
50％OFF!
12月末まで入会金

無料トライアルレッスン!

★こちらのチラシを持参いただくと
特典がいっぱいです！

丸ノ内線
茗荷谷駅

4月からの
新校舎！

現在の校舎は
4月からは駐車場＆

アクティビティエリアに！

ハローキッズ インターナショナルスクール

Welcome to Hello Kids International School!

We are Hello Kids International School! Since 2009 here in 

Bunkyo, we have created successful, internationally minded learners 

that have been able to interact with and embrace the English 

language through our unique thematic-teaching style and range of 

truly one of a kind excursions such as Japan-camping trips, trips to 

Canada, themed-events and so much more! We focus on 

understanding the WHY behind everything we do, thereby creating 

inspired thinkers! Working with children from 1.5-11 years old, we 

provide a fun, loving, passionate and focused environment for every 

child to truly enjoy each day with us. It doesn’t feel like learning 

when you are challenging yourself and having a great time with 

friends - both classmates and teachers alike! We are Hello Kids 

International School! Please come and see us! 

We are Hello Kids International School!!

こんにちは。ハローキッズインターナショナルスクールよりご挨拶です！2009年より、ここ文京区でユニーク

なテーマベースの教育方法や他にはないカナダ旅行や国内キャンプ旅行や、様々なテーマのイベントなどを通して、

英語を楽しみ、英語でやりとりすることのできる国際的なマインドの素晴らしい生徒たちを育てて参りました！

全てのものごとの背後にある「WHY」についての理解を高めることにフォーカスすることで、生徒の想像力を

広げ学びたいという意欲を引き出します！

学校では1.5歳～11歳までの生徒たちが楽しく、愛情に溢れ、集中できる環境で学びます。大好きな友達でもある

先生やクラスメートと素敵な時間を過ごしながら、常に新しいことにチャレンジしていきますので、勉強している

感覚のない中で、様々なことを習得していくことができます。そんな環境がハローキッズインターナショナル

スクールです！ご見学にいらしてください！

Contact us!
NEW!  〒112-0002 文京区小石川5丁目25-10 5-25-10 Koishikawa Bunkyo-ku

www.hkis.jp               (03)5842-5811

Tel: 03-5842-5811  ✉ hk.international.adm@gmail.com

hellokids.intl



クラス紹介＆お月謝について
◆Preschool / Kindergarten Class

Weekdays 10:00am ～ 2:30pm  (1歳半 ～ 6歳対象)
◆Full Day Class

Weekdays 10:00am ～ 6:00pm (3歳 ～ 6歳対象)
◆Short Full Day Class

Weekdays 10:00am ～ 4:40pm (3歳 ～ 6歳対象)
◆Afternoon Class

Weekdays 3:00pm ～ 6:00pm  (3歳 ～ 11歳対象)
◆Short Afternoon Class (3歳 ～ 11歳対象)

Weekdays 3:00pm ～ 4:40pm / 4:20pm ～ 6:00pm
◆Saturday Morning Class

9:00pm ～ 12:00pm or 1:00pm  (3歳 ～ 11歳対象)
◆Saturday Afternoon Class NEW!

1:00pm ～ 4:00pm  (3歳 ～ 11歳対象)

例)週2回 Preschool / Kindergarten Class … 44,100円
週5回 Preschool / Kindergarten Class … 95,000円
週2回 Afternoon Class ・・・ 41,900円
(小学生は週1回から参加可能 21,000円)
Saturday Class (～12:00pm / afternoon) … 21,000円

ハローキッズ インターナショナルスクール

Welcome to Hello Kids International School!

Class and Special Information

From April, we moved into our new 4-floor facility 
specifically created for our school! With specially 
designed themed learning areas, a sports floor and 
new library full of books that will excite the 
imagination (as well as much more!), please join us 
for our open house on Saturday November 28th

from 1:00pm to see for yourself how truly special 
and unique this facility really is!

“Building Open House”

11/28(土) 1:00pm ～ 開催!

４月から学校が４階建ての施設へ移転しました！

テーマごとにスペシャルデザインが施された学習

エリアにスポーツフロア、想像力を掻き立てる本

でいっぱいの新しい図書館、その他にも色々…！

11/28(土)午後１時より、オープンハウスを開催い

たします。ユニークで特別なこの学校をより知っ

て頂けます！その前にも見学が可能ですので希望

の場合はご連絡ください！

★ 詳細はホームページを参照!★
★Please visit our homepage for more details!★

Shokubutsuen

Gokokuji

Korakuen

Tokyo Unv.

Myogadani

Edogawabashi

Honkomagome

Kasuga

Sendagi

Nezu

Rikugien

We’re HERE!

Bunkyo

スクールバス送迎サービスが充実！
From April we added a second bus to our family! With 2 
buses, we are excited to fill any request, whether it be 
from your elementary, kindergarten, nursery or home! The 
cost is only 400yen one-way!

４月には２台目のスクールバス

がやってきした！文京エリアの

小学校、幼稚園や保育園、そし

てご自宅と、より皆さまのリク

エストにお応えできることを楽

しみにしております！

片道400円!

Christmas Party!

クリスパーティのお知らせ！

ぜひ12月19日（土）1時15分-2時に行われる

スペシャルイベントにご参加ください！

Please join us for a very special Christmas

party to be held on Saturday, 

December 19th from 115pm-2pm!


