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始業前英語サポートプログラム 

 (K3 – G5) 
 

学習にあたり、英語力の足りていない生徒はしばしば教師や友人の話す内容が理解でき

なかったり、自分の考えや気持ちを十分に説明できないといった困難に直面します。これは

生徒にとって大きなストレスとなります。本プログラムはこのような生徒が基本的な言語ス

キルや理解力を身に着けるサポートを行います。このアプローチを通して、生徒が学習に

積極的に参加できる楽しく、興味深い学習環境を提供します。 

本プログラムは英語での学習を困難に

感じている生徒を対象としています。こ

のプログラムに参加することで、お子さ

んが強い言語的な基礎を築くことを願っ

ています。 

 
 
申し込み方法 
 

お申し込みはLEAP ウェブサイトから行っていただけます。お申し込みは必ず学期ごとに

行っていただく必要があります。学校からLEAP推薦に関するメールを受け取った後、申し

込みをすることができます。 

 
お申し込みはこちらから！ 
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料金について 
学期毎の料金は以下をご確認ください。お支払いは銀行振り込みでお願いいたします。 

セメスター 1: 
Area クラス 

セメスター 1 (9月―12月) 
料金 

(12wks) 

Elementary 

K3-G1Jolly Phonics Review  

K3-G1ジョリーフォニックスレビュー 

(5 days) 週5回 

週5回 (30分) ¥42,000 

K3 Jolly Phonics Review  

K3ジョリーフォニックスレビュー 

(3 days) 週3回 
G1-5 Conventions Review & Writing  

復習＆ライティング 

(3 days) 週3回 

週3回 (30分) ¥25,200 

K3 Jolly Phonics Review  

K3 ジョリーフォニックスレビュー 

(2 days) 週2回 

G1-G5 Verbal Communication 

Course  

G1-G5口頭コミュニケーション 

(2 days) 週2回 

週2回 

(30分) 
¥16,800 

 

セメスター 2: 
Area クラス 

セメスター 2 (１月ー５月) 
料金 

(K3-G4 
15wks) 

料金 

(G5 14wks) 

Elementary 

K3-G1Jolly Phonics Review  

K3-G1ジョリーフォニックスレビュー 

(5 days) 週5回 

週5回 (30分) ¥52,500 ¥49,000 

K3 Jolly Phonics Review  

K3ジョリーフォニックスレビュー 

G1-5 Conventions Review & Writing  

復習＆ライティング 

(3 days) 週3回 

週3回 (30分) ¥31,500 ¥29,400 

K3 Jolly Phonics Review  

K3ジョリーフォニックスレビュー 

G1&G5 Conventions Review & 

Writing  

復習＆ライティング 

G2-G4 Verbal Communication 

Course  

G2-G4口頭コミュニケーション 

(2 days) 週2回 

週2回 

(30分) 
¥21,000 ¥19,600 
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K3 時間割 
授業はフォニックスに焦点を置くとともに、英国のKey Stage 1 カリキュラムをもとにした英語の

語彙を増やすための活動を中心に進められます。 

 

週に1回の宿題も課されます。クラスで終わらなかったタスクも宿題となります。 

 
週2回 Jolly Phonics 復習コース 

このコースはフォニックスの基本的な理解はあるものの、不足がある生徒を対象としたものです。  
 

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 
 Jolly Phonics  

復習 

 Jolly Phonics 

復習 

 

 
 
週3回 Jolly Phonics 復習コース 

このコースはフォニックスの基本的な理解はあるものの、不足がある生徒を対象としたものです。  
 

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 
Jolly Phonics  

復習 

 Jolly Phonics 

復習 

 Jolly Phonics 

復習 

 
 
週5回 Jolly Phonics 復習コース 
このコースはKISTに新しく入学・編入し、フォニックス初心者、あるいは限られた理解を持った生徒

を対象としたものです。  
 

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 
Jolly Phonics  

復習 

Jolly Phonics 

復習 

Jolly Phonics 

復習 

Jolly Phonics  

復習 

Jolly Phonics 

復習 
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G1 – G5 クラスについて 
授業は口頭でのコミュニケーションとライティングに焦点を置くとともに、英国のKey Stage 1 カリ

キュラムをもとにした英語の語彙を増やすための活動を中心に進められます。 

G1では、KIST生がK3で終わらせるJolly Grammarの復習を中心に授業を進めます。フォニッ

クスや基本的な文法の復習も含まれます。 

G2-5では、スペリング、句読点、文法といったライティングの基本とともに、文章の構成や多

様な語彙の使用といった発展した内容も取り扱います 

 

宿題は週2回（G1は週1回）出されます。また、授業中に終わらなかったタスクも宿題となります。 
 
週2回 Verbal Communicationコース 
このコースは口頭でのコミュニケーションを困難に感じる生徒のためのものです。授業では6 Plus 1 

Traits of ‘Ideas’ や‘organization’を中心に進められ、生徒が発音に磨きをかけるとともに、コミュニ

ケーションに自信を持てるように指導します。また、順番を守ることやリスニング、言い換えなどのス

キルも身につけます。 
 
G1のライティングでは絵やキャプション、簡単な文章も取り入れます（これはあくまでもスピーキング

の補助として行います）。G2-5では、生徒は興味深い記事を一緒に読み、自身の意見を発表する

ために、その内容について議論したり、スピーチの原稿を準備したり、ディベートを行ったりします。 
 
一週間の予定のサンプルです；サンプルですので実際のものとは異なる可能性があります： 
 

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 
 テーマの紹介、

意見の交換、 

絵やグラフを使っ

てメモを取る、 

考えをまとめる 

 メモの完成、 

発表、 

次のテーマに向

けて更に発展し

た意見の交換 
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週3回 Conventions Review とWriting コース 
このコースはライティングの基本の理解に大きな不足がある生徒を対象としています。 

インストラクター独自の教材で復習を行い、毎週6 Plus 1 trait の授業を行い、その知識を応用して 

ライティングを行い、6 Plus 1 Traits ルーブリック（評価基準）を用いて生徒同士で共有したり、評価しあ

ったりします。 
 
一週間の予定のサンプルです；サンプルですので実際のものとは異なる可能性があります： 
 

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 
Six Traits of 

Writing ミニ授業 

 ライティング  ライティングの復

習とルーブリック

を使った評価 
 
 

週2回 Conventions Review とWriting コース 
このコースはライティングの基本の理解に大きな不足がある生徒を対象としています。 

インストラクター独自の教材で復習を行い、毎週6 Plus 1 trait の授業を行い、その知識を応用して 

ライティングを行い、6 Plus 1 Traits ルーブリック（評価基準）を用いて生徒同士で共有したり、評価しあ

ったりします。 
 
一週間の予定のサンプルです；サンプルですので実際のものとは異なる可能性があります： 
 

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 
 Six Traits of 

Writing ミニ授業 

/ ライティング 

 ライティング / ラ

イティングの復習

とルーブリックを

使った評価 

 

 


