
 

三重インターナショナルスクール 

幼稚部概要 

Find your Purpose.   

Pursue your Passion.   

Change the World. 

目的を見つけよう。情熱を追い求めよう。世界を変えよう。



 

英検・JETなど合格の実績 

当校では実用英語技能検定の準会場、Jetの団体受験会場として、試験を実施しております。

3級 中学卒業程度 準２級 高校中級程度

２級 高校卒業程度 3-4級 学習期間2～4年

1-2級 学習期間4～6年
最年少取得 

年長 

最年少取得 

年長 
最年少取得 

小学1年生 

最年少取得 

小学1年生 
準１級 大学中級程度

最年少取得 

年長 

最年少取得 

小学2年生 

Facility 
設備

◎１０教室　　　　　◎図書スペース　 
◎児童用トイレ　　　◎駐車場あり 　 
◎多目的室　               ◎古道公園そば 

所在地：三重県津市南中央4-16

「幼児教育・保育無償化」対象 
認可外保育施設

最寄り駅 
JR阿漕駅

Mie International School 
三重インターナショナルスクール 

松阪校の「メープルリーフインターナショナルスクール」は2008年8月に誕生しました。 
わが校のカリキュラムは、欧米の幼稚園で高い支持を受けて使用されているものを、日本で育つ 
お子様向けに独自に改良しております。 

予見困難なこれからの世界で生き残り、充実した人生を送るためのスキルとして、考える力、 
問題を解決する力、自立心の育成、協働して取り組む姿勢などの習得を目指します。 
また、バイリンガルと呼ばれるほどの英語が習得できれば、どんな道に進もうとも、お子様の 
活躍のチャンスは限りなく広がることでしょう。 
海外プログラムや国内外のインターナショナルスクールとの連携、英国レターランド社との 
正規日本代理店契約、初等部の開校など、子どもたちの可能性を広げ、輝く未来に繋がる 
スクールでありたいと願います。



 

英語 A-Zの音の認識 
文字をなぞる / 書く

かず
1-10の定義 
文字をなぞる / 書く、色、形

生活 ルールの理解 
適切な感情表現を理解する　等

英語
A-Zの音の理解、大文字小文字 
３文字単語　等

かず 1-50の数えから、２桁の理解 
足し算

生活
ルールを守る、役割を決めて 
取り組む、友達と協力する　等

英語
フォニックスルール、単語の 
読み書き、サイトワード100 等

かず 1-２桁の計算、引き算の理解 等

生活 ルールの理解 
適切な感情表現を理解する　等

英語 単語、文章の読み書き、本読み 
サイトワード200、ジャーナル 等

かず ３桁の足し算 / 引き算 
掛け算 / 分数の基礎

生活 文章を通した自己表現 
小学校への準備　等

　　　　　Drop-off Time 
　　　　   　朝の準備とワークシート 

　　　　　Circle Time 
                 ・Attendance（出席） 
                   ・Morning Exercises（朝のエクササイズ） 
                   ・Short Conversation / Calendar and Weather 
                      （挨拶、自己表現、天気・カレンダー） 
                   ・Daily Schedule（一日のスケジュール確認） 

　　　　　Phonics Activities (Letterland) 
　　　　　 （フォニックス） 

　　　　　Snack Time & Exploration Time 
　　　　　 （おやつ＆自由遊び） 

　　　　　Discovery Time 
　　　　　  Theme, Art, Math, Phonics, Life Skill, P.E., 
　　　　　    Cultural Time, Reading, Music etc 
　　　　　  （テーマ、工作、さんすう、フォニックス、 
　　　　　　    生活スキル、体育、文化、リーディング、音楽など） 
　　　　　　　　　

　　　　　Outdoor Exercise & Play Time 
　　　　　 （外遊び） 

　　　　　Lunch Time 
　　　　　（以下、５hoursコース） 

　　　　　Afternoon Discovery Time 

  
　　　　　Clean Up Time / Good bye Song 
　　　　　  （お片付け・かえりの歌） 

Daily schedule and Class goal 
１日の流れとクラス目標 

Sandy Seal Class 
（１＆２歳児）３hrs.

Billy Beaver Class 
（３歳児）５hrs.

Becky Bear Class 
（４歳児）５hrs.

Mikey Moose Class 
（５歳児）５hrs.



 
 

 
 

 

Events 
年間行事 

4 
April

5 
May

6 
June

7 
July

8 
August

9 
September

10 
October

11 
November

12 
December

1 
January

2 
February

3 
March

・入学式 

・お芋植え遠足 

・アクティビティ デー 
・オープンスクール 
・内科検診 
・歯科検診

・プール開き 
・参観日 
・懇談会

・夏休み 
・サマースクール 
・サイパン/カナダ ホームステイ 
　（卒業生対象 希望者） 

・オープンスクール 
・スポーツデー 

・お芋掘り遠足 
・内科検診 
・ハロウィーンパーティー

・参観日 
・懇談会 
・交通安全講習

・クリスマス会 
・冬休み 

・豆まき 
・卒業遠足 

・親子遠足 
・懇談会 
・リサイタル 
・卒業式 
・春休み 
・スプリングスクール 

＊その他、クラスごとの遠足や毎月の避難訓練などがございます。 
＊日程等の変更に伴い、上記記載の月に催行されない場合もございます。



 

Course Information 
コース案内 

◆　レッスン開始時間は以下の通りです。（8：45からご入室いただけます。） 

◆　1年間のレッスン数は200日です。（春、夏、冬休みがあります。）　　 
　 　行事や懇談会等も上記日数に含まれています。 
  
◆　8月は夏休みの為、学校はお休みです。 
  
◆　お月謝は1年分を12で分割しています。（年一括払い可） 
　　その為、月ごとのレッスン数に関わらず、定額となります。 
  
◆　延長預かりを行っております。 
　　 朝７：45からと、夕方18：00まで（最短1時間より）ご利用頂けます。 
　　  
◆　年少クラス以降は制服があります。 

  ◆　夏休み中にはサマースクール（10日間）、春休み中にはスプリングスクール（5日間） 
　　 がございます。ご希望者のみの参加となり、別途費用が発生します。 
  
◆　通常レッスン以外のイベントや行事もございます。（遠足、避難訓練、豆まきなど） 
   　また、以下は保護者の方にご参加頂く行事となります。 
　　　・入学式、卒園式 　　　・参観日（年2回）　　　・懇談会（年3回） 
　　　・スポーツディ　　　　 ・発表会 
　　　　　 

クラス レッスン時間

Mikey Moose class 
マイキームース 9:00-14:00

Billy Beaver class 
ビリービーバー

9:10-14:10

クラス レッスン時間

Becky Bear class 
ベッキーベア 9:05-14:05

Sandy Seal class 
サンディシール

9:15-12:15



 
 
 

Price List 
費用 

◎上記の他に、保険費、制服代（年少より）、行事への参加費などがかかります。 
◎レッスン終了後、延長預かりをご利用の方には別途料金が発生します。 
◎一旦納入された受験申込金・入学金はご返金できません。 
　また、授業料・維持費等に関しては、指定期日を越えた場合ご返金が出来ませんので、合格者に 
　お渡しする書類をご確認ください。 
◎昼食は注文して頂くことができます。 

　当校は昨年10月より開始された「幼児教育・保育無償化」対象の認可外保育施設です。

※2019年10月時点

１・２歳児（３時間クラス） ３～５歳児（５時間クラス）

受験申込金 3,650円

入学金 44,000円

授業料（月額） 59,100円 78,500円

年間教材費 37,900円 50,320円

設備費 77,000円



 

　説明会 
　当校の教育理念やカリキュラム、1日の流れなど、個別にて詳しくご説明いたします。（予約制） 
　　⬇ 
　入学申し込み 
　一般の方：当校の在校生または卒園生父兄の推薦が必要となります。 
　　　　　　＊在校生または卒園生父兄の推薦者にお心当たりのない方は別途ご相談ください。 
　ママ&ベイビーコース在籍の方：推薦はご不要で、かつ、優先的にプリスクールコースにご進学いただけます。 

　受験申込金を添えて必要書類をご提出ください。受理後、保護者面接とご本人のレベルチェックを行います。 
　　⬇ 
　合否結果通知 
　面接・レベルチェックより１週間後に、郵送にて合否結果をお知らせ致します。 
　お電話による合否結果のお問い合わせにはお答えできません。 
　合格の場合、指定期日までに入学金をお支払いください。 
　一度お支払い頂いたご入学金（44,000円）は理由にかかわらず払い戻しはいたしかねます。 
　　⬇ 
　オリエンテーション 
　ご入学が決定した方を対象に、オリエンテーションを実施致します。 
　更に詳しくカリキュラムやお持ち物などについてご説明いたします。 
　　⬇　 
　その他 
　年少クラス以上の方は制服合わせが別途ございます。 
　入学式は年少クラスで行います。 

Admission 
ご入学の流れ 

Course after graduation 
卒業後の進路について 

プリスクールの卒園後には、三重インターナショナルスクールへの進学、または松阪校にて卒業生
向けのアドバンスクラスをご用意しております。 

 　　
三重インターナショナルスクール 

　三重県初となる初等部では 
　IPCを導入し、多様な社会に 
　対応できる人材育成を目指し 
　ます。

アドバンスクラス 

　総合的な英語力の習得を目指す 
　Fundamentalクラスをはじめ、 
　ReadingやScience、Artなど 
　様々な視点から英語を学びます。


