
 

Speaking                            Listening 

LEVEL 1 

Cannot make basic, complete sentences 

 

Only understands a few words 

LEVEL 2 

Can make a basic, simple sentence 

 

 

Can understand adjectives and descriptions 

LEVEL 3 

Can have a basic conversation with an American 

 

 

Can understand the main idea of a conversation 

LEVEL 4 

Can express opinions and feelings 

 

Can understand & participate in conversations 

about other’s opinions and feelings 

LEVEL 5 

Can participate in discussions on most topics 

and is comfortable in “English-only” situations 

 

 

Can participate in discussions on most topics 

and is comfortable in “English-only” situations 

 

* If you have questions about your level please ask us for assistance. 
 

 

Childcare is available for children 5 years old and younger who will  

regularly be using childcare. 

 

All children 6 weeks old and up must use child care during class time.  

 

If you are accepted into class and need childcare, you will need to pay for your child(ren)’s space in 

childcare.  There are 2 payment options.  If you pay for the entire year, the cost is $145.00.  If you 

want to pay by semester (September to end of January and end of January to May), the cost is 

$83.00 per semester. You will receive an invoice by email when you are accepted into class.  

Payment information and due date will be listed on the invoice.  The cost is a flat fee per family.  It 

does not matter how many children per family or how many classes you take.  If you are accepted 

into class(es) any other time than September, you will receive a pro-rated invoice. 

 

If you are accepted into class and need childcare, and we do not receive payment for the child care 

fee by the due date on the invoice, your child care spot(s) will be given to someone else. The fee is 

non-refundable and non-transferable. 

 

If the St. Matthew buildings are closed due to anything regarding COVID 19, International classes 

will be cancelled. The weeks not used in childcare will be refunded at the end of the 2020/2021 

school year. 

 

If you are pregnant and will want to use childcare after your baby is born, please indicate this on 

the registration form. You can pay the childcare fee to hold a space for your new baby at the start 

of the semester in September or January, or you can choose to go on the waiting list (after you 

have your baby), until you are ready to come back to class. We will add you back to class when 

there is a childcare spot available. 

 

If you have a child that is registered in school but occasionally has a day off during your class time, 

please talk to your class leader about child care options for those times. 

 

If you have any questions or concerns about these policies, please contact us! 

ENGLISH LEVELS FOR CLASSES 

CHILDCARE REGISTRATION INSTRUCTIONS 



 

会話力                    聞き取り力 
レベル 1 

基本的な文章が作れない（話せない） 
 

 

わずかな単語しか聞き取れない 

レベル 2 

基本的な易しい文章が作れる（話せる） 
 

 

形容詞や描写が理解できる 

レベル 3 

アメリカ人と簡単な会話ができる 
 

 

会話の主な内容が理解できる 

レベル 4 

意見や感情を伝えられる 
 

他人の意見や感情について理解し、 

話に参加できる 

レベル 5 

ほとんどの話題の議論に参加でき、 

英語のみの環境でも気楽に過ごせる 
 

 

ほとんどの話題の議論に参加でき、 

英語のみの環境でも気楽に過ごせる 

 
 

* もし自分のレベルについて質問がある場合は、気軽にお問い合わせ下さい。 

 

チャイルドケアは定期的に利用される 5 歳以下のお子様にご利用いただけます。 

生後６週間以上のお子様はクラスの時間中チャイルドケアにお預けください。 
  

クラスの受講が確定してチャイルドケアを必要とされる方は、チャイルドケアのスポット確保の費用をお支払

いください。お支払い方法は２種類あります。一年分の費用を全額前払される場合、合計額は＄１４５．００

となります。学期ごと（９月から１月の終わりまでと、１月から５月まで）のお支払いの場合、１学期につき

＄８３．００となります。クラスの受講が確定した時点でメールにより請求書が送られます。お支払い額や 支

払期限日についての情報は請求書に記載されています。費用は１家族につき一律となっています。お子様の人

数、参加されるクラス数によって支払額が変わることはありません。９月以降にクラスに入られた場合は、減

額された請求書が送られます。 
  
支払いが期限までになされなかった場合、クラスの受講が確定してチャイルドケアが必要であってもチャイル

ドケアのスポットが他の受講者に配当されますのでお気をつけください。お支払いの費用の払い戻し、譲渡は

できませんのでご了承ください。 

 

コロナ関連でセントマシューが閉鎖される時はインターナショナル・クラスはキャンセルになります。チ

ャイルドケアが無かった週の利用費は、学校の 2020-2021年度末に払い戻しされます。 

 

 今妊娠されていて、お子様の出産後にチャイルドケアの使用をご希望の方は、その旨レジストレーションフォ

ームにご記入ください。新生児のお子様のチャイルドケアスポット予約のために９月または１月の学期はじめ

にお支払いされるか、（お子様が生まれた後）クラスに戻られるまでウェイティングリストにに乗るオプショ

ンがあります。その場合、チャイルドケアのスポットが空き次第クラスにまた再編入頂くことができます。 
  
就学中のお子様でクラスの期間中に学校の休みなどで時折チャイルドケアが必要になられる方は、クラスリー

ダーにご相談ください。 

  
これらの規定に関してご質問、心配事などございましたらお気軽にご連絡ください。 

 

各クラスにおける英語力の目安 

チャイルドケア・レジストレーションの手引き 


