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ブレス牧の原園

BLESS International
School 焼山園Non Regular course

Regular course

入会金・・・・・・¥0
①10:00～14:30 一般クラス
②  9:30～15:00 インタークラス
各¥7,000（税別）

入会金・・・・・・¥20,000（税別）
9:30～14:45

¥20,000（税別）

Non Regular course
入会金・・・・・・¥0
1日・・・・・・・・・・¥4,500（税別）

Regular course
入会金・・・・・・¥20,000（税別）
　　　　　（片親制度：入会金無料）
お月謝 ¥9,800（税別）

お月謝

Saturday School

After School 
15:30～18:30

After School & Saturday School 

名古屋市名東区牧の原2-803-1
Tel&Fax 052-705-0203

ブレス牧の原園
名古屋市天白区焼山1-306
Tel&Fax 052-715-9870

BLESS International School 焼山園

Listening
All Englishで
英語耳を養う♪

Playing
CookingやGameの
時間もAll Englishで
楽しく♪

Writing
書く力を身に付けると
読む・話す能力がグンと
UPします！

Speaking
コミュニケーション
能力がUP⬆
世界中に友達を作ろう♪

Speech lesson Computer Experiment Cooking Idiom Craft

BLESS 
International

School

TEL 052-715-9870

TEL 052-715-9870

一般社団法人
ブレス

株式会社BLESS
インターナショナル
●名古屋市小規模保育
●留学支援
●インド式計算教室
●プログラミング・ロボット教室
●ピアノ教室
●体操教室
●英検・TOEIC対策講座
●国内キャンプ
●リトルプレジデント
●サマースクール 等

●保育
　（インターナショナルスクール）

主な進学先
●ICAN
●AIS
●NIS
●BIS

●愛知教育大学附属名古屋小学校
●南山大学附属小学校
●南山国際中学校
●同志社国際学院 小等部
●立教英国学院中学校
●加藤学園暁秀初等学校　等

BLESS
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ブレス牧の原園

TEL 052-705-0203 TEL 052-715-9870
開園時間 AM7:30-PM6:30

0～3歳児対象（未就園児）

名古屋市認可小規模保育園

　企業主導型保育園「BLESS International School 焼山園」です。
園内はAll Englishなので、日常で使う英語が自然に身につきます。卒園後もアフタースクー
ルやサタデースクールで英語をサポートし、BLESSの留学制度を使ってグローバルな人材
育成を行っています。
　さらに、子どもの無限の可能性を引き出すために、英語以外にも専任講師によるインド式
計算、体操教室、中国語など、様々な時間を設けています。
　一日のスケジュールや料金は別紙をご参照ください。

BLESS International School 焼山園 Study Abroad Program
語学留学制度

1日の様子

7:30 登園
自由遊び・リトミック・英語歌・
読み聞かせ

14:30～ 午後の活動
●ダンス　　　●マット運動
●鉄棒　　　　●クラフト　
●粘土あそび　●お絵かき
●園庭遊び　　●多文化行事 等

9:00～ 朝のおやつ・外の活動・お散歩

12:00～ お昼寝

16:30～ 自由遊び
順次帰宅

11:30～ お昼ごはん

公立保育園と同じメニューを
園内調理♪

●UCLA
●UC Berkly
●Yale University 等

小学生留学
主にサマースクール等1～2週間から楽しみながら
外国文化に触れあっていきます。

スクール一覧
●Choate Rosemary School
●Deerfield Academy
●XUK 等

高校生・大学生留学
現地の学校に通い、文化の違いを受け入れる大きな
心や世界に目を向ける広い視野を養います。

スクール一覧

中学生留学
グループツアーや学校訪問を通じて異文化交流を
しながら、世界中にお友達を作りましょう♪

スクール一覧
●Scarborough
●University of Tronto
●Oxford International Study Center  等

 Bless International School promotes International Education with good 

standards,recognized and acceptable curriculum which encompasses a 

wide variety of formats.

 Our school follows national and international curriculum, with emphasis 

placed on International Education.

 Addionally, our school is growing rapidly and hope you will be among the 

growth.

 Your chidren are safe with us we strive to impact English education.Kids 

from ages 0-5 years old are welcome. Our school prepares your child to 

be outstanding,prepared for further study and work and also to develop a 

better range of skills suchastime management,critical analysis and 

independent thinking.

主な滞在方法

詳細、料金などお気軽にお問合せ下さい。 TEL 052-715-9870

ホームステイ
●現地の生活を体験できる
●留学が初めてでもファミリーが助けてくれる
●費用が安い
●ステイ先のルールを守らないといけない

寮
●通学が便利
●同年代の多文化の友達がたくさんできる
●相部屋になったり、空きが無い場合がある

English体操教室インド式計算
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