Welcome to Hello Kids International School!

ハローキッズ インターナショナルスクール

About us: A Detailed Look!
Nice to meet you!
My name is Greg Selfe, principal of Hello Kids International Schools.
With our Bunkyo, Myogadani location in operation since 2009 and our
Yokohama, Tsurumi since 2015, we are very happy to be opening our
newest school here in Honkomagome from January 11, 2019!
はじめまして！
ハローキッズインターナショナルスクールの校⻑、Greg Selfe
です。ハローキッズは2009年より茗荷⾕で、2015年より横浜市
鶴⾒で運営してきました。そして、2019年1⽉11⽇に、新たに、
本駒込キャンパスがオープンいたします！
Applying the same thematic-based teaching style to children between 2-10 years old that has worked
so well so far to help establish then elevate our students` English level from the Basic-through-Fluent,
we couldn`t be more excited to bring our energy, passion and knowledge to this community! At our
school, we cover all aspects of the English spectrum within each class, covering the speaking,
listening, reading and writing components all based on achievable themes! It`s really an amazing
system that also provides a comfort for every student during their time with us over time!
ハローキッズでは、テーマベースの教育⽅法を採⽤し、2歳〜10歳までの⽣徒たちにベー
シックからアドバンスレベルまで、英語⼒をしっかり⾝に着け、伸ばしてまいりました。新
しい⼟地にも、エネルギーとパッション、そしてハローキッズのテクニックを広げていける
ことを、今から楽しみにしております！私たちの学校では、毎回のレッスンで、その⽇の⼀
つのテーマに沿って、スピーキング、リスニング、リーディング、ライティングなどの分野
すべてにおいて、総合的に学んでいきます！全ての⽣徒たちが、学校で⼼地よく学ぶことが
できる素晴らしい教育⽅法です。

お問合せはこちらまで！

TEL:(03) 5842-5811
FAX:(03) 5842-5812
hk.komagome.adm@gmail.com

ぜひ⼀度
ハローキッズに
遊びにきてね！
待ってるよ！

www.hellokids-internationalschool.jp

Welcome to
Hello Kids International School!
The Importance of the Atmosphere: Having Fun While Learning!
We believe in tying in as many wonderful and positive experiences as possible, to help every student interact
with their English as they are learning it. To this end, we create yearly camping trips in Japan, 8 day
excursions to our Hello Kids Canada location, sleepovers at school and an array of specials events such as
Spelling Bees, Halloween, Christmas, Children`s Day, Star Festival, Easter and so much more! Interacting
with English in the classroom and at these special events truly builds an inspiration that strengthens the
passion!
Working closely with Cambridge learning, students that range in age from 6-10 years old are also eligible to
take this internationally accredited test with us yearly (on site in the classroom!) and their scores that range
from 80-90% really prove that, within a fun and loving atmosphere like Hello Kids under our recognized
curriculum, their potential can be reached - AND advanced with us over time!
As true, focused and thorough teachers, we create customized lessons daily based on one theme at a time,
from the Preschool class all the way through to the upper Elementary classes, ensuring the experience is rich
in content and truly fulfilling!

楽しみながら学ぶこと！学び場の雰囲気の重要性
可能な限り、ポジティブで素晴らしい体験を盛り込み、全ての⽣徒たちが学びながら、英語で相互的に対話をしていけることを⼼が
けております。ハローキッズでは、毎年、国内のキャンプ旅⾏、８⽇間のハローキッズカナダへの旅⾏、学校でのスリープオーバー、
そしてスペリングコンテスト、ハロウィン、クリスマス、⼦供の⽇、七⼣、イースターなどのスペシャルイベントと、沢⼭の経験の
場を⽤意しています！教室の中、そしてこういったスペシャルイベントを通して、英語と触れ合うことは、学びたいという気持ちを
強め、⼦供たちにインスピレーションを与えます！
ケンブリッジ国際児童英検をお勧めしているハローキッズでは、6歳〜10歳の⽣徒たちは、この年に⼀度の、国際的に認められた試
験を（ハローキッズの教室にて！）受けることができます。そして、80〜90％というハローキッズの⽣徒たちの⾼いスコアは、愛
情に満ちた楽しい環境の中で、しっかりしたカリキュラムに基づき、時間をかけて、学んでいくことが、⼦供たちの潜在能⼒を引出
し、発展へと導くことが出来ることを証明しています！
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プリスクールから⼩学⽣のアドバンスクラスまで、毎⽇、その⽇の1つのテーマに基づき、豊かな経験と充実した内容となるよう、
参加する⽣徒たちにぴったりのカスタマイズしたレッスンを提供することを重視しております。

Initial Classes and Schedule from January 2019!
2019年1⽉からのクラスやスケジュールについて！
1. All day Tuesdayʼs:
Preschool and Kindergarten students 10-230pm
(2-6 years old)
Afternoon class 3-6pm, 3-440pm or 420-6pm
(3-10 years old)
2. All day Fridayʼs:
Preschool and Kindergarten students 10-230pm
(2-6 years old)
Afternoon class 3-6pm, 3-440pm or 420-6pm
(3-10 years old)

1. ⽕曜⽇終⽇：
◆プリスクールとキンダーガーテンクラス（2歳〜6歳対象）
午前10：00〜午後2：30
◆アフタヌーンクラス（3歳〜10歳対象）
午後3：00〜6：00
午後3：00〜4：40
午後4：20〜6：00
◆フルディクラス

3. Saturday morning class:
9-12pm
(3-7 years old)

2. ⾦曜⽇終⽇：
◆プリスクールとキンダーガーテンクラス（2歳〜6歳対象）
午前10：00〜午後2：30
◆アフタヌーンクラス（3歳〜10歳対象）
午後3：00〜6：00
午後3：00〜4：40
午後4：20〜6：00
◆フルディクラス

We hope to see you soon!
The Hello Kids Team

3. ⼟曜⽇モーニングクラス：
午前9：00〜午後12：00（3歳〜7歳対象）
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