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Introduction【はじめに】

テクノロジーが発達し、
グローバル化が進みまし
た。閉ざされた世界ではな
く、大きな海原を自由に航
海できる時代になりました
が、英語を話すことができ
ないせいで、世界に羽ばた
くことができません。

最大の障壁となっている英
語を習得するには、幼児
期から英語を日常的に使う
必要があります。

幼児期の頭脳は､言葉に対し
て異常に敏感で､大人には
習得不可能な細かい発音､音
の微妙なニュアンス・
リズム・イントネーション
などを、正確に身に付ける､
驚異的な働きを持っていま
す。

英語には日本語にはない音
があります。耳が柔らかい
幼児期にたくさんの英語の
シャワーを浴びることで、
英語を母国語のように扱え
るようになります。
毎日Review Time（復習）
を設け、繰り返し学習する
ことで子どもの「？」をな
くし、英語脳を定着させま
す。

2ヶ月に1回レベルチェック
と保育参観と個人懇談を行
います。お子様のそれぞれ
の成長している姿や様子を
見て頂き、面談による個々
の成長レベルやスキルアッ
プにつながる方法や進め方
を一緒に確認しながら無理
のないよう、教育・保育を
行います。

縦割り保育では幼稚園生活
をより社会生活に近い状態
にし、異年齢と触れ合うこ
とで高いコミニケーション
能力が身に付くだけではな
く、子どもたちの興味関心
の幅も広がり相乗効果で質
の高い学びに繋がります。

実際の社会に似せた状況に
早くから子どもたちを慣れ
させるために有効な教育方
法だと言われています。
「年上の子どもが年下の子
どもを教えたり、年下の子
どもが年上の子どもを頼っ
たりマネしたりする中で、
新たな気付きや成長の機会
を得られます。

自分の立場を知り、どう他
の人たちと接していくべき
かを判断することは、社会
をうまくやっていくために
必要なことです。
また、大人になってから社
会性や協調性を身につける
ことは大変なことです。子
どものうちに自然に社会性
や協調性を身につける訓練
ができることは、子どもた
ちにとって大きなメリット
となるでしょう。

感性を持つこの
時期が､語学習得
に最適なのです

約50年私立幼稚園としての
教育、保育をもとに独自の
カリキュラムを組んで、日
本文化は勿論、早い段階か
ら他文化に触れ合うこと
で、グローバル社会に必要
な多様性を認め、円滑なコ
ミュニケーションをとるこ
とができる能力、将来社会
に出た時に、役立つスキル
を養います。

敏
I hope kids can learn English while having fun
and speak English naturally in the future.
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オールイングリッシュ

欧米の幼稚園と同様のカリキュ
ラムでネイティブの講師を中心
に、全てオールイングリッシュ
で過ごします。自ら英語で考え
日本語を介さずにする事で思考
回路を鍛えることもできます。

チームティーチング テーマベースラーニング

ネイティブ＆日本人英会話講
師と保育士がチームを組み、
一緒に指導していきます。
お子様一人ひとりにあった教
育方針でより英語力が身に付
くようにしていきます。

一つのことをベースに様々な
創造性を育み、学んでいきま
す。またその事をクラスでデ
ィスカッションし、自分の考
えを発言するという場を作り、
自主性を養います。

グループワーク

学年に分かれてワークを行う
時間を設け、お子様に合った
内容の学習をより深くしてい
きます。同じ学年の友だちと
学習することにより、お子様
の知的好奇心を刺激し、さら
なる探究心へと導きます。

子どもたちは様々な体
験や経験、遊びを通し
て自分の周りの世界を
知り「なぜ？」と感じ
ることで学んだり、自
ら考えたりする力を養
います。

何かを発見したり想像
する中で、答え（ゴー
ル）までのプロセスの
考える力が身に付くよ
う、日々の生活の中で
も周囲をよく観察し、
積極的に探究していき
ます。

②Analytical Skills & Thinking Skills
【分析力&考える力】

⑤Inventive Skills
【開発＆発明】

子どもが自らの思いを
言葉にし、みんなの前
でプレゼンテーション
をする時間を作りま
す。自信を持ち、自分
の意思を伝えることで
行動力を育みます。

①Action Skills
【行動力】

⑥Physical Skills
【運動】

日々の生活の中で身の回
りのことを、自分で出来
るようにすることを大切
にし、子どもの自主性
（やる気）を尊重しま
す。「やって下さい」で
はなく「手伝って下さ
”Teach me and I'll do it
by myself”

い」

③Independent skills
【自主性、主体性】

⑦Social Skills
【文化、マナー】

歌うだけでなく楽器の
演奏にも挑戦します。
リズムやビートを楽し
み、「聴く、歌う、奏
でる」を体感し、リズ
ム感や豊かな発想、心
の表現力を育みます。

日常の制作や体験を通
して、子どもたちの好
奇心を高め、自由な発
想を大切にし、発見す
る喜びを味わったり、
独自の方法で新しい何
かを作り出したりする
力（創造力）を養いま
す。

友だちと一緒に体を動か
したり、体を使ったゲー
ムなどで遊んだりしなが
ら運動能力を高め、健康
的な体づくりを行いま
す。また、ルールを理解
し集団での活動を楽しむ
心、自分の番を待つ忍耐
力、何度でも繰り返し努
力する力を育みます。

「please」「would you」な
ど丁寧な表現が自然と口から
出てくるよう、欧米流の最低
限なマナーを英語を通して学
びます。もちろん日本人とし
てのマナー（例:毎日の食事
を通して食事のマナーなど）
や礼儀もしっかりと学び、集
団生活をする中で社会性を身
に付けていきます。

④Musical Skills
【音楽】

Seven Features【７つの特色】

インターナショナルスクールの特徴
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Mother's Day

Father's Day

入園式 親子遠足

通常クラスの子どもたちと
一緒に行います。

通常クラスの子どもたちと
一緒に行います。

親子でバスに乗ってお出かけします。
クラスでのレクレーションなどのお
楽しみがあります。

七夕の由来を学んだり年齢に
応じた七夕飾りを制作します。

夏ならではのアク ティビティを
経験します。

通常のレッスンとは異なりレベル
に合わせて学べる短期集中特別
プログラムとなります。

祖父母ふれあい参観日を設け、
普段見れない園でのお孫さんの
姿を見て頂きたいです。

通常クラスのお友だちと一緒に、
競技を通して体を動かすことの
楽しさや、友だちと力を合わせて
頑張ることを学びます。

毎年年長組のお兄さん、お姉さん
がお店屋さんに変身してお買い物
に出かけます。

鬼にちなんだクラフトをしたり
園にも鬼がやってくるかも！

異年齢で音楽に合わせてお遊戯
を披露します。

サンタさんと一緒に写真を撮ったり
質問したりして最後にはプレゼントも！

学年でテーマを決めて作品作りに
取り組みます。

大好きなお父さんにプレゼン トを
作ったり、歌を歌ったりします。

1学期終業式

2学期始業式

☆運動会

☆3学期始業式

☆豆まき ☆卒園式

☆2学期終業式
☆クリスマスパーティー

☆七夕会

サマーパーティー

夏期特別レッスン
Grandparent's Day

☆作品展

ハロウィンパーティー

☆お買い物ごっこ

☆発表会

May

June July

August

October

December January

February March

November

September

April

◎☆マークの行事は、通常クラスの在園児と合同行事になります。
◎上記の行事以外に2か月に1回レベルチェックテストと保育参観・個人懇談会を行います。

Year Schedule【 年間スケジュール】 Daily Schedule【 １日のスケジュール】

9:00～9:30

10:00

10:00

10:15～10:30

10:30～10:45

Good morning!!
朝1番元気な挨拶で1日
のスタートを迎えよ
う！

Classroom
Circle Time

基本となる形や数の数
え方など楽しいアクテ
ィビティを通して学び
ます。

一つのテーマについ
て、より深い探求学習
に挑戦していきます&
昨日のふりかえり。

Math (算数)

テーマベース
ラーニング

Review(導入)

出欠をとったり、今日
の天気、1日のスケジ
ュールを確認したり季
節の歌を歌ったりしま
す。

Welcome Kids
&

Free Play

10:45～11:00

11:00～11:30

11:30～12:30

12:45～13:30

英語の2技能
(reading、writing)
を育成します。

科学、美術、体育、
日本語(文化)様々
な学習プログラムを
経験します。

みんなでおいしい
給食をいただきます!

静かに体を休めま
しょう。

Literacy
( 読み聞かせ)

Science,
Creative Arts,
PE or Japanese

Lunch Time

Quiet Time

12:30～12:45

13:30

13:50

14:00

遊びを通して様々な
経験をしましょう!

今日1日の振り返り

整理整頓して
帰る準備をし
ます。

また明日も元気に
幼稚園にきてね！

テーマベースラーニング
(Games,Activity

or
Arts&Crafts)

Review
&

Story Time

降園準備

降園
14:00～16:30

週2回レッスンタイム
週3回フリープレイ

After School
(自由参加)
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名古屋東学院ホームページより案内

令和4年9月1日（木）9時～

入園受付

優先受付

入園願書配布

所定の入園願書に必要事項をご記入の上、納付金と共に
お申し込み下さい。

在園児·卒園児の弟妹·父母が東学院を卒園された方のお子様

令和4年10月1日（土）9時～

令和4年9月9日（金）9時～受付

募集人数

3歳児（年少組）10名～15名

〒465-0094
名古屋市名東区亀の井2丁目210番地
学校法人 名古屋東学院

〒465-0058
名古屋市名東区貴船3丁目2001番地
東貴船幼稚園
TEL : 052-703-2134
Mail : kifune@kifune.ed.jp


