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Your smile is
OUR smile

入会の流れ

体験レッスンとレベルチェック

Preschool & Kider Class

After Adventure Class

9時50分～

15時20分～

After M Class　

After A Class

15時45分～

16時00分～
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＊体験レッスンなしで入会いただく事はありません。当校もお子様のご様子を見させていただいております。
＊その他のクラスはお問い合わせください。

ご予約の上、体験レッスンへお越しください。
お子様には実際にレッスンを受けていただき、保護者の方には見学をしていただきます。

その後スマイルクラブのご説明もさせていただきます。

体験レッスン時間帯（説明を含め1時間程度）

入会をご希望の方2

回数、曜日の決定。入会書類とお見積もりをお渡し致します。

初期費用のお支払い3

お支払いは現金又はお振込みでお願いいたします。（振込手数料はご負担ください。）
お振込み後はお手数ですがご一報ください。

入会書類のご提出とユニフォームのお渡し4

入会書類は郵送または直接ご提出下さい。
Pre schoolとKinderはユニフォームのお渡しがございますのでご予約の上お越しください。

初期費用のお支払い5

バス送迎をお申し込みの方は入会開始月の前月10日までにお支払いを含めた全ての
お手続きを完了させてください。月末にバス停とバススケジュールをメ－ルでご連絡いたします。



History
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Join the CLUB!!

私の考える理想のスマイルクラブは、子ども

達が日 を々楽しく笑顔で過ごし、さまざまな

国を知り、互いに認め合い、グローバルな

視野と感覚を養うことです。自分に自信を

持ち、将来やりたいことを見つけて考え

行動し、最後まで諦めない気持を育み、

子ども達が成長した時に“スマイルに通って

いて良かった”と思っていただけるような

環境をこれからもつくっていきます。

スマイルクラブ イングリッシュスクールでは、

0歳児から大人まで様々な年齢、目的に

あわせたレッスン内容で英語力を伸ばす

お手伝いをしております。子ども達の笑顔

を大切に、安全かつ、楽しみながら英語が

習得できる環境をご用意すると共に、同じ

子どもを持つ親として、子ども達の未来の

ために少しでもサポート出来ればと思って

おります。

子ども達のために、英語の環境をつくりたいと考え2002年にアフタースクールを

開業しました。楽しく笑顔いっぱいで学べる環境こそが私たちの願いと思いでした。

スマイルクラブはお母さま方の口コミで広がり、生徒数の増加と共に2006年

からプリスクールとキンダーガーデンを開業。利用者の中には多くの働くママが

います。そんなママたちが安心して利用できる環境を目指し、延長保育、送迎バス、

手作り給食など、保護者様のご要望を実現してきました。

2013年には新たな事業のチャレンジ、英語を取り入れた認可保育所（定員46名）

を木場に設立。2014年には0才～2才までのアットホームな小規模認可保育所

（定員19名）を住吉に設立。

スマイルクラブには、プリスクールとキンダーガーデンで得た経験がたくさんありま

す。日本にいながら幼児期に習得した英語をどのように定着させるかを日々考え、

英語に触れる環境を整備し、英語力をキープさせるために、キンダー卒園後の

アフタースクールを高校生クラスまで充実させました。

2016度より近隣の認可保育園と連携や交流会また災害時の対策会議及び

専門医による育児、発達相談等を開始。キンダーでは、「コバトレ体幹バランス」

をカリキュラムに導入し、幼児期から体幹を鍛えるプログラムを開始。各種教育

機関からも見学に訪れるほど好評です。

スマイルクラブ株式会社
代表

山下 麻里

スマイルクラブ株式会社
イングリッシュスクール
施設長

山本 幸枝
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その他の
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スクールバス
給食
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健康管理
運動

利用者の声

26

Q&A

2002年

2006年

2008年

2013年

2014年

スマイルクラブ英会話教室 開業

プリスクール＆キンダーガーデン 開業

スマイルクラブ株式会社 設立

スマイルクラブナーサリー木場 保育所 設立

スマイルクラブナーサリー住吉 保育所 設立

クラス案内



Philosophy

Curriculum 主な進学先

国際的な精神を持ち、模範的な国際人となるように育てます。

日本の小学校やインターナショナルスクールへの進学に備え、子どもたち全員が

日英両方の言語が堪能になるよう、独自のカリキュラムを実践し、自ら考え、

新しい環境においても主体的な思考力を発揮できるように、質の高い教育を行います。

世界に視野を向け国際的な感覚を養います。

楽しく学べる活動を取り入れ、個々の考えや発想力を伸ばし、あらゆる可能性を想定し、

世界に飛躍する子どもたちを育成します。

43

ブリティッシュインターナショナルスクール

Kインターナショナルスクール

YMCAインターナショナルスクール

インディアインターナショナルスクール

私立小学校、公立小学校

さまざまな国籍の子どもたちが
それぞれの国に誇りを持ち、
お互いを認め、いじめや差別、
偏見のない心を育てます。

家族や友達、生き物や
自然など、すべてのものを
大切にする思いやりの心を

育みます。

教育理念

スマイルクラブ利用者の進学先は主に、早稲田大学、上智大
学、ＩＣＵ大学、 慶應義塾大学が多く、長期的に英語を続けた
ことが有利となり、志望校へ進学しています。アメリカやイギリス
の有名大学へ進学する子も多くいます。私立中学、高校受験
の英語対策コースも充実しています。

楽しく学べる独自のカリキュラム。厳選したテキストを活用しながら自然にステップアップします。

算数・サイエンス・パソコン等の学習は専科講師による指導。卒園までに英検4級取得を目指します。

現行学習指導要領の概要

基本的な考え方

小中高を通じてコミュニケーション能力を育成

指導語彙を充実
（中高を通じて2,200語から3,000語に）

基本的な考え方

卒園までに読み書き話せる能力を育成

指導語彙を小学校から高校までに7,000語に

スマイルクラブ 指導語彙数

卒園までに

英検4級
取得目標

＊プリスクールから卒園までに約2,500語彙となります。

プリスクール　200語
Ｋ１　500語／Ｋ２　800語／Ｋ３　1,000語

新しいことへのチャレンジ、
諦めず最後まで達成する喜びの心、
日々の活動を通し、個々の成長に
合わせて挑戦することを

恐れないよう促し見守ります。

0歳 2歳1歳 3歳
（K1）

4歳
（K2）

5歳
（K3） 小学生 中学生 高校生

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

■ スマイルクラブ　　■ 現行学習指導要領

互いを認め合う心

挑戦や行動する心 思いやりの心

Smile Club English School

教育目標

スマイルクラブ スクール理念

スマイルクラブ 心の教育



Event
スマイルクラブ イベントのご案内

入園式／イースター／お花見遠足／動物園遠足（K1）／避難訓練／健康診断

サマースクール／新学期開始／避難訓練

スマイルコンサート（発表会）／誕生日パーティー（11、12月）／避難訓練

ウィンタースクール／クリスマスイベント／避難訓練

お正月お楽しみ会／英検／避難訓練

児童英検実施／運動会／レモネードづくり（運動会用）／歯科検診
父の日プレゼント製作／プール開き

保護者参観週間／給食試食会／七夕／誕生日パーティー（６、７月）

サマースクール開始／避難訓練

近隣保育園との交流会／誕生日パーティー（８、９、10月）／お泊り自然キャンプ
敬老の日プレゼント製作／引き渡し避難訓練

入園説明会／個人面談／ハロウィンパーティー／パンプキンカービング
健康診断／避難訓練

節分豆まき／バレンタインクッキング／近隣保育園との交流会
作品展／参観週間／児童英検／避難訓練／誕生日パーティー（1、2、3月）

ひな祭り／ホワイトデーパンケーキ祭り／卒園親子遠足／修了式、卒園式
スプリングファン／避難訓練

スイミングレッスン開始／子どもの日／避難訓練／誕生日パーティー（４、5月）

母の日プレゼント製作／ボランティア活動ゴミ拾い／小田原農業体験日帰りキャンプ

4月
April

8月
August

9月
September

10月
Octover

11月
Nobember

12月
December

1月
January

2月
February

3月
March

5月
May

6月
June

7月
July
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スマイルクラブでは、年間を通して様々なイベントを開催しております。
お子様と一緒に楽しく学びましょう！

Smile Club English School



開催日 時　間 内　容

10:30 11:30～火曜日

Baby & Mama
Class

4ヶ月～
3歳

Clas s
In format ion

親子クラス

7

B
ab

y
&

M
am

a

親子クラスの最大の魅力は、かわいいベビーとママパ

パが一緒に楽しく英語に触れていただけることです。

レッスン中は外国人講師と親子の触れあい、子育て中

のママ達と楽しく交流もできます。ご自宅では、クラスで

習った歌やゲームなどを通して親子の時間を楽しめます。

外国人講師と触れ合うことで、ママパパの英会話向上

にも役立ちます。親子クラスでは、子ども達がたくさんの

楽しい体験を通して英語を好きになることを目指します。

親子分離クラスの前にファースト・ステップとして親子

クラスをお勧めします。

レッスン

ティータイム

45分

15分

講師からのメッセージ

ベビーママクラスではパパ、ママが中心となり、赤ちゃんへの最適な学ぶ環境
を作っていきます。親子で一緒に過ごす貴重な時間を使って、子どもたちに自
信を持たせるのと同時に絆も深めるクラスとなっております。視覚と物に触れ
る感覚を通して英語の童謡を中心にクラスを行います。

Message

8

クラス案内

「親子だからできる」想い出に残る最高な時間！

date

週1回1時間
ママと一緒に
楽しくレッスン

外国人の先生と
楽しく英語を
話しましょう！

Smile Club English School



プリスクールクラス 1日の流れ

講師からのメッセージ
Message

A Day at Preschool class

自由遊び

自己紹介、歌、数字、クラフト

単語の習得（毎月テーマに沿って）

ライティング、歌やダンス、リーディング

登園開始 朝のおしたく

全クラスで朝の会＆今月の歌

戸外遊び

ランチタイム

うがい、おむつ交換、トイレ、自由遊び

全クラスでお昼の会

帰りの会

降園

9:30

9:50

10:00

10:45

11:30

12:00

12:50

13:00

13:45

14:00

P15へ※ アドベンチャークラス への参加も可能です。

午前レッスン開始

午後レッスン開始

Preschool
Class

1歳8ヶ月
～

プリスクールクラス

初めて保護者から離れる子はたくさん泣いてしまうかも

しれません。それを乗り越え信頼することを学びます。ひ

とり遊びだけでなく、お友達との関わり、クラスのルールな

どコミュニケーションに関心を持ち始め、社会性を学び、

自分の身の回りのことを自分でできるようになります。

幼児期に英語の世界で日常生活を過ごすプリスクール

は、子ども達の可能性が大きく広がる第一歩。国際色

豊かな環境で過ごす毎日は刺激的で夢のような世界

です。幼児期だからこそ得る感覚や思考を豊かに育み

見守ります。グローバルでダイナミックな環境を幼児期

にあたえ、将来お金では買えない未来の子ども達への

貴重な時間のプレゼントはいかがでしょうか。

「英語の世界へようこそ」子ども達への大きなプレゼント！

9
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開催日 時　間 内　容

9:30 14:00～月～金曜日 定員

教師

20名

3～4名

date

週2～5回より選択 延長制度有り

NLPマスタープラクティショナー取得。
幼児期の様々な心の変化や成長をケアします。
スマイルクラブでは、心のケアに重点を置き
お子様と保護者のサポートを行っています。

メンタルヘルスケアサポート

プリスクールクラスの特徴

手作り給食 送迎バス

写真付き連絡帳 外遊び＆水遊び

ユニフォーム 各種発表会

健康診断 歯科検診

延長制度有り アフタークラスへ
参加可能

多くのお子様にとってプリスクールは同年齢の子ども達と触れあう初めての交流の
場となります。大好きな先生とお友達に会う場所として楽しく通える環境作りを心掛
けています。教育、安心感、楽しみと言語。このスキルを自然的にプリスクールの環
境で身につける事でキンダーへのスムーズなステップアップへつなげていきます。



キンダーガーデンクラス 1日の流れ
A Day at Kindrgarten class

お着替え ＆ 自由遊び

単語の習得、スピーキング
ライティング（アルファベットの書き取り）

登園開始 朝のおしたく

全クラスで朝の会

戸外遊び

ランチタイム

歯ブラシ、着替え、自由遊び

全クラスでお昼の会

リーディング
（絵本の読み聞かせ）

降園準備、帰りの会

降園

9:30

9:50

今月の歌
トイレ、レッスン準備

トイレ、レッスン準備

（延長あり）

（延長あり）

10:05

10:45

11:30

12:10

12:50

13:00

13:40

14:00

P15へ※ アフタークラス への参加も可能です。

K1 K2 K3

お着替え ＆ 自由遊び

リーディング、単語の習得
スピーキング、ライティング

登園開始 朝のおしたく

全クラスで朝の会

戸外遊び

ランチタイム

歯ブラシ、着替え、自由遊び

全クラスでお昼の会

降園準備、帰りの会

降園

9:30

9:50

今月の歌
トイレ、レッスン準備

トイレ、レッスン準備

10:05

10:45

11:30

12:10

12:50

13:00

14:30

14:45

日替わりレッスン① ／ 13:00～13:40
月

Math Science Music

日本語レッスン
テキストを使って、ひらがな、カタカナの練習、手遊びや
紙芝居、日本の伝統的な遊びなどを保育士が教えます。

Social studies（社会）

ESL

交通ルール、マナー、着替えや服の畳み方、職業体験を
ロールプレイングで学習します。

文法の強化、単語の学習をします。

Art
Social studies
  Computer

火 水 木 金

K1

K2 K3

日替わりレッスン② ／ 14:00～14:30

Kindergarten
Class

4歳～
就学時前

キンダーガーデン

日常生活を英語で過ごすことが当たり前になることで、

外国人講師やお友達との会話が自然と英語メインに

変化します。キンダーガーデンのカリキュラムはサイエンス、

算数、ミュージック、コンピューター、スイミング、アート＆

クラフトなど、すべてを英語で学びます。学習以外には

奉仕活動のゴミ拾い、体幹トレーニング、近隣保育園と

の交流会などさまざまな体験ができる環境です。将来的

に日英どちらでも進学できるよう、K2、K3（年中、年長）

は、日本人保育士によるJapaneseクラスを設けており、

日本の文化に親しみをもち季節のイベント、また海外の

文化も取り入れいろいろな国に興味を持っていただけ

るよう指導しています。

「英語を学ぶ」から「英語で学ぶ」会話が自然に出てくる！
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開催日 時　間 内　容

9:30 14:00～

9:30 14:45～
月～金曜日 教師 2～3名

date

毎日

講師からのメッセージ
Message

手作り給食 送迎バス 写真付き連絡帳

外遊び＆水遊び

ユニフォーム 各種発表会

健康診断 歯科検診 延長制度有り アフタークラスへ
参加可能

ミュージック、アート
日本語レッスン体幹トレーニング スイミングレッスン 算数・サイエンス コンピューター

延長制度有り

午前レッスン開始 午前レッスン開始

午後レッスン開始 午後レッスン開始

K1クラスからスタートして、英語と共に基本的なスキルと自信を身につけ、自立心を育てていきます。K2で
は英語のベースの強化、しっかりとした土台を作りながら、読む・書く・しゃべる力を身につけK3へと上がっ
ていきます。K3は文書の作成、文法の理解も学びながら英検4級を受験できるまでに成長を見届けます。

K1

K2 K3 ※内容は変更になる場合ございます。



スマイルクラブではスクールバスを運行しております。
２歳からのお子様がご利用可能です。
講師がいっしょに乗車し、安全に努めています。

スマイルクラブでは専用の調理室があり、そこで毎日給食を作っ
ています。日々、子ども達が食事をする様子を見ながら、大好きな
デザートや季節を感じる食材選びを栄養士が考え無理のない
食育を行っています。献立にあるゼリーやコロッケもすべて手作
りです。味噌汁のだしは粉末を使用、化学調味料はほとんど
使っていません。またアルコール消毒、食器や調理器具の殺菌
を毎日必ず行いますので衛生管理も徹底しております。現地調
理となりますのでアレルギー対応も個別に行うことが出来、栄
養価を損ねることなくご用意できます。栄養と愛情をたっぷり込
めて、出来立ての美味しさを提供しております。

※乗車場所は安全な場所が確保できる大通り沿いで行っており
ます。

※ルートなどスクールバスに関して不明な点がございましたらお
気軽にお問い合わせ下さい。

KOBA★トレ

夏期集中スイミングレッスンでは、子どものレベルに合

わせてチャレンジできるプログラムになっています。毎

回目標にする課題があり、できた時の達成感を感じな

がら一人一人が成長しています。コーチからは泳ぎ方

の指導だけではなく、プールでのマナーや安全面の指

導、苦手なことを克服する勇気と精神力の指導もあ

り、心と体が強くたくましく育つよう発育を見守っていま

す。引率は、お忙しい保護者に代わって園でも行って

います。レッスン風景はいつでも見学ができます。ぜひ、

子ども達の楽しんでいる姿を見に来てください。

子どもが大好きな木場先生は、近隣に「こば接骨院」があることやご自身のお子さん
がスマイルクラブを長く利用してくださっていたことをきっかけに運動アドバイザーを引
き受けて下さいました。独自に開発した「KOBA式、体幹バランスメソッド」や「体幹・
体軸トレーニング」などで有名な、アスリート選手やオリンピック選手の指導と実績の
ある素晴らしい先生です。

ご飯、鶏肉の甘酢煮、ひじきの煮物、もやしとチンゲン菜の中華スープ、ヨーグルト

ご飯、鮭の塩焼き、ほうれん草の白和え、わかめとお麩のみそ汁、キウイフルーツ

ロールパン、ハンバーグ、きゅうりと大根のサラダ、ミネストローネ、バナナ

ちゃんぽんラーメン、さつまいもの素揚げ、ブロッコリーとコーンのマヨサラダ、ぶどうゼリー

麻婆豆腐丼、小松菜のごま和え、ねぎと椎茸の中華スープ、オレンジ

ドライカレー、きゅうりとハムのマヨサラダ、トマトとレタスのコンソメスープ、ヨーグルト

ご飯、カレイのおろし煮、人参と蓮根のきんぴら、じゃが芋と玉ねぎのみそ汁、メロン

ナスとトマトのパスタ、チンゲン菜とツナのマヨサラダ、コーンとえのきのコンソメスープ、バナナ
プロトレーナー

柔道整復師、鍼灸師
日本体育協会公認アスレティックトレーナー

木場 克己

体幹を鍛えることで怪我をしない体を作る
ことに着目。サッカー日本代表・長友選手
など多くの専属トレーナーを務める、体幹ト
レーニングの第一人者。

スマイルクラブでは、KOBA★トレ！
体幹トレーニングプログラムを取り入れています。

脳神経が1番発達する年代「ゴールデンエイジ」の子供たち
を対象にバランス力や脳・神経系を遊びながら鍛えるトレー
ニングを実践。
CBチャレンジで子供たちの可能性を無限大に。
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給食のご案内

スクールバスのご案内 スイミングレッスン

「夏が楽しみ！！」5月～7月スイミングレッスン！！

運動プログラム

SMILE BUS SMILE SWIMING

スマイルクラブでは大切な子ども達のために素晴らしいドクター
と連携し、定期健康診断、歯科検診を実施しています。発達相
談はご要望に応じ、専門医を招き個別で行っております。

健康診断 歯科検診 発達相談

健康管理
SMILE MEDICAL

SMILE SPORTS

SMILE LUNCH

レッスン満了時には
認定証の授与♪
コーチからの
嬉しい心づかい

献立（一例）
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Pre Kinder Class

2歳～
土曜日クラス

週1回でもインターナショナルスクールの環境へ入れたい

と思っている方におすすめです。平日は保育園、幼稚園

へ通っている子、また平日午後は他の習い事で忙しい

子も気軽に参加できるサタデープリキンダークラス。

朝からお弁当を持参して半日おあずかりします。

愛情いっぱいの外国人講師と生活に密着した英語を

学び、無理なく心に浸透するプログラムをお約束する

と共に自信を育んでいただけますよう講師・スタッフ一

同まごころを込めて全力でサポート致します。

「週末じっくり英語」土曜日だけでもインターナショナルスクール！

Sa
tu

rd
ay

s

開催日 時　間 内　容

9:30 14:00～土曜日
定員

教師

14名

2～3名

date

講師からのメッセージ
Message

写真付き連絡帳

外遊び＆水遊び

ユニフォーム

土曜日Preschoolは平日のPreschoolと違い2歳から5歳までの子ども達が
いっしょにレッスンをしています。午前中はボキャブラリーを増やすこと、基礎を
学ぶ事をメインに行い、レベルに合わせてライティングも取り入れています。
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Adventure
Class

2歳5ヶ月
～5歳

アドベンチャークラス

「先生を好きになる=英語がついてくる！」をテーマに、

楽しい時間の中から英語を習得するAdventureクラス

は、担任の先生が好きで得意なクラフト、ミュージック、

スポーツ、ゲーム、屋外活動など幅広い分野の活動を

通して楽しみながら自然に英語でのコミュニケーション

を習得します。

「毎日がキラキラ輝く」好きなジャンルを選んでね！Afte r  Clas s

スマイルクラブが開校するきっかけとなった、信頼と

実績のあるクラスです。幼児期から安心して英語を

楽しむことを一番大切に考えて育んできました。年齢

ではなく、レベルでクラス分けを行い、異年齢が同じ

クラスでも楽しめるカリキュラムを構成。

初心者から中級者、上級者、帰国子女、英検クラス

など自分に合ったクラスで自分のペースで学ぶことが

できます。小学生、中学生、高校生も大歓迎です。

みんなの得意科目が「英語」になるよう、愛情を持って

指導しています。PCやiPadで学習する時代になり、

クラスで使用することもありますが、それ以上にコミュニ

ケーション能力を養うことを大切にしています。

アフタークラス

初心者・幼児クラス　対象年齢　2～6歳児
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開催日 時　間月～金曜日date 14:45 17:30～

月 火 水 木 金

ESL フォニックス ESL ESL
ヒップホップ アート＆クラフト

開催日 時　間

土曜日

date

9:45 12:30～ ESL

土

送迎バス 写真付き連絡帳

ライティング フォニックス

ヒップホップダンス クッキング

ミュージック アート & クラフト

A
d

ve
n

tu
re



アドベンチャークラス 1日の流れ
アドベンチャークラス レッスン案内

A Day at Adventure Class

持ち物の片づけ ＆ 自由遊び、トイレ、レッスン準備

ライティング

曜日ごとのレッスン

トイレ、レッスン準備

入室開始14:45

15:15

16:15 スナックタイム

16:40

17:30 レッスン終了

月～金（午後）

持ち物の片づけ ＆ 自由遊び、トイレ、レッスン準備

ライティング

曜日ごとのレッスン

トイレ、レッスン準備

入室開始9:45

10:15

11:15 スナックタイム

11:40

12:30 レッスン終了

土（午前）

講師からのメッセージ
Message

2019 Smile Club English School

ドキドキワクワク楽しいクラス！ スポーツ、ゲーム、外遊びなどを通して活き
た英語を学びます。初心者でもオムツが取れてなくても大丈夫。踊って
笑って歌って笑顔いっぱいの時間です。授業の後半にはワークシートで読
み書きまでサポートします。

フォニックスとは、発音と文字の関係性を学ぶ音声学習法で、もともと英語
圏の子ども達に読み書きを教えるために開発されたものです。アルファベット
毎の発音を先に学ぶことで、知らない単語でも、耳で聞いただけでスペリング
がわかり、正しく書くことができます。A、B、C、D、E、F、Gはアルファベット読み
だと… エー、ビー、シー、ディー、イー、エフ、ジー。フォニックスだと… ェア、
ブッ、ク、ドゥ、エ、フ、グッになります。そんなフォニックスの学習を歌やカードを
使って学びます。 また、ワークシートでライティングも取り入れています。

想像力、発想力を生かし、幼児期の素晴らしい感性を最大限に伸ばすクラ

スです。ペイントでは色彩感覚を養うため、色と色を混ぜて新しい色を自分で

作る、工作ではハサミで切り込みを入れるなど集中力を養います。工具を使

い、ボンドやペンを持つ力は指先に最適な運動となります。モータースキルも

アップし、自由な発想を生かし、海外の感覚を取り入れ素晴らしい作品をつく

ります。

A
d

ve
n
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金曜日

火曜日

月・水・木・土曜日 ESLクラス

洋楽に合わせて、リズミカルに音楽を楽しむクラスです。簡単な振付を繰り返
し踊る事で楽しみながら体を動かすので自然と英語が身につきます。講師は
ダンスのプロ。英語で指導をしながら振付と英語をマスター、毎年発表会で
は全員ステージに立ちます。洋楽にも興味を持ち、音楽を聴くと自然に体が
ビートを刻み、スラスラと歌いながら踊るクールなクラスです。

木曜日 ヒップホップクラス

レッスン開始

レッスン開始

レッスン開始

レッスン開始

No English?　全然オッケーです！　このクラスは絵本、歌とゲー
ムを通して英語に慣れていく、初心者向けのクラスです。楽しむことを
優先し、ストレスなしで色々な世界の文化をテーマにアクティビティを
体験します。

フォニックスクラス

アート＆クラフト



M-A クラス 1日の流れ
A Day at M-A

宿題提出、レッスン準備

レッスン準備

入室開始15:15

15:45

16:45 スナックタイム

17:05

18:15 レッスン終了

15:30

16:00

17:00

17:20

18:30

M1-M2 クラス（月～金） A クラス（月～金）

講師からのメッセージ
Message

ライティング、スピーキング、リスニング、リーディング、 前回のレッスンの復習

ライティング、スピーキング、リスニング、リーディング、 ホームワークの説明と確認

After
M-A Class

5歳～
M-A クラス

「本格的な英会話」のはじまり！ バランス良く

帰国子女
初心者から上級者まで
全5クラス編成！
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M
-A

M1、M2 クラス A クラス

15:15 18:15～
月～金曜日

土曜日

送迎バス ライティング

学期末テスト＆レポート 参観、個人面談

スピーキング リスニング

9:30 12:30～

15:30 18:30～
月～金曜日

土曜日
14:00 16:00～

小学校低学年～高学年中心
児童英検、英検5、4級レベル

小学校高学年中心
英検3、準2級レベル

Reading

キンダーガーデンで繰り返し身につけたフォニックスの知識を
使って、単語を読む練習や、会話を聞いて単語や文章を書き
とる練習をします。ベースとなる知識がまだない方（初心者）は
M１クラスからスタート。宿題を習慣にしていくことで、初めて遭
遇する単語でも読み書きできる力が身につきます。リーディン
グでは、少しでも多くの本を読み多読の訓練を行います。発音
の細かいところも含め先生にチェックしてもらい、本の難易度
を徐々に上げながら、読む力を身につけます。

Speaking Time

自らが英語を話したいと思うようなレッスンを行っています。各
レベルに合わせて自分の意見を述べる力、自分の考えを発信
する英語力を身につけます。興味や関心のある事柄を自分の
言葉で発表する練習をしたり、先生が投げかける質問に対し
て答えたり、それを使って今度は友達に質問をすることで、コ
ミュニケーション能力を身につけていきます。英語力も大切で
すが、その基礎となるコミュニケーション力を鍛えます。

Writing

独自のオリジナル教材と厳選した海外の教材、日本の英語教
育教材などを使用してさまざまなアプローチで文法や慣用句を
マスターしています。文章が書ける様になると、ポエムやジャーナ
ル、物語を書いたりするカリキュラムに取り組み、文章構成を習
得していきます。英検でも必要なエッセイの表現力を養います。

Snack time（休憩タイム）

遊び盛りの子ども達に3時間の集中力はありません。途中、お
腹の空く時間にスナックタイムを設け、夕飯に響かない程度の
おやつをご自身でお持ちいただきみんなで楽しくスナックタイ
ム。グループゲームや楽しいアクティビティを取り入れ、メリハリ
をつけた内容で学習をすすめます。

実施日については、お問い合せください。

スマイルクラブは
 英検  児童英検  準会場です。
英検2級までの受験が可能です。

レッスン開始

レッスン開始

Mクラスでは英語の基本をしっかりと学びます。フォニックスを使って「読む」と「書く
スキル」を身につけます。日常会話を通じて自信をもって英語でコミュニケーションを
できるようスキルを育てていきます。Aクラスでは高レベルの英語を学ぶと共にベー
スもより強化していきます。色々な教材を使い、各生徒の単語力を上げると同時に
文法への知識も増やし、個々の目標を達成出来るようにサポートしていきます。



その他のクラスOther  Clas s

ハイクラス＆アッパークラス

ハイクラス アッパークラス

ご利用ランキング

英検準2級、2級を目指します。
専門的な語彙と慣用句を増やします。リスニングで
はスピードに慣れるため、何度も繰り返し聞き取る
訓練をします。

英検準1級を目指します。
英検準1級は外国人でも日常会話で普段使わない
言葉と言われています。
問題集を使い、徹底的に突破を目指します。

4歳～6歳 小学生～

英語でタイピング、ゲームの仕組みなどを通して、プ
ログラミングを楽しみながら学びます。

本格的なゲーム制作、ロボットを作るプログラミング
などを学びます。プログラミングを学びながら、最新
のIT情報に触れることによってグローバルな視点が
自然と身につきます。

英検クラス

目指すは英検合格！
合格まで過去問題を使用し、時間配分やテクニッ
クなどを習得します。4級～2級までご利用いただけ
ます。

講師一人に対して2～4名で行うセミプライベート
レッスン。兄弟姉妹や仲の良いお友達同士で受講
される方が増えています。
さまざまなアレンジができる人気のクラスです。

英検に慣れていない方におすすめ！

プライベートレッスン

英検 準2級～準1級を目指している方におすすめ！

これからの時代、プログラミングは最強の武器に！

プログラミングクラス

海外へのお引越し前に

海外旅行の前に

アフタークラスと時間帯が合わない

セミプライベートレッスン

兄弟姉妹と一緒に、お友達と一緒に。大人の方の受講も可能！

初心者から上級者までご利用される方の理由は
さまざまです。ぜひお気軽にご相談ください。

短期集中から長期継続、それぞれの目標に合わせてご利用が可能！

子ども達が頑張っている姿を見て影響される保護
者や海外旅行が趣味で英語を忘れないようにキー
プしたい方などがご利用されています。初心者でも
大丈夫です。外国人講師と一緒に楽しく英語を始
めてみませんか？　来年の今頃は、会話ができるよ
うになっています。

おとなクラス

初心者でも安心！ 大人の為の英会話クラス。

スマイルクラブでは、様々な特別クラスをご用意しております。
目的にあわせて一緒に英語を学びましょう！

週1回～2回選択　1回90分

週1回　1回120分 週1回　1回60分

週1回　1回60分 週1回　1回60分
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実施日については、お問い合せください。

スマイルクラブは
 英検  児童英検  準会場です。
英検2級までの受験が可能です。

～TOEIC受験のため～
大学の単位認定・就職活動・会社内での昇格、昇進・海外赴任

～TOEFL受験のため～
主に米国大学への留学および入学

1位

2位

3位



産まれた時からずっと海外で過ごしていたため新しい環境に馴染めるだろうかと私自身不安でしたが、こちらのスクール
では同じような状況の方が数名いらっしゃったので自分たちだけではないという安心感を持つことが出来ました。もうすぐ
４歳になる娘も、自然に馴染めるようなスクールの雰囲気作りのおかげでストレスなく過ごせているようです。英語のレベ
ルを維持できるか等不安は尽きませんでしたが、今では英語もキープしつつ新しいお友達と遊びながら楽しいイベントも
盛りだくさんなスマイルライフを楽しんでいます。

プリスクールから週2で通わせていずれは幼稚園に転園と思っていました。ですが、子どもがこちらで過ごすのを何より楽
しそうにしているのと、経験豊富な先生方のバラエティーに富んだカリキュラムで子供に自然に英語力が身についている
のと、日本の文化や子供たちの喜ぶ行事も大事にしてくださっているスマイルクラブの教育方針を実感し、転園をやめ
てこちらでお世話になることを決めました。おかげで自然に英語を習得していきジュニア英検ブロンズとシルバーはなん
と一発合格。次はゴールドに向けて本人もますます英語が好きになっていて本当に感謝しています。

スマイルクラブにお世話になって、「今日はパソコン授業でこれをやったよ」とか「アートの時間でこれ作ったよ」等クラス
で色々な事を英語で学び、私に日本語で説明してくれます。英語が話せない私とネイティブ先生との間に入って通訳を
やってくれたり、年下のお友達やみんなで遊ぶときもあり、一人っ子の息子もなんだかちょっとお兄さんに見えたりします。
ずっとひどい偏食だったわが子がこちらの手作り給食のおかげでどんどん偏食がなくなり、今ではお代わりの常連だそう
です。私が苦手なナスを僕は食べれるよーと自慢してくれます。

■ 兄弟で通わせていますが、クラスは別。年齢ではなく、レベルでクラス分けをしていただけるので、弟のモチベーション
も上がります。「早くお兄ちゃんのクラスへ行きたいな」そう思ってくれていることが宿題に取り組む姿勢にも繋がってい
ます。兄も弟に追いつかれないように「英検に合格する！」と、張り切っています。担任の先生が子どもの気持ちに寄り
添って、宿題をやるともらえるご褒美のシステムが本当に嬉しいようです。

■ 先日、学校のスピーチコンテストで優勝しました。プリスクールから始めキンダーを卒業して、継続していた英語で結果
を出すことができて、本人はとても喜んでいました。海外にも興味を持ちましたが、将来は「スマイルの先生になりた
い！」と、言っています。

■ 小学校２年生、初心者で始めましたが、週3回通っているうちにどんどん英検に合格して今は準2級まで取得すること
ができました。中学受験も考えていますので、英検取得ができて本当に感謝しています。

■ どの曜日を選ぼうか悩み、体験をして決めました。今はクッキングクラス（木）とミュージッククラス（金）を選択して楽しく
通っています。すべてが英語で専門的な先生が担当してくださるので、子どもも飽きずに月曜日になると「今日はアドベ
ンチャー？」と、聞いてきます。週2回にも慣れてきたので、来月から火曜日のフォニックスを追加しました。

■ まだ2才ですが、アシスタント補助の先生が手厚く見てくださるので、とても安心しています。メインの先生も素晴らしい
のですが、アシスタントの先生も外国人ですべてを英語で会話してくださるのでとてもありがたいです。

■ 写真付きの連絡ノートは毎回どんなことをやっているのかわかりやすいです。子どもにどんなことをしたのか聞いてもい
まいちわからないので、ノートで先生とコミュニケーションできて内容がよくわかります。本当にすべてが丁寧で感謝して
います。

オムツが取れていませんが、入会できますか？

プリ・キンダークラス

もちろんご入会いただけます。スクールに慣れてきましたら、ご家庭
と園とで連携しながら同時にトイレトレーニングを始めています。

 両親が英語を話せませんが、大丈夫でしょうか？

プリ・キンダークラス

問題はありません。将来的に英語を習得したいと考えている保護
者のために、毎週、ママクラスも開催していますので、お気軽にご
相談ください。

外遊びの時間はありますか？

プリ・キンダークラス

毎日公園や外遊びをしています。夏は１階の園庭を借りてプール
や水遊びをしています。５月～７月はスイミングスクールと提携し毎
週水曜日スイミングレッスンを実施しています。

 どこにも預けたことがありません。大丈夫でしょうか？

プリ・キンダークラス

慣れるまで、時間のかかる子どもはたくさんいます。保育士や幼稚
園教諭も在籍していますので、安心してください。親子クラスから
の参加される方もいますので、ご相談ください。

一人で食事ができません

プリ・キンダークラス

できるだけ一人で食べられるように援助します。食事の時間も担
任がずっとそばについて一緒に食事しています。子どもたちが楽し
く食事できるよう配慮しています。

プリ・キンダークラス

他で習っていましたが、なかなか身に付きません

アフタークラス

週１回３０分～６０分のレッスンで物足りなくなり、レベルアップの
ためにこちらへ通われている方はたくさんいます。英語は時間数が
必要です。時間が足りないのです。

週１回しか通えませんが

アフタークラス

週１回のレッスンでも１回約３時間ありますので、習得はできます。
興味を持ってきたら回数を増やしていくことが理想です。スマイル
クラブでの経験上、週２回以上がおすすめです。

振替制度はありますか？

アフタークラス

振替制度はあります。週の回数によって振替の回数が異なりま
す。詳しくはお問い合わせください。

英検を受験させたいのですが

アフタークラス

4級から準1級まで英検に特化した英検クラスがあります。グルー
プレッスンでも継続していれば英検２級までは取れます。

中学受験を考えています

アフタークラス

４年生ぐらいまでは真剣に英語漬けにして英検を取得し、５年生
からは受験に専念し、受験が終わってから戻ってくる場合が多い
です。

学校から一人で直行させたいのですが

アフタークラス

チェックインシステムがありますのでお子さまが入室、退室の際、
カードを機械にかざすと保護者の方にメールでお知らせ通知が届
きます。送迎バスの方にも喜ばれています。
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入園当初は大泣きで先生に抱っこしてもらいながらじゃないと預ける事が出来なかったウチの子。ちゃんと泣かずに過ご
せているかとても心配でしたが、担任の先生と毎日子どもの様子を写真付きの連絡帳でもやり取りができるので、子ども
が楽しそうにしている事が写真で見て取れて安心しました。また、成長過程での子どもの心配な面等、相談させてもらい
一緒に子育てをしていた感覚なので親も子も安心して過ごすことが出来ました。今では先生の名前を呼びながら自分か
ら教室に行く子どもの背中を見て成長を感じ、遊びながら英語の歌を口ずさんでいたり、先生方の英語の言葉を自然に
理解しているようです。環境が子どもを育てるということを改めて実感しています。

送迎バスは何歳から利用できますか？

満2歳のお子様からご利用いただけます。詳しくはお問い合わせく
ださい。


