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★ 一斉クラス  Star Power Plant Regular (SPPR)
小学部 小学1～3年生

日本国内のカリキュラムに沿って進めます。基礎学力を十分に養い帰国の時期を問わず
日本での学習内容を十分に理解できることを目的とします。
ノートの取り方や家庭学習の方法、話の聞き方など学習に対する基本姿勢を身につけます。

★科目 こくご ★教材 こくご　　ほーぷ国語
さんすう さんすう　ほーぷ算数
えいご えいご　　OPEN SESAME漢字ドリル、計算ドリルなど

小学4年生 小学5年生 小学6年生
中学受験をする、しないにかかわらず、小学校範囲の基礎知識から標準問題、発展まで各々
のレベルに合わせて学習します。
学習に取り組む目的、意義を明確にしながら家庭学習の方法およびノートの取り方から
授業態度における注意点などわかりやすく指導します。
中学、高校のことも視野に入れ、必要な部分、考え方をしっかり網羅した授業を展開します。

★科目 国語 ★教材 国語 新小学問題集 ピラミッド
算数 算数 新小学問題集 ピラミッド
英語 英語 新中学問題集 OPEN SESAME

理科/社会 理科 新小学問題集 ピラミッド
社会 新小学問題集 ピラミッド
漢字ドリル、計算ドリルなど

中学部 中学1年生 中学2年生 中学3年生

真の国語力、数学力、英語力を身につけることを目的とします。
自立学習を目指し、家庭学習の意義や文献（辞書）を調べる方法などを指導します。
１月から５月の前期においては基礎学力の定着のコツ、ものの考え方。
８月から１２月の後期においては受験のテクニックおよび次学年の準備など使えるプロセスを
一挙公開します。

★科目 国語 ★教材 国語 新中学問題集　新標準問題集
数学 数学 新中学問題集　新標準問題集
英語 英語 新中学問題集　新標準問題集
理科 理科 新中学問題集　新標準問題集
社会 社会 新中学問題集　新標準問題集

漢字ドリル、計算ドリルなど

高等部 高校１年～高校3年生

基礎力を身につけることを目的とします。これまで学習した内容において基礎力の徹底をはかり
自由自在に応用できるまで完成させます。

★科目 英語 ★教材 英語 高校英語シリウス21シリーズ　Ⅰ～Ⅳ
数学 数学 高校数学シリウス21シリーズ　数学Ⅰ　数学Ⅱ 他

国語 現代国語  古文　漢文



★ SPPRの特徴

1 　カリキュラムに沿って授業が展開されていくので進度のペースメーカーになる。
2 　一斉授業なので自分が思いもよらなかった疑問、質問に気づく。
3 　隣の生徒がライバルになる。競争心をかきたてられる。
4 　たくさんのお友達とともに学習できる。協力する心を養う。
5 　いろいろな教科を受講することができる。
6 　各種チェックテストで、理解度を確認できる。

★SPPR月謝一覧★
（講師1人VS生徒3人から6人まで） 1コマ50分 Since APR 2013

実施クラスが3人に満たない場合は月額20ドルを上乗せいたします。
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★ SPP TUTOR(個別指導)コース　SPPT

SPP TUTOR はオーダーメイドの個別指導コースです。
さまざまなご要望に応じてSPP スタッフがカリキュラムを作成します。
生徒数の上限は２名ですが、１対１の完全個別も可能です。

★科目 ★時間
中学、高校受験対策 1セッション50分および80分授業
現地校補習
日本語作文、小論文 ★曜日 時間
英語ESSAY 担当講師との調整による
英検対策
統一テスト（SAT, TOEFL）対策
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★ SPP LANGUAGEコース　SPPL

(英会話、日本語、ビジネス英会話)

SPP LANGUAGE はオーダーメイドの言語コースです。
さまざまなご要望に応じてSPP スタッフがカリキュラムを作成します。
国際的な現在、第二外国語を身につけることは必須となってきています。

★言語の種類 ★時間
英語（文法、会話） 1セッション50分および80分授業
日本語（文法、会話）
ビジネス英語（文法、会話） ★曜日 時間
その他の言語 担当講師との調整による

★SPPL月謝一覧★
1コマ50分 Since APR 2013

（講師1人VS生徒2人）
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★ SPP SUNSHINE CLUB　SPPS

幼児英語、日本語学習クラス

３歳から５歳　小学校就学前の幼児を対象に基本的な英語、日本語を学習するクラスです。
言葉を話し始めるこの時期に、文法的、発音的に言語を学習することによって小学校入学を
スムーズにはじめることと、日常会話を身に着けることを目的とします。
クラス開催は１クラス6名です。

★言語の種類 ★時間
英語（文法、会話） 1セッション50分授業
日本語（文法、会話）

★曜日 時間
担当講師との調整による

★SPPS月謝一覧★

1コマ50分 Since APR 2013

実施クラスが3人に満たない場合は月額20ドルを上乗せいたします。
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★ SPP ESSAY CHAMP　SEC

日本語　英語　作文・小論文添削システム

帰国子女を対象とした学校では入学試験の方法として作文、小論文などの課題が課されること
が多くなってきました。
テキストの上で学ぶこと以外にも自治問題やさまざまな生活における問題を迅速に捉え、個々の
意見として文章にまとめる訓練をします。

★言語の種類 ★方法
英語 ひと月に４題出題されます。
日本語 ご自宅で空いた時間を利用して文章にまとめてください。

担当講師が丁寧に添削し、返却します。

★SEC月謝一覧★
Since AUG 2010
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★ SPP COMPANY SUPPORTコース　SPPC

(言語出張サービス  コンサルタント業務)

SPP COM-SUPPORT  は企業対象のサービスです。
SPP スタッフが御社まで伺い言語（英会話、日本語会話）指導ならびに通訳業務をさせて
いただきます。
社内のコミュニケーション向上にお役立てください。

★言語の種類 ★時間
英語（文法、会話） 1セッション50分
日本語（文法、会話）
ビジネス英語（文法、会話） ★曜日 時間
その他の言語 担当講師との調整による

★SPPC詳細
Since JAN 2007

      初会費
     契約期間 12回プログラム

自己紹介ができる

場所、事象などの短い質問および返答

単数、複数のちがいの理解

生活における身近な出来事

時間の表現　など

24回プログラム
12回プログラムの内容

ビジネスにおける自己紹介

ビジネスシーンの詳細説明　ルーティーン、日常生活

自社の履歴説明

電話での対応

E-mail作成法　など

費用につきましては御社のロケーション、時間帯などにより異なりますのでお気軽にお問い合わせください。

 3ヶ月コース

$100.00

 3ヶ月コース



★ 2014年度年間予定表
*日程、内容は変更されることがありますのでご了承ください。

JAN

1/6 Mon Star Power Plant Regular Class前期日程スタート
1/20 Mon Martin Luther King, Jr (SPP クラスあり）

FEB

2/17 Mon President Day (SPPクラスあり）
MAR

3/21 Fri LEX Confirence Day (SPPクラスあり）
APR

M-F Spring Break Spring Seminar

4/25 Fri LEX Confirence Day (SPPクラスあり）

MAY

5/20 Tue LEX Confirence Day (SPPクラスあり）

5/26 Mon Memorial Day SPP 休講

5/28 Wed Last day of Lex school

5/30 Fri SPP Last Day

Summer Term
JUNE

6/2～6/6 M-F 夏期セミナーVOL1

6/9～6/13 M-F 夏期セミナーVOL2

6/16～6/20 M-F 夏期セミナーVOL3

6/23～6/27 M-F 夏期セミナーVOL4

JULY

6/30～7/4 M-F 夏期セミナーVOL5

7/7～7/11 M-F 夏期セミナーVOL6

7/14～7/18 M-F 夏期セミナーVOL7

7/21～7/25 M-F 夏期セミナーVOL8

7/28～8/1 M-F 夏期セミナーVOL9

8/4～8/8 M-F 夏期セミナーVOL10

AUG

8/11 Mon Star Power Plant Regular Class後期日程スタート

8/13 Wed Lex Public school Starts

8/22 Fri Record Day（SPPクラスあり）
SEP

9/1 Mon Labor Day SPP休講

OCT 10/2 Thu Record Day（SPPクラスあり）

10/3 Fri No Public School（SPPクラスあり）
NOV

11/4 Tue Election Day(SPP クラスあり）

11/26 Wed The Day Before Thanksgiving　SPP休講

11/27 Thu Thanksgiving Day　SPP休講

11/28 Fri The Day After Thanksgiving　SPP休講

DEC

12/19 Fri FCPS/SPP last Day

12/22-1/2 Winter Break / Winter Seminar

3/31~4/4



　　　2014年度　費用に関する諸規定
2014.1.1～2014.12.31 STAR POWER PLANT

   ★  学      　期 1年を以下のように2つの期間に分けます。
前期：1月～5月　夏期：6月7月　後期：8月～12月

   ★  入   会   金 ＄50.00　/新規につき　1家族あたり

   ★  月          謝 前期は5ヶ月で19週、後期は5ヶ月で19週あるものとします。
前期費用もしくは、後期費用を一括納入される場合は月謝の合計より10％
免除いたします。理由の如何に問わず、返金はいたしません。

   ★  諸      　費 月謝に含むものとします。
保険代、プリント代、通信費、光熱費の費用が含まれます。

   ★  教   材   費 各学年、各教科に伴いご購入ください。（別紙）

   ★  途 中 入 会 学期の途中での入会の場合、受講クラスのみの課金になります。

   ★  クラス設定 SPPR ひとクラスあたり3人～10人　
クラス人数が3人に満たない場合は月額20ドル追加いたします。

SPPT ひとクラスあたり1，2人 個別料金が適用されます。

   ★  欠　       席 基本的に、理由の如何に問わず、欠席に関する返金はいたしません。
また、欠席に伴う代講は実施されませんのでご了承ください。

   ★  キャンセル クラスがスクール（または講師）の都合によりキャンセルされる場合は全額
翌月の月謝より差し引いて返金いたします。

   ★  退　       会 2週間前までに所定の用紙に記入し、退会希望の旨申し出てください。
理由の如何に問わず、納入後の返金はいたしません。ご了承ください。

   ★  休　       会 2週間前までに所定の用紙に記入し、休会希望の旨申し出てください。
最長6ヶ月としその後は退会扱いになります。休会中の月謝はもちろん全額
免除です。

★学費のお支払い 毎月、月初に送付いたします明細書とPersonal Checkを返送ください。

Personal Checkのあて先Star Power Plant
Check 郵送先 570　Delzan Place Suite34 Lexington, KY 40503

          *お問い合わせはお気軽に下記まで！

        Star Power Plant,LLC
　　570　Delzan Place Suite34       Lexington,　KY　40503

Tel#859-825-8108　Fax#859-231-6005　E-mail:starpowerplant@hotmail.com



諸注意
★保護者の皆様へ★

（1） 授業は基本的に用意されたテキストおよびプリントによって進められます。
<ご家庭で用意して頂くもの>

ノート（ルーズリーフおよびバインダー）
鉛筆（シャープペンシル）
赤ペン
定規などまた、クラスによっては各種辞書、コンパス、地図帳など持参して頂くことが
あります。
個別指導SPPTでは、日ごろ学校やご家庭で使用している参考書および問題集で学習する
ことも可能です。

（2） 授業を欠席する場合はできる限り早めにご連絡ください。

（3） 月謝は基本的にひとつき４週にて計算いたします。

（4） ハリケーン雪などの自然災害の場合は、生徒の安全を考え休講にする場合があります。
その補講日は追ってご連絡いたします。

（5） 一時帰国や旅行などで長期にわたって欠席する場合は、事前にご連絡ください。

（6） 原則として毎回宿題を与えます。
現地校の状況を把握し負担を軽減するような工夫はしておりますが、万が一こなしきれ
ない場合は担当講師までご連絡ください。

（7） お昼時間をはさんで授業を受ける場合、外出は禁止します。
昼食を持参してください。

（8） やむを得ず外出をしなくてはならない場合は担当講師に了解をとる旨、指導してください。

（9） 送り迎えの際は必ず校舎までの到着、出発をご確認ください。

★生徒の皆さんへ★
（1） 授業中にガムやあめなどを食べることは禁止します。

（2） 休み時間におやつを取ることはありますが、ごみは必ず所定の位置に捨てるようにしましょう。

（3） 教室はきれいに使いましょう。落書きをしたり汚してはいけません。

（4） 荷物は前日に確認するようにし、忘れ物がないようにしましょう。

（5） 教室の内外ではふざけて暴れないようにしましょう。

（6） やむを得ず外出する場合は、必ず講師の許可をとり、戻ってきた場合はその旨伝えてください。

（7） 駐車場および外でお迎えを待つのは極力避けてください。


