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Do you want to have a Fun English time for your child?  

This class is the perfect way to start building your child's English skills & social skills 
in a fun & stimulating atmosphere as your child’s first step. 

インターナショナル・プリスクールってどんなところ？ プリスクールに通わせたいけど、お子さんに合うかどうか心配されていません

か？ お好きなときにプリスクールへ参加して、お子さんの英語力や社会性の成長を確認できる 

ファーストステップ、トライアルクラスです

  

OPEN: Monday – Friday 月曜―金曜 

9 AM – 3PM  
Daycare available until 7PM 

午後 7 時までのデイケアが可能です。 

Age: 1 year to 3 years old 1～3 歳児 
 

Registration: 55,000 JPY 
(A-one time only, 10%tax included) 
Included General fee  NO Insurance   

55,000 円（入会時のみ/税込） 

             （維持費含む、但し保険は除く） 

Fee: 2,200JPY / hour (tax included)  

Available from 1 hour Includes Materials 

2,200 円（税込）1 時間 1 時間から可能 教材費込 
 

   Ticket System  チケット制 
22,000 JPY / 10 hours and 1 hours free trial   

22,000 円/10 時間＋1 時間の無料体験 
 

* Benefit:  

1. Join Sesame’s events  

2. Applies “Sesame Kids fee” for Sesame’s camps.  

＊特典 

１．スクール・イベントの参加 

２．サマー・ウィンター・スプリングスクールに 

参加の場合、セサミキッズの割引料金適用 
 

 

Sesame International Preschool 
〒150-0012 東京都渋谷区広尾 1-5-14  

Tel: 03-5485-1197   Email: open@sesame.tokyo  

Characteristics: 特徴 
1. Small class (limited 5 children per each age class) 

少人数制 （限定各クラス 5 名） 

2. Basic English with age appropriate hands-on activities 
年齢に応じたいろいろなアクティビティと使える英語 

3. Build up their social skills & motor skill 社会性・身体能力の発達 

Daily Schedule: 
8:45a.m.  ARRIVAL / FREE PLAY TIME （登校・フリープレイタイム）    

9:45a.m.  CIRCLE TIME（サークルタイム） 

10:00a.m.  SNACK / BATH ROOM（スナックタイム・トイレ） 

10:20a.m.  ACTIVITY TIME （アクティビティタイム） 

10:50a.m.  PARK TIME （お外遊び） 

11:40a.m.  LUNCH （ランチ） 

12:15p.m.  BATH ROOM / BRUSH TEETH（歯磨き・トイレ） 

12:30p.m.  NAP TIME （お昼寝） 

2:00p.m.  ACTIVUTY TIME （アクティビティタイム） 

2:30p.m.  SNACK TIME （スナックタイム・トイレ） 

2:50p.m.  AFTERNOON CIRCLE TIME（午後のサークルタイム） 

3:00p.m.  DISMISSAL（下校） 
 

How to make a reservation: 予約方法 

 電話（5485－1197）・Email (open@sesame.tokyo) 

* Please make a reservation 2 days ahead ご予約は、2 日前まで 

Cancellation policy:  
*Cancellation must be made by the day before 
*If you make a cancellation on that day, will be charged 50% of your reservation hour. 

キャンセルについて 

＊キャンセルをご希望の場合、必ず 1 日前までにご連絡ください。 

＊当日キャンセルの場合、ご予約時間分の 50％のキャンセル料がかかります 

Note:  
*Lunch starts from 11:40am every day 
*If you make a reservation during lunch time, please bring your lunch.  

Available to order school lunch (660 JPY per lunch) *Lunch menu will be given beforehand 

注意： 

各曜日ともランチは、11:40 からとなります（ランチをご持参ください。） 

当校のスクールランチの注文も可能です。(ランチ代/１食 660 円) 

＊各月毎のランチメニューは、事前にお渡しします。 
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