ENGLISH LEVELS FOR CLASSES
Speaking

Listening

LEVEL 1
Cannot make basic, complete
sentences
LEVEL 2
Can make a basic, simple sentence
LEVEL 3
Can have a basic conversation with
an American

Only understands a few words
Can understand adjectives and
descriptions
Can understand the main idea of a
conversation

LEVEL 4
Can express opinions and feelings
LEVEL 5
Can participate in discussions on
most topics and is comfortable in
“English-only” situations

Can understand & participate in
conversations about other’s
opinions and feelings
Can participate in discussions on
most topics and is comfortable in
“English-only” situations

* If you have questions about your level please ask us for assistance.

CHILDCARE REGISTRATION INSTRUCTIONS
All children 6 weeks old and up must use child care during class time. 
NEW CHILDCARE POLICY FOR 2018-2019
If you are accepted into class and need childcare, you will need to pay for your child(ren)’s space
in childcare. There are 2 payment options. If you pay for the entire year, the cost is $140.00
($4.67 per week). If you want to pay by semester (September to end of January and end of January
to May), the cost is $80.00 per semester ($5.33 per week). You will receive an invoice by email
when you are accepted into class. Payment information and due date will be listed on the invoice.
The cost is a flat fee per family. It does not matter how many children per family or how many
classes you take. If you are accepted into class(es) any other time than September, you will
receive a pro-rated invoice.
If you are accepted into class and need childcare, and we do not receive payment for the child care
fee by the due date on the invoice, your child care spot(s) will be given to someone else. The fee is
non-refundable and non-transferable.
If you are pregnant and will want to use childcare after your baby is born, please indicate this on
the registration form. You can pay the childcare fee to hold a space for your new baby at the start
of the semester in September or January, or you can choose to go on the waiting list (after you
have your baby), until you are ready to come back to class. We will add you back to class when
there is a childcare spot available.
If you have any questions or concerns about this new policy, please contact us!

各クラスにおける英語力の目安
会話力

聞き取り力

レベル 1
基本的な文章が作れない（話せない）

わずかな単語しか聞き取れない

レベル 2
基本的な易しい文章が作れる（話せる）

形容詞や描写が理解できる

レベル 3
アメリカ人と簡単な会話ができる

会話の主な内容が理解できる

レベル 4
意見や感情を伝えられる

他人の意見や感情について理解し、
話に参加できる

レベル 5
ほとんどの話題の議論に参加でき、
英語のみの環境でも気楽に過ごせる

ほとんどの話題の議論に参加でき、
英語のみの環境でも気楽に過ごせる

* もし自分のレベルについて質問がある場合は、気軽にお問い合わせ下さい。

チャイルドケア・レジストレーションの手引き
６週間以上のお子様はすべてクラスの時間帯チャイルドケアにお預けください。
2018-2019 年度のチャイルドケアに関する新しい取り決め
クラス受講が確定してチャイルドケアが必要な場合、チャイルドケアの枠のために費用をお支払い願います。お
支払い方法のオプションは２つあります。１年の費用総額をお支払いになる場合、＄１４０（１週間につき＄４．６
７）となります。学期ごと（９月から１月末までと、１月末から５月まで）にお支払いになる場合、学期につき＄８０（１
周間につき＄５．３３）となります。クラスの受講が確定した際に、請求書がメールにて送られてきます。支払いに
関する情報と支払いの期限はメールの中に記載されています。費用は各家族に対しての一律料金です。１家族
で何人お子様を預けても、また何クラス受講していても額に変化はありません。９月以降に受講が決定した場合、
差し引かれた額での請求書が発行されます。
受講が決定してチャイルドケアが必要な場合、もし請求書に記載されている日付までに支払いがなされなけれ
ばチャイルドケアの枠が他の方に割当されますのでご注意ください。費用の払い戻しや他の方への譲渡はでき
ませんのでご理解ください。
もし妊娠中の方でお子様が生まれてからチャイルドケアのご利用を希望される方はレジストレーションにその旨
ご記載ください。チャイルドケアの枠を確保するために９月か１月の学期はじめにお支払いになるか、またクラス
に復帰されるまで（お子様の出産後に）ウェイティングリストに入られるオプションもあります。チャイルドケアの枠
が空き次第クラスに復帰していただくことができます。
上記の新しい取り決めに関してご質問等ございましたらどうぞご連絡くださいませ！

