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秋学期・おススメ講座 

 AVAILABLE 
英文法動画コース  

  動画の英文法のクラスで、 

英語の基礎を固めましょう！  
自分の時間に合わせてやりたい 

生徒に最適です。 

 
NEW 

算数特殊算演習（小6）  

算数の最高峰に挑戦し、 

考える力をピカピカに磨こう！ 

高校編入数学（高校生） 
 高校編入を受ける中高生の 

先どりをサポートします！ 
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幼稚園児/小学生/英検・英文法 
 

＜幼稚園児＞       

放課後幼稚園 
 放課後の時間帯に幼稚園を、という強い要望にお応えし

てスタートしたプログラム。楽しく母語の定着を図ります。 
   （受講料や詳細については放課後幼稚園の要項をご覧ください。） 

 

  現在、幼稚園ではZOOMによるリモート授業を行っています。子どもた

ちの集中力を考え、定員を4名、時間を1時間としています。 

   

＜小学生＞ 
標準コース 
 小学1-3年は国語・算数に絞って基礎力の充実を図りま

す。小学4-6年は理科・社会。帰国後のスムーズな適応に役

立ちます。 
 

発展コース （４-６年） 
 教科書レベルを超えたワンランク上の学力を目指します。

受験を考えている子はもちろん、得意教科を伸ばしたい子に

も最適。４教科の受講で「平日補習校」扱いになります。 
 

小学英文法、英文法１・２ 
 小学英文法は英語の基礎を子どもに分かることばで説明。 

英文法１・２は中学までに学習する内容を体系的に確認しま

す。日本語で勉強することが、英語力を飛躍的に高めます。 
 

作文 

 海外でもっとも保ちにくく伸ばしにくいのが文章力。独自

に開発したカリキュラムで、楽しく書く力を伸ばします。 

   

算数補充演習（４-６年） 
 もっと勉強してもっとできるようになりたい子のための補

充演習のクラスです。受験を考えている子や意欲のある子の

先取り学習にも対応します。 

 
 

入学・編入準備教室（年長、１・２年） 

 来年から小学生になる年長さん、近々帰国を控えている小

学1、2年生を対象に、補習校や日本の小学校への移行がス

ムーズになるための学習サポートをします。  
 

＜英検対策・英文法＞ （小学生～高校生）     

英文法 
 小学生のために易しい言葉で説明する小学英文法。 

 中学生以上を対象に英文法の完成を目指すレベル別の英

文法1～3。 

 日本語で学ぶことが、実は英語上達の最大のカギなので

す。 
 

英検対策 
 受験でも大いに役立つ準一級、英語のできる人と認めら

れるためには必須の一級。語彙や社会的背景を中心に、合

格までの道のりを徹底サポートします。 

コード 学年・教科 曜日 講師

 E-1J 小１　国語 火 4:30 - 5:45 今川

 E-1M 小１　算数 火 5:45 - 7:00 大高(慶)

 E-2J 小２　国語 火 5:45 - 7:00 今川

 E-2M 小２　算数 火 4:30 - 5:45 大高(慶)

 E-3J 小３　国語 月 4:30 - 6:00 高野

 E-3M 小３　算数 月 6:00 - 7:30 今川

 E-4JH 小４　国語（発展） 高野

 E-4MH 小４　算数（発展） 藤山

 E-4R 小４　理科 木 4:30 - 5:30 今川

 E-4S 小４　社会 木 5:30 - 6:30 中村

 E-5JH 小５　国語（発展） 高野

 E-5MH 小５　算数（発展） 藤山

 E-5R 小５　理科 木 5:30 - 6:30 今川

 E-5S 小５　社会 木 6:30 - 7:30 中村

 E-6JH 小６　国語（発展） 高野

 E-6MH 小６　算数（発展） 藤山

 E-6R 小６　理科 木 6:30 - 7:30 今川

 E-6S 小６　社会 木 4:30 - 5:30 中村

 U-NJ 入学・編入準備教室 水 4:30 - 5:30 米澤

 E-MS 算数補充演習 今川

 E-JM 算数特殊算演習 火 4:30 - 6:00 大高

 E-13SK 小1-3　作文 今川

 E-46SK 小4-6　作文 今川

 E-46EG 小4-6　小学英文法 水 4:30 - 6:00 坂本(光)

 U-EG1 英文法 １ 火 4:30 - 6:00 坂本(光)

 U-EG2 英文法 ２ 火 6:00 - 7:30 坂本(光)

 U-E1 英検１級対策 月 6:00 - 7:30 坂本(光)

 U-E1P 英検準１級対策 月 4:30 - 6:00 坂本(光)

時間帯

動画配信

動画配信

動画配信

動画配信

動画配信

動画配信

添削指導

添削指導

添削指導

コード 学年・教科 曜日 講師

 U-EG1 英文法 １ 火 4:30 - 6:00 坂本(光)

 U-EG2 英文法 ２ 火 6:00 - 7:30 坂本(光)

 U-EG3 英文法 ３ 月 3:00 - 4:30 坂本(光)

 E-46EG 小4-6　小学英文法 水 4:30 - 6:00 坂本(光)

 S-EG 高校英文法 土 2:00 - 3:30 坂本(光)

 U-E1 英検１級対策 月 6:00 - 7:30 坂本(光)

 U-E1P 英検準１級対策 月 4:30 - 6:00 坂本(光)

時間帯

英文法動画コース（基礎・標準・発展） 
 動画の英文法コース（各10回セット）で、自分の時間

に合わせて英語の基礎を固めましょう。（360ドル） 

コード 学年・教科 曜日 講師

 C-AK11 放課後幼稚園 (火)1 火 4:30 - 5:30 米澤

 C-AK12 放課後幼稚園 (火)2 火 5:30 - 6:30 米澤

 C-AK21 放課後幼稚園 (木)1 木 4:30 - 5:30 米澤

 C-AK22 放課後幼稚園 (木)2 木 5:30 - 6:30 米澤

 C-AK31 放課後幼稚園 (金)1 金 4:30 - 5:30 米澤

 C-AK33 放課後幼稚園 (金)2 金 5:30 - 6:30 米澤

 U-NJ 入学・編入準備教室 水 4:30 - 5:30 米澤

時間帯
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＜中学生＞ 

 発展コース（国語・数学・英語）、理科・社会 
 基礎を確認しつつ、入試を意識した発展レベルまで演習

を進めます。教科ごとの選択も可能ですが、５教科受講で

「平日補習校」扱いになります。土曜補習校に通いつつさ

らに習熟を図りたい生徒、得意教科を伸ばしたい子にも最

適です。 
 

 英文法１～３ 
 英語の基礎的なきまりを学ぶ英文法１、中学文法の範囲

をすべて網羅する英文法２、そして構文の知識を身につけ

て英文法の完成を目指す英文法３。学力査定テストを踏ま

え、レベルにあったクラスで学習することができます。 

 

  小論文・作文 
 読む人を惹きつける体験文の書き方、説得力のある意見

文の書き方を具体的に指導していきます。驚くほどうまく

書けるようになって、文章を書くのが楽しくなります。 
 

 数学補充演習 
  数学の苦手を克服したい、それなりにできるけどもっと

伸ばしたい、得意だからもっと先まで勉強したい、などな

ど、それぞれのレベルに合わせて徹底問題演習をします。 
 

英文法動画コース（基礎・標準・発展） 
 10回セットの動画コース。はじめて英語を学ぶ人のための

「基礎」、中学レベル完全マスターの「標準」、TOEFLレ

ベルまでカバーする「発展」の中から選べます。(360ドル) 

高校英語 
 高校英語では、文法的に正確な読みを身に付けながら、

統一試験や個別入試その他、あらゆる英語を使用する場面

に向けての、磐石の基礎を培う学習を行います。統一試験

対策を始める前に受講することを強くお勧めします。 

国語・数学・理科・小論文のための時事問題  

 受験で最後にものをいう国語、理系に必須の数学、進路に

合わせて選択可能な物理･化学･生物、小論文の頻出テーマを

中心に取り扱う時事問題、編入のための古典などを開講して

います。 

小論文 
  帰国入試に必須の小論文対策。受験対策にとどまらず、

「疑うこと」「考えること」「創ること」を学びます。 

TOEFL対策 
  TOEFL Readingでは徹底した演習で得点力を養います。

TOEFL/SAT Writing（エッセイ）では、日本人の陥りがちな

傾向を避け、論理的で達意の文章を書くコツを伝授します。 

SAT対策 
  SAT VerbalではReadingとEnglishのセクションの演習を行

います。TOEFL/SAT Writing（エッセイ）は、エッセイの基

礎から洒脱な文章の書き方までを指導。SAT Math では、

New SATの新傾向（問題の長文化など）に合わせて、英語・

数学の両面からスコアアップを図ります。 

中学生  高校生 

英語ボキャビル講座 
 語源を利用して語彙力を飛躍させるボキャビル講

座。TOEFLやSATのスコアアップを図ります。 

＜高校生＞ 

コード 学年・教科 曜日 講師

 J-7JH 中１　国語（発展） 高野

 J-7MH 中１　数学（発展） 藤山

 J-7EH 中１　英語（発展） 金 6:30 - 7:30 大高

 J-7R 中１　理科 金 4:30 - 5:30 坂本(武)

 J-7S 中１　社会 金 5:30 - 6:30 中村

 J-8JH 中２　国語（発展） 高野

 J-8MH 中２　数学（発展） 藤山

 J-8EH 中２　英語（発展） 金 5:30 - 6:30 大高

 J-8R 中２　理科 金 6:30 - 7:30 坂本(武)

 J-8S 中２　社会 金 4:30 - 5:30 中村

 J-9JH 中３　国語（発展） 高野

 J-9MH 中３　数学（発展） 藤山

 J-9EH 中３　英語（発展） 金 4:30 - 5:30 大高

 J-9R 中３　理科 金 5:30 - 6:30 坂本(武)

 J-9S 中３　社会 金 6:30 - 7:30 中村

 J-MS 数学補充演習 大高

 J-SR 中学小論文・作文 高野

 U-EG1 英文法 １ 火 4:30 - 6:00 坂本(光)

 U-EG2 英文法 ２ 火 6:00 - 7:30 坂本(光)

 U-EG3 英文法 ３ 月 3:00 - 4:30 坂本(光)

 U-E1 英検１級対策 月 6:00 - 7:30 坂本(光)

 U-E1P 英検準１級対策 月 4:30 - 6:00 坂本(光)

動画配信

動画配信

時間帯

動画配信

動画配信

動画配信

動画配信

添削指導

添削指導

コード 学年・教科 曜日 講師

 S-JP 高校国語 高野/嶋中

 S-SRH 高校小論文（火） 嶋中

 S-SRD 高校小論文（土） 高野

 S-JC
高校編入のための
古文・漢文

月 3:00 - 4:30 高野

 S-10M 数学ⅠＡ 藤山

 S-11M 数学ⅡＢ 藤山

 S-HM 高校編入数学 木 4:30 - 6:00 大高

 S-CH 高校化学 坂本(武)

 S-BI 高校生物 坂本(武)

 S-PH 高校物理 坂本(武)

 S-JJ 小論文のための時事問題 水 4:30 - 6:00 中村

 S-10E 高校英語 １ 坂本(光)

 S-11E 高校英語 ２ 坂本(光)

 S-SV SAT Verbal 木 4:30 - 6:00 嶋中

 S-EW
TOEFL/SAT Writing
(エッセイ)

嶋中

 S-SM SAT Math 大高

 S-TR TOEFL Reading 火 4:30 - 6:00 嶋中

 S-VB 英語ボキャビル講座 水 6:00 - 7:30 坂本(光)

 U-EG2 英文法 ２ 火 6:00 - 7:30 坂本(光)

 U-EG3 英文法 ３ 月 3:00 - 4:30 坂本(光)

 S-EG 高校英文法 土 2:00 - 3:30 坂本(光)

 U-E1 英検１級対策 月 6:00 - 7:30 坂本(光)

 U-E1P 英検準１級対策 月 4:30 - 6:00 坂本(光)

時間帯

お問い合わせください

添削指導

お問い合わせください

お問い合わせください

動画配信

動画配信

動画配信

添削指導

添削指導

動画配信

動画配信

お問い合わせください
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  <休校日>  

   レイバーデー 9月7日（月） 

  サンクスギビング休暇 11月24日(火)～28日(土) 

入学金 

 
 

授業料 

   

  

 

諸規定 
 

＜クラス定員＞ 
 一クラスの定員は、１2名とします。 

 

＜入学資格＞ 
 幼稚園児対象のクラスは2021年の4月１日までに満5歳に

なることが入学資格となります。 

 小・中・高生の学年は原則として日本の学校制度に準じま

す。学年相当以外の講座を受講したい場合は、事務局まで

ご相談ください。 

 

＜授業料の割引＞ 

［補習校生割引］ 

  補習校生がアフタースクールの授業を受講する場合、

授業料は30%ＯＦＦとなります。ただし、家族割引との併用は

できません。 

 

［家族割引］ 

 同一家族内で二人以上が同じ時期にアフタースクールに

在籍する場合には割引が適用されます。 

 二人目：20％OFF！ 

 三人目以降：それぞれ30％ＯＦＦ！ 
  （兄弟の順は授業料の額によって決定します） 

 

＜月額授業料納入期限＞ 
 月額授業料は各月度の始まる一週間前までに納入してく

ださい。 

 

＜テキスト代＞ 
 テキストを使用するクラスでは、それを手渡す時点で、実

費を請求させていただきます。 

 

＜その他＞ 

 一旦納入された授業料及びその他の経費はいかなる理

由があっても返金できませんので、ご了承ください。 

 

＜三者面談＞ 
 入学申込手続きの前に、三者面談（保護者・本人・教員）

をお受けください。三者面談が終了次第、入学申込みの手

続きができます。 

SUNDAI MICHIGAN INTERNATIONAL ACADEMY 

  24277 NOVI ROAD, NOVI, MI 48375 

 TEL: 248-349-5234 

授業料・諸規定 
2020年度 秋学期・月度区分 

９月度     8月17日(月) －  9月14日(月) 

秋学期   
10月度      9月15日(火) － 10月12日(月） 

11月度   10月13日(火) － 11月9日(月） 

12月度    11月10日(火) － 12月12日(土） 

幼児 小学生 中学生 高校生 

114㌦ 126㌦ 139㌦ 151㌦ 

コース 分 1コマ 2コマ 3コマ 4コマ以上 

小1-3 

60 79㌦       

75 97㌦ 178㌦ 243㌦ 74㌦/コマ 

90 117㌦ 214㌦ 295㌦ 89㌦/コマ 

コース 分 1コマ 2コマ 3コマ 4コマ以上 

小4-6  

60 94㌦ 172㌦ 237㌦ 71㌦/コマ 

75 117㌦ 215㌦ 294㌦ 89㌦/コマ 

90 140㌦ 257㌦ 352㌦ 106㌦/コマ 

120 178㌦ 328㌦ 449㌦ 135㌦/コマ 

      ※国語・算数(発展)は120分のクラスです。 

コース 分 1コマ 2コマ 3コマ 4コマ以上 

60 128㌦ 235㌦ 322㌦ 97㌦/コマ 
中学生 

90 190㌦ 350㌦ 480㌦ 145㌦/コマ 

コース 分 1コマ 2コマ 3コマ 4コマ以上 

高校生 90 216㌦ 398㌦ 545㌦ 164㌦/コマ 


