
 

 

 

     【日中のクラス】 

内容 クラス名 レベル、対象年齢 日時 コース料金 

日本語 

プレクラス 
日本語ゼロ初級～初級レベルで、おおむね

11 歳以上の子どもを対象としたクラスです 

月曜日～金曜日 

9 時 15 分～12 時 35 分（45 分×4） 

13 時 45 分～15 時 20 分（45 分×2） 

*NICO は午後の後半 2 コマがオプション 

全 20 回 

42,000 円 

NICO PRE 
全 20 回            80 コマ 12,000 円 

120 コマ 18,000 円 

ブリッジクラス 「プレクラス」修了程度の日本語レベルで、お

おむね 11 歳以上の子どもを対象としたクラ

スです 

月曜日～金曜日 

9 時 15 分～12 時 35 分（45 分×4） 

13 時 45 分～15 時 20 分（45 分×2） 

*NICO は午後の後半 2 コマがオプション 

全 20 回 

42,000 円 

NICO BRIDGE 
全 20 回             80 コマ 12,000 円 

120 コマ 18,000 円 

教材費（プレクラス／ブリッジクラスのいずれか受講開始時に 1 回のみのお支払い。コピー代含む） 8,000 円 

ジャンプクラス 
日本語初中級(ブリッジクラス修了)程度の

おおむね11歳以上を対象としたクラスです。 

＊キャッチアップクラスとの同時受講が可能で

す。 

火曜日・木曜日 

11 時 00 分～17 時 10 分（45 分×6） 

全 8 回 

16,800 円 

NICO JUMP 
全 8 回               48 コマ 7,200 円 

 

教材費（受講開始時に 1 回のみのお支払い。コピー代含む） 2,000 円 

高校進学支援 

教科キャッチアップクラス 
「ブリッジクラス」修了程度の日本語レベル

で、高校進学を目指す中学 3 年生相当以

上の子ども・若者 

＊ジャンプクラスとの同時受講が可能です。 

月曜日・水曜日・金曜日 

11 時 00 分～17 時 10 分（45 分×6） 

全 12 回 

18,000 円 

NICO Catch Up 
全 12 回 

10,800 円 

高校進学準備 

プレップクラス 
「ジャンプクラス」修了程度の日本語レベル

で、高校進学を目指す中学 3 年生相当以

上の子ども・若者 

月曜日～金曜日 

11 時 00 分～17 時 10 分（45 分×6） 

週 3 回～受講ができます。 

年間 200 回 

（1200 コマ、週 5 回利用の場合） 

300,000 円 

＊支払いは 10 分割まで可能 

NICO PREP 

月曜日～金曜日 

11 時 00 分～12 時 35 分（45 分×2） 

13 時 45 分～17 時 10 分（45 分×4） 

＊NICO は前半の 2 コマはオプション 

年間 200 回      800 コマ 120,000 円 

             1200 コマ 180,000 円 

＊支払いは 10 分割まで可能 

教材費（キャッチアップクラス／プレップクラスのいずれか受講開始時に 1 回のみのお支払い。コピー代含む） 10,000 円 

 

      *夏期講習（8 月）、冬期講習（12 月）、直前講習（2 月）があります。週 4 回以上利用の場合、講習受講料は通常受講料に含まれますが、 

週 3 回利用の場合、別途講習費（1 回 2,000 円）がかかります。 

    ＊キャッチアップクラスとジャンプクラスを同時受講の場合→【受講料 30,000 円＋教材費 12,000 円＝42,000 円】となり、単独受講より 4,800 円割引きです。 

中学 3 年生、高校進学希望者向けプログラム ＊入学金【5,000 円】（入所時 1 回のみ）                               〔日本語〕 



開始日 Term begins 終了日 Term ends お支払い期日

Term1 5月7日 7-May 6月1日 1-Jun 4月30日

Term2 6月4日 4-Jun 6月29日 29-Jun 5月31日

Term3 7月2日 2-Jul 7月30日 30-Jul 6月30日

Term4 8月20日 20-Aug 9月14日 14-Sep 8月31日

Term5 9月19日 19-Sep 10月18日 18-Oct 9月28日

Term6 10月19日 19-Oct 11月15日 15-Nov 10月31日

Term7 11月16日 16-Nov 12月14日 14-Dec 11月30日

Term8 12月17日 17-Dec 1月28日 28-Jan 12月21日

Term9 1月29日 29-Jan 2月26日 26-Feb 1月31日

Term10 2月27日 27-Feb 3月28日 28-Mar 2月28日

21-Dec

31-Jan

28-Feb

30-Jun

31-Aug

28-Sep

31-Oct

30-Nov

2017年度　YSCグローバル・スクール ターム期間／お支払い日について　

Fee payment due

dates
備考 Note

いつから
Itsukara

いつまで
Itsumade

いつまでに　お金を　払いますか
Itsumade ni okane o harai masuka

きをつけてください
Kiwo tsukete kudasai

  NOTE

30-Apr
＊クラス開始日までにお支払いください。（事前納入）

＊Tuition fee should be paid before the class starts

*勉強が始まる日　までに　お金　を　払ってください。

＊ benkyou ga hajimaru hi made ni okane o haratte

kudasai

＊分割、奨学金をご希望の場合は、コーディネーターとご相談くだ

さい。

＊If you would like an installment payment plan or a

scholarship,please talk to the coordinator

＊お金　が　ありません　→　コーディネーター　の　先生　に

言ってください。

＊Okane ga arimasen →　Coordinator no sensei ni itte

kudasai

31-May

 

 

【放課後のクラス】 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

*夏期講習（8 月）、冬期講習（12 月）、直前講習（2 月）があります。週 4 回以上利用の場合、講習受講料は通常受講料に含まれますが、 

週 1 回～週 3 回利用の場合、別途講習費（1 回 2,000 円）がかかります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内容 クラス名 レベル、対象年齢 日時 コース料金 

高校進学支援 

高校進学準備 

プレップアフタースクール 

・高校進学を目指す中学 3 年生相当以上

の子ども・若者 

月曜日～金曜日 

17 時 20 分～19 時 45 分（45 分×3） 

*長期休み期間中、高校進学準備プレップクラスを無料で

利用可能。 

＊週 1 回～週 2 回の利用の場合、進路相談や進学サポ

ート（受験・高校入学書類の準備支援など）に対応でき

ない場合があります。 

１ターム（20 回）あたりの利用回数 

12 回：18,000 円 

16 回：19,200 円 

20 回：24,000 円 

NICO PREP  

AFTER SCHOOL  

１ターム（20 回）あたりの利用回数 

12 回：5,400 円 

16 回：7,200 円 

20 回：9,000 円 

 

教材費（コピー代含む） 

*5 教科テキストをそれぞれ１～２冊ずつ配布します。 

＊週 1～週 2 回利用の場合、受講科目テキストのみを配布。 

2,000 円～10,000 円 


