
さくら学園クラス編成　（2018年8月13日より2019年6月9日まで）

u　主要言語が日本語の生徒対象の週２回クラス

クラス 対象 スケジュール

ぷりつぼみA Pre-school （火・木） 10:15AM－12:15PM
ぷりつぼみB Pre-school （火・木） 10:15AM－12:15PM

つぼみA Pre-school （火・木） 10:30AM－12:30PM
つぼみB Pre-school （火・木） 　1:00－3:00PM

さくらんぼA Pre-K & Kinder （月・水） 　1:30－3:30PM
さくらんぼB Pre-K & Kinder （火・木） 　1:30－3:30PM
さくらんぼC Pre-K & Kinder （火・木） 　4:00－6:00PM

ぷりわかばA 小１準備 （月・水） 　4:00－6:00PM
ぷりわかばB 小１準備 （火・木） 　4:00－6:00PM

わかば　小１A 小１レベル （月・水） 　4:00－6:00PM
わかば　小１B 小１レベル （火・木） 　4:00－6:00PM
わかば　小２A 小２レベル （月・水） 　4:00－6:00PM
わかば　小２B 小２レベル （火・木） 　4:00－6:00PM
わかば　小３ 小３レベル （火・木） 　4:00－6:00PM
わかば　小４　 基礎/応用 小４レベル （月・水） 　4:00－6:00PM
わかば　小5A　基礎/応用 小５レベル （月・水） 　4:00－6:00PM
わかば　小5B　基礎/応用 小５レベル （火・木） 　4:00－6:00PM
わかば　小6　  基礎/応用 小６レベル （月・水） 　4:00－6:00PM

わかば　中１　  基礎/応用 中１レベル （火・木） 　4:00－6:00PM

u　主要言語が日本語の生徒対象の週１回クラス

クラス 対象 スケジュール

めばえA 1.5-２歳児 （金） 10:00AM－12:00PM
めばえB 1.5-２歳児 （金） 10:00AM－12:00PM

もも  2/3合同 Pre, Pre-K & Kinder （土） 　1:15－3:15PM

ひまわり１ 小１レベル （土） 　1:15－3:15PM
ひまわり２ 小２レベル （土） 　9:45－11:45AM
ひまわり３A 小３レベル （土） 　9:45－11:45AM
ひまわり３B 小３レベル （土）   1:15－3:15PM
ひまわり４ 小４レベル （土）   1:15－3:15PM
ひまわり5 小5レベル （土）   9:45－11:45AM



ひまわり中学１ 中１レベル （金）   4:00－6:00PM
ひまわり総合科 中２レベル （土）   9:45－11:45AM

わかば　中２　  応用 中２レベル （水） 　4:00－6:00PM

まるごと１ Grade1-5 （土） 　1:15－3:15PM
まるごと２ Grade3-６ （火） 　4:00－6:00PM

AP準備 8-12th Grade （火）   6:30－7:30PM
わかば総合科 高校生 （木）   6:15－7:15PM

u　主要言語が日本語でない生徒対象のクラス

クラス 対象 スケジュール

パンジー１ ３-４歳児 （月・水） 10:30AM－12:30PM
チェリー１ ３-４歳児 （土） 　9:45－11:45AM
チェリー2A Pre-School （土） 　1:15－3:15PM
チェリー2B Pre-School （土） 　3:30－5:30PM

デイジー１A Grade 1-2 （土） 　1:15－3:15PM
デイジー１B Grade 1-2 （日） 10:00AM－12:00PM
デイジー２A Grade ２-３ （土） 　9:45－11:45AM
デイジー２B Grade ２-３ （土） 　1:15－3:15PM
デイジー２C Grade ２-３ （日） 10:00AM－12:00PM
デイジー３ Grade ３-４ （土） 　9:45－11:45AM
デイジー４ Grade ４-５ （土） 　1:15－3:15PM

ポピー１ Grade 5-6 （土） 　9:45－11:45AM
もみじ１ Grade 6-8 （土） 　3:30－5:30PM
もみじ2A Grade 6-8 （水） 　4:00－6:00PM
もみじ2B Grade 6-8 （土） 　9:45－11:45AM
もみじ３ Grade 8-10 （水） 　4:00－6:00PM

かえで1 Grade 6-12 （金） 　6:00－8:00PM
かえで２ Grade 9-12 （金） 　5:30－7:30PM
アダルト （木） 　6:15－8:15PM

AP準備 Grade 8-12 （火）   6:15－7:15PM

u　親子教室（８週間単位のセッション制）

クラス 対象 スケジュール

親子教室 １-３歳の子供１人
＋親１人

（日） 12:30－1:30PM

（月） 　9:30－10:30AM



u　そろばんクラス

クラス 対象 スケジュール

キッズそろばん 4-5歳児対象 （金） 　1:00－2:00PM

そろばん ５歳以上 （火） 　6:15－7:15PM
（週２回選択可能） （水） 　6:15－7:15PM

（木） 　4:00－5:00PM
（金） 　4:00－5:00PM
（土） 12:00－1:00PM
（土） 　3:30－4:30PM

u　かきかた教室　（セッション制）

クラス スケジュール

ひらがなの かきかた教室 ５歳児以上 （金） 　4:00－5:00PM

u　個人および出張レッスン
お問い合わせください。
クラス・スケジュールはご希望の曜日・時間に合わせます。

v　クラス・スケジュールは変更になることがあります。

Sakura Gakuen
　　as of  9/25/2018


