
PE  After School
【For Kindergarten and Elementary School students】

Shawn is an athletic coach and movement specialist from Vancouver, Canada. 
He designs and implements programs for competitive athletes, sports teams 
and schools. He has a background in Kinesiology and active rehab and has 
trained and competed in a variety of sports and disciplines from gymnastics and 
Capoeira to Surfing and Brazilian jujutsu.

The after school program will build on the P.E. program advancing the students 
even further into movement development and exposing them to a large variety 
of movement patterns.
Featuring concept based program, each month students will explore new sports 
and movement patterns. This exposure to a large variety of movements 
develops neuromuscular connectivity coordination, balance, reflex development 
and body awareness.

Teacher: 
Shawn

Tumbling, acrobatics, locomotion, hand balancing 
and static positions

宙返り、アクロバット、歩行運動、両手バラン
ス運動、正しい姿勢を学びます。

Rhythm, timing, distance, acrobatics, dance, 
group development and partner development

リズム、タイミング、距離感、アクロバッ
ト、ダンス、チームやパートナーとの信頼
関係を学びます。

Speed, agility, balance, kicking techniques, eye foot 
coordination and team work

スピード、バランス、キックのテクニック、目
と足の連携、チームワークを学びます。

Obstacles, speed, agility, locomotion, jumping, 
landing, pressing and pushing

障害物、スピード、機敏さ、歩行運動、ジャ
ンプ、着地、押圧を学びます。

Gymnastics Capoeira

Soccer Free Running

ショーンはカナダ・バンクーバー出身の体操コーチ兼運動家です。彼は競技ス
ポーツ選手やスポーツチーム、スクールにてプログラムのデザインと実践をして
います。彼は運動学とアクティブリハビリを学んでいる上、体操、カポエイラか
らサーフィン、ブラジリアン柔術に至るまであらゆるスポーツの訓練を受け、競
技しています。

アフタースクールプログラムは、P.E.のプログラムを基に築かれており、生徒達
の運動能力の発達を一層促進し、幅広い運動パターンを取り入れています。プロ
グラムのベースとなるコンセプトについては、生徒達は毎月、新しいスポーツや
運動のパターンを探究します。多種多様な運動にさらされることにより、神経筋
協調性やバランス感覚、反射発達、身体意識を発達させます。



Schedule

<Contact: Weekday 9:00～17:30>Inquiry

●Aoyama:03-6450-6179
●Shirokanedai:03-5422-7375
●Den-en-chofu:03-6715-6280

About English course

Class PE Lesson

Age Kindergarten and Elementary School 幼稚園、小学生

Authorized
number

20 students *Minimum: 3 students 最小開講人数：3名

Time 55 minutes

Language English

Teacher Shawn

Tuition

Regular course students レギュラーコースの生徒 ¥10,000-/Month

Full day course students フルデイコースの生徒 ¥8,000-/Month

After School students アフタースクールの生徒 ¥10,000-/Month

Location Shirokanedai, Aoyama, Denenchofu

Period 1 year

Course

*When scanned, mobile users can view a Google Map showing the location specified
※携帯電話をお持ちの方はこのQRコードを読み込んでいただくと、各スクールの地図が表示されます。

From April, we will provide a PE After School. Please feel free to contact reception of each schools by 
email or phone if you would like to join lessons.
4月以降、PEのアフタースクールを開講いたします。ご参加を希望される方は、各スクール
の受付までお気軽にお問合わせください。

*The deadline for the application: Friday, March 24th ※最終締切日：3/24(金)

Mon Tue Wed Thu Fri
●14:00～
Einstein (K3)
@Aoyama

●15:00～
Darwin (K2)
@Aoyama

●16:00～
Da Vinci (K1)
@Aoyama

●15:05～
Einstein (K3)
@Shirokanedai

●16:05～
Elementary
@Shirokanedai

●15:05～
Darwin (K2)
＠Shirokanedai

●16:05～
Da Vinci (K1)
@Shirokanedai

No class

●14:00～
Da Vinci (K1)
＠Den-en-chofu

●15:00～
Darwin (K2)
@Den-en-chofu

●16:00～
Einstein (K3)
＠Den-en-chofu


