafamilywasmovingtotheUnitedStates,theywouldhavedocumentationthatwouldhelp
themgetintobetterschoolsandhigherleveledprograms. 


RevealOverview(Grade1-Grade4)LT     4     

で学ぶ算数 年間の概観














教科書

とコモンコアの対応表

RevealMathAlignmenttoCommonCoreStandards,Grade2   Reveal          









RevealMathCurriculum(Units1and2asasample;allunitsareonourstudents’website) 
   
       Grade2 
         
HP      
   
Unit1:Mathis… 

算数のユニットごとの目標（

WhatStudentsHaveLearned: 
●
Studentsdevelopedan
understandingofproblems. 
●
Studentsusedappropriatemath
termstoexplaintheirthinking. 
●
Studentsdevelopedan
understandingthatreal-world
situationscanbemodeledwith
mathematics. 
●
Studentsdevelopedfamiliarity
withtoolstosolveproblemsand
equations. 
●
Studentslookedforpatternsin
math. 


Lesson 

Standard 

ユニット１と２を以下に掲載。 には全てのユニットを掲載） 

WhatStudentsareLearning: 
WhatWillStudentsLearn: 
●
Studentsdevelopafoundation
●
Studentsusedifferent
forproblem-solvingstrategies. 
representationstoconceptualize
●
Studentsuseappropriatemath
problemsandrelateanumberto
termstoexplaintheirreasoning
thequantityitrepresents. 
andtorespondtothereasoning
●
Studentsaskappropriate
oftheirclassmates. 
questionsoftheirclassmates
●
Studentsmodelreal-world
aroundtheirsolutionstrategies. 
situationsthatinvolveaddition
●
Studentsmodelreal-world
andsubtractionwithdrawing
situationsindifferentways. 
andequations. 
●
Studentsconsideravailabletools
●
Studentsusepatternsin
whensolvingaproblem. 
additiontosolveequations. 
●
Studentslookforpatternsin
operations. 

MathObjective 

LanguageObjective 

KeyVocabulary 

Social/EmotionalObjectiv
e 

1-1 
1.NBT.B.3 
MathisMine 

Studentsdescribe Studentstalkabouthow
howmathisusedin theyusemathwhile
theirdailylivesand answeringw
 h-questions. 
inthelivesof
others.Theyyell
theirmathstory. 

MathTerms 
SelfAwareness 
Hobby 
Self-Management 
Story 
Responsible
AcademicTerms 
Decision-Making 
Strength 
Studentsdescribetheir
Positive 
feelingsandattributes
towardmathematics. 

1-2 
1.OA.A.2 
Mathis
exploringand
Thinking 

Studentsexplore
optionsfor
understandinga
problemand
strategiesfor
solvingit.Students
relatequantitiesin
aproblem. 

Studentstalkabout
differentapproachesfor
understandingaproblemand
strategiesforsolvingitwhile
answeringw
 h-questionsand
usinga
 notherwaya
 sneeded
andable. 

MathTerms 
Addends 
Quantity 
AcademicTerms 
Describe 

Self-Management 
Studentsrecognize
emotionsthataffect
theirbehaviours
negativelyduringmath
class. 

1-3 
1.NBT.C.6 
MathisinMy
World 

Studentsuse
mathematicsto
representreal-world
situationsand
problems. 

Studentsexplainandshow
real-worldphenomenawith
mathematicalmodelswhile
answeringw
 h-q
 uestionsand
usingn
 oticea
 ndc ana sneeded. 

MathTerms 
Equation 
AcademicT
 erms 
Model 
Represent 

SocialAwareness 
Studentsshowappreciation
forthedifferent
perspectivesoftheir
classmates. 

1-4 
1.NBT.C.4 
Mathis
Explaining
andSharing 

Studentsexplore
waystoconstruct
argumentsto
supporttheir
thinking.Students
respondtothe
ideasand
argumentsof
others. 

Studentsdiscussarguments
tosupporttheirthinking
whileansweringw
 h-and
yes/noq
 uestionsandusing
noticea ndt hinkingas
needed. 


MathTerms 
RelationshipSkills 
Pattern 
Studentspracticeshowing
Relationship 
respectforclassmatesas
AcademicTerms 
theyshareideasand
Explain 
thinking. 

1-5 
Mathis
finding
Patterns 

Studentsexplore
strategiesfor
uncoveringpatterns
andforusing
patternstosolve
problems. 

Studentsdiscussstrategies
foruncoveringpatternsand
forusingpatternstosolve
problemswhileansweringw
 h-
andyes/noq
 uestionsand
usingtheverbh
 elpa
 ndthe
adjectiveh
 elpfulasneeded. 

MathTerms 
Pattern 
Relationship 
AcademicTerms 
Efficient 

Responsible
Decision-Making 
Studentspractice
self-controlastheylearn
totaketurnswhen
sharingideaswitha
partnerorinagroup. 

Studentsdiscuss
anddecideon
classroomnormsof
interactionfora
productivemath
learning
environment. 

Studentstalkaboutthe
skills,behavioursand
mindsetsthatcontributeto
aproductivelearning
environmentwhileanswering
wh-andyes/noq
 uestionsand
usingthewordsh
 elpful,
focusedandrespectfula s
needed. 

MathTerms 
Pattern 
Quantity 
AcademicTerms 
Norms 
Respectful 

SocialAwareness 
RelationshipSkills 
Responsible
Decision-Making 
Studentsmakedecisions
aboutclassroomnorms
forworkingproductively
withclassmates. 

1.NBT.C.6 

1-6 
1.NBT.A.1 
MathisOurs


Unit2:PlaceValueto1,000 
WhatStudentsHaveLearned: 
●
Studentslearnedthat10c
 anbe
thoughto
 fasab
 undleof10ones-
calleda“ ten,” (Grade1) 
●
Studentslearneda2-digitnumber
representsamountsoft ensand
ones.( Grade1) 
●
Studentsc
 omparedt wo2-digit
numbersusingc
 omparisonsymbols.
(Grade1) 



WhatStudentsareLearning: 
WhatWillStudentsLearn: 
●
Studentsunderstandthat100can
●
Studentsusep
 lacevaluetocount
bethoughtofas10groupsoften. 
within1,000a
 nds kipc
 ountby5s,
●
Studentsunderstandthatthe
10sand100s.( Grade3) 
digitsofa3-digitnumber
●
Studentsusep
 lacevaluetoaddand
representamountsofhundreds,
subtractwithin1,000. (Units9and
tensandones.Theyreadand
10) 
writenumbersusingstandard
●
Studentsunderstandthatthedigits
form,expandedform,wordform
ofa4-digitnumberr epresent
anddecomposebygroupingthe
amountsofthousands,h
 undreds,
hundreds,tensandonesin
tensandones.( Grade3) 
differentways. 
●
Studentscomparetwo3-digit
numbersusingcomparison
symbols. 

Lesson 

Standard 

MathObjective 

LanguageObjective 

2-1 
Understand
Hundreds 

2.NBT.A.1 
2.NBT.A.1a 

Studentsexplain
hundredswith
regardtoplace
value-100is
hundredor10tens,
200istwo
hundredsor20
tens,andsoon. 

Studentsexplaintheir
understandingof100as10
groupsoftenusingtheterm
each. 

MathTerms 
Hundreds 
Tens 
AcademicTerms 
Incommon 
Relateto 

2-2 
Understand
3-Digit
Numbers

2.NBT.A.1 
2.NBT.A.1b 

Studentsexplain
whatthedigitsina
3-digitnumber
represent.
Studentsrepresent
3-digitnumbers. 

Studentsexplainthatthe
digitsofa3-digitnumber
representamountsof
hundreds,tensandonesand
represent3-digitnumbers
usingthetermn
 otice. 

MathTerms 
Base-tenblocks 
Digit 
Ones 
Place-valuechart 
AcademicTerms 
Decide 
Explanation 

2-3 
Readand
Write
Numbers

2.NBT.A.3 

Studentsreadand
writenumbersto
1,000. 

Studentsdiscussandwrite
3-digitnumbersusingthe
term,d
 ifferentways. 

MathTerms 
Decompose 
Expandedform 
Standardform 
Wordform 
AcademicTerms 
Incommon 
Wonder 

RelationshipSkills-
Communication 
Studentsactivelylisten
withoutinterruptionas
peersdescribehow
theyapproacheda
complexmathematical
task. 

2-4 
Decompose
3-Digit
Numbers

2.NBT.A.1 
2.NBT.A.3 

Students
decompose3-digit
numbersby
groupingthe
hundreds,tensand
onesindifferent
ways. 

Studentsidentifyand
decompose3-digitnumbers
andjustifydifferentwaysto
decomposethesamenumber
usingthewordg
 roup. 


MathTerms 
Decompose 
Placevalue 
AcademicTerms 
Apply 
Explanation 

Responsible
Decision-Making-
IdentifyProblems 
Studentsbreakdowna
situationtoidentify
theproblemathand. 

2-5 
Compare
3-Digit
Numbers

2.NBT.A.4 

Studentsusewords Studentscomparetwo
andsymbolsto
3-digitnumbersusingthe
compare3-digit
verbc
 ompare. 
numbers. 



MathTerms 
Compare 
Equalto(=) 
Greaterthan(>) 
Lessthan(<) 
AcademicTerms 
Relationship 
True 

Self-Management-
Self-Discipline 
Studentspractice
strategiesfor
persistingata
mathematicaltask,such
assettingasmallgoal
orsettingtimersfor
remainingfocused. 




KeyVocabulary 

Social/Emotional
Objective 
SocialAwareness-
RespectOthers 
Studentsexchange
ideasformathematical
problem-solvingwitha
peer,listening
attentivelyand
providingthoughtful
andconstructive
feedback. 
Self-Awareness-
RecognizeStrengths 
Studentsrecognize
personalstrengths
throughthoughtful
self-reflection. 



小学部 年間で学ぶテーマ一覧 

BenchmarkAdvanceThemeOverviewGrade1-4 LT   4     









BenchmarkAdvanceSocialScience&ScienceAlignment,Grade2 
Grade2     
          
 HistoryofSocialScienceContentStandards
(HSS)       
 NextGenerationScienceStandards(NGSS)     

で学習するテーマと歴史社会のスタンダード
と理科のスタンダード

との対応







BenchmarkAdvanceCurriculumGrade2(Unit1asasample;allunitsareonourstudents’website) 
             (Grade2          HP           ) 

テーマを通して学ぶスキルの目標


ユニット１を以下に掲載。 には全てのユニットを掲載





































































































時間割TimeTable 
放課後3:00pmからお受入れし、授業に集中出来るようまずは腹ごしらえスナックタイム。その後、英
語でクラスメートとくつろぎながら、コーナーアクティヴィティ。授業は4:05pmからです。 

Students may come in from 3:00 p.m. to have a snack in a relaxing atmosphere and enjoy corner
activitiesbeforetheclasstimestartsat4:05p.m. 
G3&
G4 

G1&
G2 

Mon 

3:00- 
3:00- 
Snacktime 
4:05pm  4:05pm  Freeplay 
Corneractivities 

Tues 

Wed 

Thurs 

Fri 

Snacktime 
Freeplay 
Corneractivities 

Snacktime 
Freeplay 
Corneractivities 

Snacktime 
Freeplay 
Corneractivities 

Snacktime 
Freeplay 
Corneractivities 

4:05- 
4:05- 
4:10pm  4:10pm 

ClassMeeting 
  

  

クラス
ミーティング

ClassMeeting 
  

  

クラス
ミーティング

ClassMeeting 
  

  

クラス
ミーティング

ClassMeeting 
  

  

クラス
ミーティング

ClassMeeting 
  

  

4:10- 
4:10- 
4:40pm  4:40pm 

RevealMath 
 

算数

RevealMath 
 

算数

RevealMath 
 

算数

RevealMath 
 

算数

RevealMath 
 

4:40- 
4:40- 
5:40pm  6:00pm 

Benchmark
Advance 
 ( 
 
 
 


 
  

Benchmark
Advance 
 ( 
 
 
 
 
 
  

Benchmark
Advance 
 ( 
 
 
 
 
 
  

Benchmark
Advance:
Research&
InquiryProject 

   




EikenVocab 
  
  

EikenVocab 
  
  

EikenVocab 

Benchmark
Advance 
 ( 
 
 
 
 ( 
 
 
 
 
 
  


5:40- 
6:00pm 



テーマ 理科・社
会・文学）読解・
文法・語彙・表現

英検ボキャブラリー 

テーマ 理科・社
会・文学）読
解・文法・語
彙・表現

テーマ 理科・社
会・文学）読
解・文法・語
彙・表現

英検ボキャブラリー  英検ボキャブラリー 

テーマ 理科・社
会・文学）読
テーマ 理科・社
会・文学）読
解・文法・語
彙・表現

クラス
ミーティング
算数

リサーチアク
ティヴィティ


Leaders  4:15- 
6:00p
m 

WSCCurriculum: Vocabulary,
Reading
Grammar&
informational
Reading 
texts,Developing

  

thinkingand



 
discussionskills 

   

       
 
   

情報文読解・
思考力・議論力

ボキャブラリー、
文法、リーディン
グ
中学英語受験対応

WSCCurriculum: Grammar&
Reading
Writing 
informational

  

texts,Developing


   
thinkingand

  
discussionskills 
       
   


 
   

情報文読解・
思考力・議論力



ボキャブラリー、
文法、エッセイラ
イティング
中学英語受験対応

中学英語受験対応自 習（自由参加） 
中学英語受験対応  
中学英語受験対応  
Challengeclass**国語 
Growthclass*算
 数 
中学英語受験対応  
中学英語受験対応  
Challengeclass**算数 
Growthclass*国
 語 
*Growthclassは、公立小学4年
 生ではまだ習っていないが、受験に必要な内容を基本から学習するクラス 
**Challengeclassは、基礎を受験用に復習し演習をするクラス 

Leaders 12:30-1:30pm 
   

  1:30-3:30pm 
Leaders
Optional
Saturday 
3:30-5:30pm 

土曜日オ
プション








WSCCurriculum:
Reading
informational
texts,Developing
thinkingand
discussionskills 
   

 
   

情報文読解・
思考力・議論力

年 月 生徒募集要項
ラーニングトゥリーインターナショナルスクール小学部

2022 4        
AdmissionsGuidelinesforApril2022 
  
   

  
 
   
    
LearningTreeInternationalSchool 
ElementaryProgram
elementary@learningtree-is.jp 




募集人数Numberofstudentsadmitted
Leaders(Grade5以
 上)英
 検準一級以上ある志願者のみ検討 
Grade4 1クラス14名(募集若干名) AfewstudentsforGrade4 
Grade3 2クラス28名(募集若干名) AfewstudentsforGrade3 
Grade2 3クラス42名(募集20名) 20studentsforGrade2  
Grade1 1クラス14名(募集14名) 14studentsforGrade1 

出願資格Qualificationtoapplyfortheprogram 
1． 2022年4月1日までに満6歳
 になっていること。 
Candidatesmustbe6yearsoldbyApril1 ,2022. 
2． L
 earningTreeの
 方針に賛同されている保護者をもち、生徒自身も進学を希望していること。 
st

 C
 andidatesmustbemotivatedtolearnatL
 earningTreeandtheirparentsmustagreewithall 
LearningTreepolicies.  


    AdmissionProcedure 
1.    15,000 (  )                               

Transfertheapplicationfeeof15,000yen(taxincluded)tothebanklistedbelow. 
Theapplicationfeeisnon-refundable. 
         (446)   1940337
 
    

 
MizuhoBankFukagawaBranch(446),1940337,Growing-Trees,Inc. 

            1-3               
    80,000 (  ) 

 Toscheduleanentranceexamprivately,thecostwillbe80,000yen(taxincluded). 

2.                       
              
 Applyonline(h
 ttps://www.learningtree-is.jp/apply/elementary.php)with 
 acopyofthetransaction applicant’spictureattached. 
  
3.      Reading/Math)      
Studentswilltaketheentranceexamandhaveaninterview.Parentsmustalsoparticipatein  
aninterview. 

4.     
      
      
Resultwillbesentbyemailthefollowing 
Monday. 








出願手続き
受験料
い。
※

円 税込 を下記口座宛に振込み ※受験料の返金はありませんのでご了承くださ

みずほ銀行 深川支店

普通

カ）グローイング．トゥリーズ

海外からの帰国などで 月の受験期以外に受験される場合は、受験料は

円 税込 です。

①受験料振り込み控え ②お子様のお写真を添付の上、入学願書をオンラインで提出
①
②
筆記試験（
と親子面接
結果発表は、翌週月曜日にメールをいたします。



入学願書受付ApplicationDeadline 

1. 2021年度第一回 2021年9月26日〜2021年12月1日
 September26th,2021toDecember1st
 ,2021 


2.


3.


年度第二回

年 月 日〜

年月 日

年度第三回

年 月 日〜

年月 日

2021      2021 12 2
2022 2 12 
December2nd
 ,2021toFebruary12nd,2022 
2021      2022 2 13
2022 2 26 
th
th
February13 ,2022toFebruary26 ,2022 



     EntranceExamDates 

 2021      1 22 10:00a.m.–12:30p.m.January22th,2022 

 2021      2 19 10:00a.m.–12:30p.m.February19th,2022 

 2021      3 5 10:00a.m.–12:30p.m.March5th
 ,2022 


    EnrollmentProcedure 

1.     1    
       1  
 
               
 Transferthemandatoryentrancefeeand1yearlumpsumor Semester1(Spring&Summer)by
thecorrectdate. 
 2021      1 29 February29th,2022 

 2021      2 26 February26th,2022 

 2021      3 10 March10th,2022 

2.      
  
   5,000 +                       

 IssuethestudentI.D.(Freeforthefirsttime,toreissue5,000yen+taxwillbecharged)

入学試験日時
①
年度第一回 月 日
②
年度第二回 月 日
③
年度第三回 月 日

入学手続き
入学金と 年一括払い、または入学金と 学期（春と夏）の授業料を以下の期日までに納入
①
年度第一回 月 日
②
年度第二回 月 日
③
年度第三回 月 日
学生証発行 （初回無料、紛失時
い。）

円 税をいただきますので紛失しないようにしてくださ





2022-2023    
 YearlySchedule 
Theyearlyschoolcalendarisavailableonthewebsite. 
        
    
      


  (  

Semester1(Spring&Summer) 

 Spring 
2022 4 13
7 14  14 
 
  
  3:00p.m.-6:00p.m. 

FromApril13thtoJuly14th(14weeks) 

 Mon-Fri3:00p.m.-6:00p.m. 

 Summer 
7 19  8 5  3 
 
 
  10:00a.m.-6:00p.m. 

 FromJuly19thtoAugust5th(3weeks) 

 M
 on-Fri10:00a.m.-6:00p.m. 


  (  
 
Semester2(Fall&Winter) 

 Fall 
8 31   12 21  17 

 
  3:00p.m.-6:00p.m. 

FromAugust31sttoDecember21st(17weeks) 

Mon-Fri3:00p.m.-6:00p.m. 

 Winter 
1 11   3 30  12 
 
 
  3:00p.m.-6:00p.m. 
FromJanuary11thtoMarch30th(12weeks) 
Mon-Fri3:00p.m.-6:00p.m. 



   
           
 
    
          
TheMathandJapaneseclasseswillbeonSaturdayswitha onthecalendar.  









年間スケジュール
ウェブサイトで年間スクールカレンダーをご覧ください。
１学期 春と夏）
春

夏

年 月 日〜 月 日（ 週間）
月曜〜金曜

月 日～ 月 日（ 週間）
月曜〜金曜

２学期 秋と冬）
秋

冬

月 日から 月 日（ 週間）
月曜〜金曜
月 日から 月 日（ 週間）
月曜〜金曜

中学受験コースの土曜日国語算数補習は、スクールカレンダーの★印がある土曜日です。
★






年間授業料(税抜き)TuitionandFees(TaxisNOTincluded) 

入学金Entrancefee¥185,000 (卒園生Graduates¥50,000) 

１年一括払いOneyearlumpsum¥1,024,000(LTonline含む）(LTonlineincluded) 
(オプション・入学金除く) (optionsandentrancefeeexcluded)  


授業料 



設備費

Tuition 

  
Facilityfee 

  
Materialfee 

教材費


 
Snackfee 

スナック

イヤーブック 
Yearbook 

学期

¥350,000 

¥20,000 
(Google ) 

¥56,500 
(LTonline ) 

 25,600 
¥
(    
 
   Lunch
includedin
summer  

学期

夏はヘルシーラ
ンチ込
）



¥435,000 

¥24,000 
(Google



¥88,600 
(LTonline ) 

¥31,900 

¥10,000 

1  Semester1 


2  Semester2 



オプション 

シッター迎え
交通費別途実費

含

含）

バス
迎え

含

バス 
送り 

含

*

  
SitterPickup 
       
+Transportation 

**  
 
Bus 
Pickup 

Bus 
Dropoff 

Semester1 

¥105,000 

¥84,000 

¥54,900 

¥2,500 

Semester2 

¥217,500 

¥145,000 

¥82,650 

¥3,500 

Optional 

Saturday 
English 
Supplement 
Online 
      

Saturday 
MathandJapanese 
Supplement 
       
  

  

英語受験のための
土曜オンライン 土曜日「国算」補習

1year¥80,000 



シッターは、スクールに一人で来る練習をする為のサービスです。６〜７歳児に限り、１学期間限定です。

*


 
              
   

     
       

*Sitterserviceisonlyavailabletosix-year-oldstudentsforthefirstsemestertopracticecomingtoschoolby
themselves. 
**    
      5     4   
        
  


  3 30   
                        
Buspick-upservicemightnotbeavailableafter3:30
p.m.becausethebussesshouldarriveatschoolby4:00p.m.beforeclassstarts. 

バス迎えは、授業が始まる 分前の午後 時にスクールに到着するスケジュールです。よって、午後 時 分以降
はお迎えに上がれない可能性が高いことをご了承ください。

2022   
    LTonline  

      

LTonlineMembershipisincludedinthematerialfeeinthe2022-2023schoolyear. 
        IXL&Raz-kids SupplementalonlineprogramIXLandRaz-kids. 
               Sharedresourcefolderstoreviewclassmaterialsandreadingat
home. 
      MembershiptotheLTlibraryatCafeLuLuwherestudentscancheckoutbooks. 
LearningTree  
 
    LTConnect:Buildasenseofcommunitythroughaprivate
sharedonlinephotoalbum. 
   Google            

ThefeeforaGoogleaccountforeachstudentisincludedinthefacilityfee. 


年度より、教材費に
メンバーシップ が含まれます。
① 自宅学習教材（
）
② クラスで使用している教材の閲覧
③ 図書室の利用
④
のコミュニティと繋がる
設備費に
アカウント費用が含まれます。





オンライン願書内容OnlineApplicationForm 


生徒情報Applicantinformation 
名前Name 
国籍Nationality 
第一言語FirstLanguage 
第二言語SecondLanguage 
第三言語ThirdLanguage(ifapplicable) 
生年月日DateofBirth 
性別Gender 
住所*HomeAddress* 
現在の学校CurrentSchool 
来年度通う予定の小学校*Theelementary
schoolyouareplanningtoattend* 
健康面での懸念事項HealthConcerns 
その他OtherConcerns 
*キャンパスを決める際に、住所と小学校を考
慮します。Wewillusethisinformationto

decidewhichcampusyourchildisacceptedto. 

    Parentinformation 
    Father’sname 
 Nationality 
   FirstLanguage 
   SecondLanguage 
   ThirdLanguage(ifapplicable) 
  NameofCompany 
 Position 
 
      
HomeAddress(if
notsameasapplicant) 
     CellphoneNumber 
E
     EmailAddress 
    Mother’sname 
 Nationality 
   FirstLanguage 
   SecondLanguage 
   ThirdLanguage(ifapplicable) 
  NameofCompany 
 Position 
 
      
HomeAddress(if
notsameasapplicant) 
     CellphoneNumber 
E
     EmailAddress 




保護者情報
父親の名前
国籍
第一言語
第二言語
第三言語
会社名
役職
住所（生徒と異なる場合）
携帯電話番号
メールアドレス
母親の名前
国籍
第一言語
第二言語
第三言語
会社名
役職
住所（生徒と異なる場合）
携帯電話番号
メールアドレス

緊急連絡先EmergencyContact 
名前Name 
生徒との関係RelationtoApplicant 
住所HomeAddress 
携帯電話番号CellphoneNumber 
EメールアドレスEmailAddress 



□Wepledgetosupportourchildtodohis/her
bestintheL earningTreeInternationalSchool  
ElementaryProgram. 
 
   
    
   

              
   
      


□W
 epledgetosupportourchildtocontinue
withtheLearningTreeInternationalElementary
Programforatleastthreeyears,aslongaswe
resideinTokyoandthesuburbanarea. 
  
   
          
3           
   


WewillreadtheStudentHandbook,school
calendar,schoolbrochureandinvoice/contract
carefullyandagreetofollowtherulesin
LearningTree.Wewillbeagoodmemberof
theLearningTreecommunity.(Whenany
informationisupdated,theschoolwillletall
familiesknowbyemail.) 
      
    
 / 
  
 
/ 
    
 /      
        
      
  
   
       
 
  
  
           
  
           



私達は、親として、子どもがラーニングトゥ
リー小学部で最善の努力が出来るよう、支援す
ることを誓います。

私たちは、親として、一都三県に在住する限
り、 年間以上通い続けることを、誓います。
◻︎

入学する際はスクールハンドブック スクールカ
レンダー スクールパンフレット 請求兼契約書
を精読し同意します（更新された情報は、在校
生全員にメールで通知されます）。スクールの
方針に従って 子どもの成長のためスクールと
協力していくことを誓います。

FAQ 
Q.
    
           
      

  Mychildisin1stor2ndgraderightnow.CanIenrollthemintheprogram? 
A.

    3             
         
     
    
G3 
  
          
AllcurrentSaplings2
studentsandchildrenbetweentheagesof6and8canapplyforG1&2andbetween
theagesof8and10canapplyforG3. 

Q.
           

  Whatkindofentranceexamwillthestudentstake? 
A.
        
        
       
         
      
Studentswillbegivenamathtest,anEnglishlanguageartstest,
andaninterviewalongsidetheirparents.Thestudent’sinterviewwillbeconducted
entirelyinEnglishandparentscanchoosetospeakineitherEnglishorJapanese. 

Q.
        

Whenistheexamoffered? 
A.
    
 
        
      
 
        
 
      
               
Therewillbethree
differenttestingdates,January,February,andMarch.Pleaseseethetestingschedule
forexactdates.Thosewhofailthefirstteststillhavetwomorechances.Onetestfee
coversallthreetestdates. 

Q.
   
           
        

Whatifmychilddoesn'tpasstheendofyearexam?Cantheystillcontinuetothenext
gradelevel? 
A.
           80%      
         
65 79%  

   
                 
    
64%    

                  
80%orabove-passtothenext
gradelevel,certificatewillbegiven.65-79%-reviewschoolyearprogress,passingisat
thediscretionoftheteacherbasedonthebehavior,participation,andmaturityofthe
student.65%orbelow-repeatgrade. 

Q.
         
 
               

  Howarechildrenchosenforthelimitedseatsoftheprogram? 
A.
        
                     
     
                   
               

                   
Afterpassingboththetestandthe
interview,spotswillbegivenonafirstcomefirstservebasis. 





私の子どもは、現在すでに小学二年生です。受験出来ますか？
はい。これから 月に卒園される生徒さんに加え、すでに卒園した小学１・２年生の受
験が可能です。 には、小学３・４年生も受験が可能です。

受験の内容を教えてください。
英語と算数の筆記試験、親子面接があります。面接は生徒は英語、保護者様は英語と日
本語から選べます。
受験日はいつ頃ですか。
年明けの１月、２月、３月と３回あります。もし不合格になっても、３回機会がありま
すので、挑戦して下さい。受験料は何度受けても変わりません。
もし１年後、学年末テストで合格しなかったらどうなりますか。

学年末の全米統一テストで が取れていれば、学年修了証となります。 ー の場
合は、授業態度、学習理解度などテスト以外の点も考慮し、決定します。 以下の場
合は、同じ学年をもう一度学習していただきます。

もしも定員に達してしまったら、テストの点が良くても不合格ですか。
早い受験日の合格者で、入学手続きを済ませた方からお席をお取りします。合格者で入
学手続きを済ませた方が定員に達したところで、それ以降の合格者は補欠合格になり、
キャンセルが出た場合に繰り上げ入学になります。

木場キャンパスだけで行われるプログラムですか。
年度より月島キャンパスにも、開講いたしました。キャンパスやクラス編成はス
クールにお任せいただけますよう、お願いいたします。どちらのキャンパスになって
も、通っていただきやすい様、８ 圏内にスクールバスサービスをご用意しておりま
す。

Q.
 
                 

  AreclassesonlyofferedattheKibaCampus? 
A. 2018      
    
       

           
            
       
    
    
 

        
 km    
   
           
WeopenedaclassinTsukishimainApril2018.However,students’campuswillbe
chosenbytheadministrationconsideringtheiraddress.Eitherway,wehaveaschool
bus(within8km)tohelpstudentscommute. 


もしも授業について行けなくなった場合、どうしたら良いですか。
自宅学習 、ライティングフォルダー、
に加えて、月１回の土曜日オンライ
ン補習を受けてください。

Q.
            
  
         

  Whatcanbedoneifthestudentsneedextrapracticeonlanguageskills? 
A.
   IXL   
  
 
Raz-Kids   
           
         
Werecommendyoutotakesupplementalclasseson
Saturdaysonceamonthfrom9:00a.m.to11:00a.m.online,ontopoftheIXLMath
program,Raz-Kids,andwritingfolders. 

Q.
              
    
 

Whataboutothercommitmentsortakingdaysoff? 
A.
      
     
             
      

           
    
    
             
  
Ourprogramprovidesaneducationequivalenttoelementaryschoolsinthe
USbutwehaveclassforonlytwohoursaday.Asaresult,classattendanceis
mandatory.Wecanonlyconsiderfamilieswhounderstandthecommitmentrequiredby
ourprogram. 

Q.
     

  Willthestudentsreceivehomework? 
A.
   
      
                       

 10-15          
Schoolwillprovideasuggestedhomework.The
workloadisabout10-15minuteseverynight. 

習い事などで休みが多くなりますが、大丈夫でしょうか。
アメリカのカリキュラムを網羅し、学年相当の力をつけるためには、時間が必要です。
習い事は土日にしていただき、病欠以外は、平日毎日通って頂ける方のみお受け入れし
ています。
宿題は出ますか。
ダブルスクーリングですので、宿題の時間を長くとることは難しいと理解しています。
毎晩 分程度で完了する量です。



持ち物はありますか。
いいえ。昼間の学校からまっすぐ来て頂けるように、文具、授業に必要な教材など必要
な物は全て、こちらでご用意いたします。お腹が空いていては勉強に集中できませんの
で、スナックも全員にご用意させていただきます。コンビニのお菓子などは持ち込まな
いようお願いいたします。

Q.
       

  Doesmychildneedtobringanysuppliesorsnacks? 
A.
 
       
         
 
            
   
           
                    
 
                
                
         
L
 earningTreewillprovideeverything(e.g.,stationery,
books,asnack).Pleasedonotbringanyjunkfoodintoschool. 






Q.

小学部としてのスクールイベントはありますか。 
Arethereanyschoolevents?

A. はい。ウェルカムデイ、春のピクニック、授業参観、自然の家でのサマーキャンプ、ハ
ロウィンパーティー、クリスマスパーティ、ムーヴィーナイト、学年末展示発表があり
ます。(昨年はコロナの影響で縮小いたしました） 
Yes,wewillhaveawelcomeday,springpicnic,open-house,summernaturecamp,
Halloweenparty,Christmasparty,movienights,andendofyearexhibition.(Lastyear,
someeventswerecanceledduetotheCoronasituation.) 



学期間休学する場合は、授業料金は発生しますか。
定員を限定してクラスを編成していますので、休学中の授業料も発生します。

Q. 1         
          

Isitpossibletobeabsentforonesemesterandnotbecharged?

A.
                  
            

Weonlyacceptfourteenstudentsperclass,soevenifyouareunabletoattendfora
semester,thetuitionwillbechargedinordertomaintainourquality. 

Q.                     

IsitpossibletotaketheentranceexamwhenwecomebacktoJapan,evenifitisoutsideof  
theentranceexamdates? 
A.    1,2,3   
    
            .  
 
             
          .  

    8  ( 
      

Wecharge80,000yentoscheduleanentranceexamoutsideof 
ournormaldates. 

Q.             

Istheschoolplanningtoraisethetuitionovertheyears? 
A.                     
                
   
  
2020    2021     
      
      
        
LTonline  
 
  
 
         
                
  2021    2022      

  DX        Google         20              
   
2022        24,000            
      
              


Wehaveneverraisedtuitionfeesinthepast.Wedonotwanttoincreasethepricein 
thefutureeither.However,fromthe2020to2021schoolyear,weneededtosetupa 
digitalenvironmentthatwedidnotneedbefore,andbyprovidingtheLTonlineplatform 
andvariousservices,wehaveraisedthepriceofthematerialfee.Inaddition,from2021
to2022,tofurtherpromoteDX,wewillunavoidablyincurcostssuchas$20perperson
permonthfortheirindividualGoogleaccount,andwehavedecidedtoraisethe
facilityfeefrom2022.Wehavenoplanstoraiseanymorefeesfornow. 

海外から帰国するタイミングで受験できますか？

受験は 月と決まっていますが、やむを得ない事情がある方
には、空席があれば受 験いただけます。特別対応となりますの
で、受験料は 万円 税込）を申し受けます。

授業料の値上げはありますか？
これまで授業料の値上げはしたことはありません。これからも値上げはしたくないと考
えています。しかし、 年度から 年度にかけて、今まで必要なかったデジタル
環境設定が必要になり、
のプラットフォームと様々なサービスを提供すること
で、教材費を値上げさせていただきました。また 年度から 年度にかけては、
さらに を推進するために
のアカウント一人月 ドルの費用やむを得ずかかる
ことになり、 年度から設備費の
円値上げをお願いしています。それ以上の値
上げの予定は今のところありません。







概要書面  本書面をよくお読みください。 
以下は、LearningTreeInternationalSchool小 学部のご契約に関する特定商取引法に基づく概要書面です。 
1.
会社の名称、住所、電話番号、代表者の氏名 
会社の名称：株式会社グローイング・トゥリーズ 住所：東京都江東区木場五丁目６番３０号 
電話番号：木場キャンパス03-5809-8900/月島キャンパス03-3536-7890代 表者の氏名：代表取締役 柾木史子 
2.
提供される役務の内容 
(1) 役務の種類
Learning Tree International School 小学部における小学生を対象とした授業（米国カリキュラムコモンコアススタ
ンダードに沿った授業、WolrdScholor'sCupのプログラムに基づく授業、及び中学英語受験の準備の為の授業） 
(2) 役務提供の形態又は方法
LearningTreeの教室において担任が対象となる児童に授業を行う方法で提供 
(3) 役務を提供する時間数、回数その他の数量の総計
原則として平日午後3時から6時まで（休暇期間を除く）
総時間数：春学期3時間×14週 夏学期8時間×3週 秋学期3時間×17週 冬学期3時間×12週（休日を除く）
3.
利用者が購入する必要のある商品がある場合にはその商品名、種類及び数量  特になし 
4.
授業料その他の金額 パンフレット及びハンドブック中に記載 
5.
授業料等の支払い時期及び方法 パンフレット及びハンドブック中に記載 
6.
役務の提供期間 パンフレット及びハンドブック中に記載 
春学期14週夏学期3週秋学期17週冬学期12週（休日を除く） 詳細は別途配布のスクールカレンダーを参照 
7.
クーリングオフに関する事項 
(1) 契約書面を受領した日から起算して8日を経過するまでは、利用者は、書面により契約の解除を行うことができま
す。
(2) 上記(1)にかかわらず、利用者が、当社が特定商取引に関する法律（以下、「法」といいます）第44条第1項の規定
に違反して法第48条第1項の規定による契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより
誤認をし、又は当社が法第44条第3項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによって法第48条第1項
の規定による契約の解除を行わなかった場合には、当社が交付した法第48条第1項の書面を利用者が受領した日か
ら起算して8日を経過するまでは、利用者は、書面により契約の解除を行うことができます。
(3) 上記(1)又は(2)の契約の解除は、利用者が契約の解除に係る書面を発した時にその効力を生じます。 
(4) 上記(1)又は(2)の契約の解除があつた場合には、当社は利用者に対し契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払
を請求することができません。 
(5) 上記(1)又は(2)の契約の解除があつた場合には、既に契約に基づき役務が提供されたときにおいても、当社は、利
用者に対し、契約に係る役務の対価その他の金銭の支払を請求することができません。 
(6) 上記(1)又は(2)の契約の解除があつた場合において、契約に関連して金銭を受領しているときは、当社は利用者に
対し速やかにその全額を返還します。
8.
中途解約に関する事項 
(1) 契約書面を受領した日から起算して8日を経過した後においては、利用者は、将来に向かつて契約の解除を行うこ
とができます。
(2) 上記(1)の契約の解除があつた場合には、当社は利用者に対し提供された役務の対価及び当該解除によって通常生ず
る損害の額又は契約の締結及び履行のために通常要する費用の額にこれらに対する遅延損害金の額を加算した金額
を超える額の金銭の支払を請求することができません。中途解約がなされた場合には役務を提供した期間に応じて
精算を行います。
(3) 上記(1)の契約の解除があった場合において、当社が関連商品の販売又はその代理若しくは媒介を行っているとき
は、利用者は、当該関連商品販売契約についても解除を行うことができます。
(4) 上記(3)の契約の解除があつた場合には、当社又は関連商品の販売を行った者は、利用者に対し、関連商品の通常の
使用料に相当する額（当該関連商品の販売価格に相当する額から当該関連商品の返還されたときにおける価格を控
除した額が通常の使用料に相当する額を超えるときは、その額）、関連商品の販売価格に相当する額又は契約の締
結及び履行のために通常要する費用の額にこれらに対する遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払
を請求することができません。契約の締結および履行のために通常要する費用の額は、契約の解除が役務提供開始
前である場合は1万5000円、契約の解除が役務提供開始後である場合は、提供された特定継続的役務の対価に相当
する額＋５万円または契約残額の20％に相当する額のいずれか低い額となります。
9.
割賦販売法に関する事項 
割賦販売法第2条第2項に規定するローン提携販売の方法又は同条第3項に規定する包括信用購入あつせん若しくは同条第
4項に規定する個別信用購入あつせんに係る提供の方法により役務の提供を行う場合には、同法第29条の4第2項（同条第
3項において準用する場合を含む。）又は同法第30条の4（同法第30条の5第1項において準用する場合を含む。）若しく
は同法第35条の3の19の規定に基づきローン提携販売業者又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者若しくは個別信
用購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもって、利用者はローン提供業者又は包括信用購入あつ
せん業者若しくは個別信用購入あつせん業者に対抗することができます。
10. 前払金に関する事項 前払金について保全措置は講じていません。 
11. 特約事項 特約事項はありません。 
以上 


