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「せいかつ」 

   お友だちとけんかをしたり、ゆずりあったりしな  

  がら集団生活のルールを覚えていきます。 

 「おんがく」「びじゅつ」「たいそう」 

  情操教育や体育にも力を入れています。 

◇教材◇ 

 学研発行の「よいこのがくしゅう」など日本から取 

 り寄せた既成の教材のほか、経験豊富な幼稚園教 

 師による手作り教材も多数利用していきます。 

◇授業時間◇ 

 午前9:00～12:00、午後12:30～3:30（６時間） 

 （12:00～12:30 は昼食指導） 

◇教育相談◇ 

 「子育ての方法に迷い  

 が…」「現地校への適 

 応に不安を感じる…」 

 そんなとき、日米双方 

 で豊富な経験を積んだ 

 幼稚園教諭が相談に乗 

 ります。 
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◇教育方針◇ 

「アメリカに住めば子どもはバイリンガルになる」 

そう思ってはいませんか。さくら幼稚園は、この 

誤解にチャレンジすることが出発点なのです。 

英語の影響の強い中で、親の気づかないうちに日本 

語の基礎がおろそかになっています。母語の確立期 

だからこそ、幼稚園でのさまざまな活動を、あえて  

日本語で行う意味があるのです。 

◇入学資格◇ 

 2020年12月1日までに満５才になること。 

 ただし、秋学期以降の入学の場合には2021年4月1日 

 までに満５才になることを条件とします。 

◇履修科目◇ 

「もじ」「ことば」 

  日本語の基礎を固めつつ、小学校入学に備えます。 

「かず」「めいろ」 

  考える力を養いつつ、算数の基礎を身につけます。 

「きりえ」「こうさく」 

 手先を動かすことで、手先の器用さを身につけ、 

 また楽しみながら脳の発達を刺激していきます。 

◇教材◇ 

 教科書（文部科学省検定本） 

 標準レベルの問題集（教科書よりやや難かしめ） 

◇学力テスト◇ 

習熟度を客観的に把握するため、学期に一度ずつ、 

学力テスト（日本の業者による全国規模のテスト）

を実施します。 

◇クラス定員◇ 

一人ひとりを大切にする教育を実現するため、一ク 

ラスの定員は12名を原則とします。 

◇授業時間◇ 

午前9:00～12:00、午後12:30～3:30（６時間） 

 （12:00～12:30 は昼食指導） 

 

 

 

◇教育方針◇ 

教科書レベルの学習内容を完全に理解することが 

初等部の主要な到達目標となります。 

基礎学力を定着させるとともに、帰国後の適応が 

スムーズに運ぶよう、日本の学校での教員経験の 

豊富な講師らが、学習の進め方をていねいに指導 

していきます。 

◇入学資格◇ 

日本の学校教育制度のもとで小学校１～６学年に 

あたる児童。 

◇履修教科◇ 

国語・算数それぞれ２時間と、理科・社会が１時 

間ずつです。国語と算数は、教科書中心に学習内容 

の理解を図る時間と、問題集を使いながら応用力 

を育てていく時間とが１時間ずつです。また、低学 

年のうちから「生活」を理科・社会に分け、一歩踏 

み込んだ学習を進めていきます。 

（時間割の例） 

   １. 国語1（教科書中心） 

   ２. 算数1（教科書中心） 

   ３. 理科 （教科書・問題集併用） 

   ４. 社会 （教科書・問題集併用） 

   ５. 国語2（問題集中心） 

   ６. 算数2（問題集中心） 

＜初等部＞ 

 1-2年 3-4年 5-6年 

入学志願料 126㌦  

入学金 189㌦ 201㌦ 216㌦ 

諸経費 

春学期 195㌦ 206㌦ 217㌦ 

秋学期 261㌦ 275㌦ 290㌦ 

冬学期 195㌦ 206㌦ 217㌦ 

月額授業料 312㌦ 345㌦ 382㌦ 

入学志願料 114㌦ 

入学金 164㌦ 

諸経費 

春学期 146㌦ 

秋学期 195㌦ 

冬学期 146㌦ 

274㌦ 月額授業料 

＜幼稚部＞ 

〈学費一覧〉 

〈学費一覧〉 



◇教材◇ 

 教科書（文部科学省検定本） 

 発展レベルの問題集（高校受験レベル） 

◇学力テスト◇ 
習熟度を客観的に把握するため、学期に一度ずつ、  

５教科（国・数・英・理・社）の学力テスト（日本 

の業者による全国規模のテスト）を実施します。 

◇クラス定員◇ 

一人ひとりを大切にする 

教育を実現するため、 

一クラスの定員は12名  

を原則とします。 

◇授業時間◇ 

午前9:00～12:00 

午後12:30～3:30 

（６時間） 

（12:00～12:30  

    は昼食指導） 
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◇教育方針◇ 

小学校での学習は、生活感覚に根ざした具体的なも 

のがほとんどですが、中学では学習内容がしだいに 

抽象的なものになっていきます。その中で、専門性 

の高い講師集団によるハイレベルの授業を提供し、 

自ら考え、判断する力を育てていこうというのが、 

中等部の教育目標です。 

その目標達成のため、教科書の完全理解を最優先に 

するのはもちろんですが、高校受験を視野に入れた 

レベルの高い問題集も大いに活用し、幅広い問題に 

対応できる応用力を育成していきます。 

◇入学資格◇ 

日本の学校教育制度のもとで中学校１～３学年に  

あたる生徒。 

◇履修教科◇ 

 国語・数学・英語・社会・理科の５教科すべてを履 

 修します。国語と数学が90分、英語・理科･社会はそ 

 れぞれ60分です。 

◇教材◇ 

  国語・数学・物理・化学・生物・現代社会 

   教科書（文部科学省検定本）・問題集 

  英語推論・統一試験対策（TOEFL/ SAT） 

   プリント教材  

  小論文・英文法 

   プリント教材・問題集 

◇学力テスト◇ 

到達度を客観的に把握するため、年に数回の学力テ 

スト（小論文・英語など）を実施します。帰国子女  

のなかでの位置を確かめることができます。 

◇クラス定員◇ 

一人ひとりを大切にする教育を実現するため、一ク 

ラスの定員は12名を原則とします。 

◇授業時間◇ 

必修科目 

 午前9:00～12:00、午後12:30～2:00（4時間30分） 

選択科目 

 午後2:00～、または平日 

 のアフタースクール 

◇単位の認定◇ 

◇教育方針◇ 

高校生としてふさわしい知識と論理性を身につけ 

ることで、自立した思考力・判断力を養います。 

国語・数学・英語を中心に行われる授業は、すべて 

論理的思考力と推論能力を高めることを主眼とし 

て行われます。 

◇入学資格◇ 

日本の学校教育制度のもとで高等学校１～３学年 

にあたる生徒。 

◇履修教科目◇ 

〈必修科目〉 

必修科目は国語・数学・英語推論の３科目です。 

国語は現代文を中心に学びますが、古文・漢文の一 

部も含みます。 

数学は理系の大学入試にも対応できるように数学 

Ⅰ･A、Ⅱ・B、Ⅲのすべての領域をカバーします。 

英語推論ではTOEFLやSATに題材を求め、それらを教 

材として積極的に活用します。 

〈選択科目〉 

必修科目に加え、進路や興味に応じて希望のクラス 

を追加受講することができます。「小論文」「英文 

法」「統一試験対策（TOEFL/ SAT）」「物理」「化学」 

「生物」「現代社会」「古典」などが選択できます。 

また、進路の方向によっては、選択科目の受講を 

もって一部の必修科目に代えることができます。た 

だし、その決定は進路指導の面接で行います。 

入学志願料 151㌦ 

入学金 252㌦ 

諸経費 

春学期 217㌦ 

秋学期 290㌦ 

冬学期 217㌦ 

389㌦ 月額授業料 

＜高等部＞ 

入学志願料 139㌦ 

入学金 240㌦ 

諸経費 

春学期 217㌦ 

秋学期 290㌦ 

冬学期 217㌦ 

417㌦ 月額授業料 

＜中等部＞ 

〈学費一覧〉 

〈学費一覧〉 

補習校に継続して一年 

間在籍し、学校規定の 

単位認定要件をすべて 

満たした生徒に対して 

は、一年につき一単位 

を認定します。 
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◇家族割引◇ 
同一家族内で２人以上が同時に当補習校に在籍す 

る場合には、２人目の授業料は20％、３人目以降  

はそれぞれ30％割引となります。その場合の序列 

は月額授業料の高い順に、第一子、第二子、第三 

子･･･とします。 

◇アフタースクールの授業料割引◇ 
補習校生（幼～高３）がアフタースクールのクラス 

をあわせて受講する場合には１コマ分の授業料が 

３割引になるという特典を設けています。２コマ以 

上受講する場合の月額授業料は、それにコマ数をか 

けて算出します。ただし、家族割引や遅刻・欠席に 

よる授業料の調整はありません｡ 

◇休・退学規定◇ 
自己都合で遅刻や欠席をしても授業料の調整は行い 

ません。 

学期単位で休学をする場合には、各学期の始まる 

１ヶ月前までに、その旨を届け出てください。その 

間の授業料と諸経費は免除されます。ただし、その 

学年に「入学待ち｣の幼児・児童・生徒などがいる 

場合にはそちらが優先されますので、希望のタイミ 

ングで復学できない可能性があります。 

週および月単位の休学は認められません。ただし、 

突然の本帰国の場合には、授業料の調整を行ないま 

す。その適用を希望される際は、帰国の決定した時 

点で、すみやかに書面にてお届けください。 

◇入学待ちの制度◇ 
すでに定員に達した学年では、出願の時点でウェイ 

ティング登録をし、欠員が出るまでお待ちいただく 

制度があります。欠員が生じた際の入学の優先順位 

は、入学志願書を受理した順となります。入学の

連絡を受けたら、すみやかにお返事ください。 

◇平日補習校の制度◇ 
小学４年以上には、土曜補習校と同カリキュラムを   

平日２日に分けて学習する平日補習校のプログラム 

があります。 

土曜補習校生が平日補習校にをあわせて在籍する 

 場合、授業料が半額、諸経費は２割引となります。 

◇その他◇ 
いったん納入された校納金は、理由のいかんに関わ 

らず返金できません。ご了承ください。 

◇学期区分◇ 

春学期：1 3月23日‐ 6月13日 

秋学期：1 8月17日‐12月12日 

冬学期： 12月14日‐ 3月20日 

◇休校日◇ 

 Labor Day：9月7日(月) 

  サンクスギビング休暇：11月24日(火)～28日(土) 

  冬期休暇：12月21日(月)～1月2日(土) 

◇月度区分◇ 

 

 

 

 

 

 

◇入学手続◇ 

入学志願者全員に三者面談（本人・保護者・学 

校）を実施します。面接の日時は、入学願書と入 

学志願料の受領後、調整のうえお知らせします。 

◇学費納入規定◇ 

【入学志願料】 

 入学志願書提出時に納入してください。（全日制 

 課程に在籍する場合は志願料が免除されます。） 

【入学金】 

 面接が終了し、入学の許可を受けたら、入学の意 

 思があることを示すため、速やかに入学金を納入 

 してください。すでに全日制課程に在籍する場 

 合、入学金は免除になります。 

【月額授業料】 

 各月度の始まる一週間前までにお納めください。  

 月額授業料は、年間授業料を一ヶ月分に換算した 

 ものですので、遅刻・欠席による調整はできませ 

 ん。 

【諸経費】 

 諸経費は、各学期の始まる一週間前までに、その 

 学期分を一括して納入してください。 

◇クラス・コード◇ 

各学年のクラス・コードは、土曜補習校は「JS-」、

平日補習校は「HH-」の後に学年を付したものとなり

ます。例えば幼稚園のクラス･コードはJS-00、小学3

年生はJS-03、中学2年生はJS-08などとなります。 

 4月度     3/23 ‐ 4/18 11月度  10/13 ‐11/9 

 5月度  4/20 ‐ 5/16 12月度  11/10 ‐12/12 

 6月度   5/18 ‐ 6/13  1月度  12/14 ‐ 1/23 

 9月度   8/17 ‐ 9/14  2月度    1/25 ‐ 2/20 

10月度   9/15 ‐10/12  3月度    2/22 ‐ 3/20 

補習校諸規定 

Sundai Michigan International Academy 
24277 Novi Road 
Novi, MI 48375 


