Tokyo West International School – Kindergarten division
Now accepting applications for School Year 2016-2017
Facilities: our Hachioji campus is immersed in nature. Our Kindergarten facilities include one
classroom per grade level (K3, K4 and K5), a dedicated playground and sand pit. We also have an
indoor gym, artificial grass sports ground and music room shared with our Elementary division; a
simple swimming pool will also be provided on our wooden deck during summer months.
Curriculum: lessons at Tokyo West are based on the American Standard Curriculum and IPC
(International Primary Curriculum). In particular, we focus on the five areas of languages (English
and Japanese), mathematics, physical education, music and presentation skills. Another important
focus at this stage is on the children’s growing independence in their daily life and on the
development of their social skills.
All lessons, with the exception of Japanese, are held in English.
Accreditation and student community: our school is accredited by AdvancED, the largest school
accreditation organization in the United States. More than one third of our students are native
English speakers, coming from the US and other English-speaking countries.
School lunch and health care: we provide warm, nutritionally balanced meals, carefully prepared
by our chef and nutritionist in the school cafeteria.
A school nurse is always available in our on-campus infirmary.
School bus: school bus lines run from JR Hachioji, Tama Center and Machida stations, as well as
Yokota air base. The buses to Tama Center and Machida are equipped with a DVD player and
screen, enabling the children to watch age-appropriate English programs and improve their listening
skills while having fun.
Orientation sessions: orientation meetings will be held from 10:30 to 11:30 on the following dates:
Wednesday, September 9th
Wednesday, September 16th
Wednesday, October 7th
Wednesday, October 14th

スクールバスで直接アクセス（八王子から 10 分、多摩センターから 40 分、町田から 60 分）

リゾートのようなキャンパスですごす
東京ウエストインターナショナルスクール付属幼稚部
2016 年度園児募集
キャンパス：周囲を緑地に囲まれた八王子キャンパスには、年少 K3・年中 K4・年長 K5
の３教室のほか、幼稚部専用の砂場とボールパークを完備。室内体操場、人工芝グラウン
ド、音楽室などは、小学部の施設を使用します。夏期は、ウッドデッキエリアに園児用の
簡易プールを設置しています。
カリキュラム：アメリカのスタンダードカリキュラムと IPC（国際初等教育カリキュラム）
に基づいて授業を行っています。特に、言語（英語・日本語）、算数、体育、音楽、プレゼ
ンテーションの５教科に重点を置いております。幼稚部では、これらの重点科目に加えて、
ライフスキルを重視し、日常生活において自主性を身に着けられるように工夫しています。
日本語の授業を除き、すべての授業は英語で行われます。
認定と園児国籍：本園はアメリカ合衆国最大の学校認定機関 AdvancED より国際学校とし
ての認定をいただいております。また、園児の 30%以上が USA をはじめ英語を母国語とす
る児童となるように配慮しております。
ランチと健康管理：調理師・栄養士が、バランスのとれたランチをキャンパス内カフェテ
リアで手作りしています。暖かくておいしいランチを提供できるよう心掛けております。
また、キャンパス内には健康管理室があり、スクールナースが常駐しています。
スクールバス：現在、JR 八王子駅、多摩センター駅、町田駅よりスクールバスが運行され
ております。多摩センターおよび町田ルートのバスには DVD スクリーンが設置され、通園
時間に毎日異なった児童向け英語プログラムを上演しており、楽しんでリスニング力の向
上ができます。
入園説明会： 10:30-11:30（以下の日程共通）で説明会を実施します。
第１回目 2015年 9月 9日（水）
第２回目 2015年 9月16日（水）
弟３回目 2015年10月 7日（水）
弟４回目 2015年10月14日（水）

