
 
2021 年度 ４月～ 改定版 

対象年齢１６ヶ月（歩行可）～６才 

営業時間６：３０－１８：３０（土・日曜お休み） 

入会金￥１００００（滞在中の保険料込） 

＊お月謝の払い戻しはございません。 

延長保育１時間￥５００ 

*プログラムのご紹介* 

Program #1 月に 40 時間ご利用 ￥20000 

Program#2 月に 60 時間ご利用  ￥30000 

Program#3 月に 100 時間ご利用 ￥35000 

Program#4 月に 120 時間ご利用 ￥37500 

Program #5 月に 160 時間ご利用 ￥40000 

Program#6 月に 180 時間ご利用 ￥45000 

Program#7 月に 200 時間ご利用 ￥48000 

Program#8 月に 240 時間ご利用 ￥50000 

(プログラム＃８ご利用の生徒様は２才より学研学習 

の週二回が含まれています。） 

*学習時間が９：３０～です。 

この時間までになるべく登園されてください。 

*５才さんはＡＢＥKA 帰国子女過程の学習プログラム

が始まります。学年はじめに５才児さんＫ５クラスの

み１年間の教材費約￥15000 が発生いたします。 

１才児６名に先生一人 （定員１２名）２名担任 

２才児６名に先生一人 （定員１８名）３名担任 

３才児１８名に先生一人（定員１８名）１名担任 

４才児２０名に先生一人（定員２０名）１名担任 

５才児１２名に先生一人（定員１２名）１名担任 

収容人数８０名 

＝スクールランチ別料金＝ 

１食\250×16 回=\4000（ひと月） 

お弁当持ち込みも可能です。（お月謝とお支払いください。） 

＃１～３のお友達は登園日数と掛けて計算できます。 

毎週水曜日はお弁当日です。給食はお休みです。 

＊３時はおやつの時間です。３時にスクールにいる

ときは、毎日ご家庭からおやつをご持参ください。 

冷蔵庫と電子レンジを完備しています。 

＊理念＊ 

キリストの愛と平和の実践、聖書基板の思想を大切

に共に互いを認め合い、励まし合い、助け合いがで

きる子、思いやりのある子。 

個々の特性を尊重し良いリーダーシップが持てる子。 

自分の意見をきちんと伝え他者と協調ができる子。 

様々な学びや活動に意欲的に参加できる子。 

常に向上心を持ちすべてに誠実に取り組める子。 

豊かな想像力を養い、どんな状況も適切に判断し、

行動し、総体能力を生かして逞しく生きぬくことが

できる子。 

校内では常にバイリンガルの環境 

月曜日英語アルファべット・フォニックス（発音）、書き

取り 

火曜日 数・形・パターン・音楽・体操教室・リトミック 

水曜日 運動体育 サッカーや外遊び・テニス（Ｋ５） 

木曜日 英語 リスニング・読み・書き・スイミング 

金曜日 日本語・スペイン語・太鼓・自然・絵画制作 

＊マリア モンテッソリー

法も導入（１～３才） 

使用する教材… 

日本・海外の教材ＡＢＥＫＡな

ど 

休校日について… 

土・日曜日＆スクールカレンダーに合わせて。台風などの天

候時は 

ＮＨＫニュースで公立学校がお休みの際はお休みになり

ます。 

入会時 用意して頂くもの (4 ヶ月に一度) 

*ティッシュ, U バック, クレヨン,水性絵の具,画用紙

B4 又は A4,折り紙、ハンドソープ等 

＊各種午後の習い事＊  

ピアノ￥５４００火曜午後（月３回／３０分個人） 

スイミング￥３７００木曜午後（月４回／６０分） 

はオプションで別料金です。 

＊ お月謝及び太鼓、給食費は毎月 5 日までに 

ご一緒に納入くださるようお願い致します。 

＊６日以降お支払いの時は延滞料金があります。 

＊休学の際は１ヶ月在籍料２００００円発生します。

内１００００円は再開月のお月謝とされます。 

（休学２ヶ月まで可）★休退園の際には 2 週間前の連

絡が必要です。急な退園の際は翌月の半分のお月謝が

発生致しますのでご了承下さい。 

他土日特別保育有（土曜・日曜のみＡｌｌ ａｇｅ） 

＊在籍園児のみ事前予約/１名１Ｈ￥1000 

＊園長 ３６年の保育指導歴＊ 

保育士及び幼稚園教諭免許所持 

モンテッソリ—免許所持 ＣＰＲ所持 

国内及び海外幼児教育経験豊富 

＊スタッフ及びアシスタント＊ 

２年以上の当校トレーニング 救命指導受講 

保育科学生・日本の保育士または看護師免許所持 

（いずれかに該当します） 

*北谷 58 号 ひが家具裏 

駐車場スクール前駐車場完備 
無料体験受付中 携帯 07065958511 

要予約（体験・火曜又は木曜 10 時～10 時３０分） 

お気軽にお問い合わせください。(12-18PM) 

住所 北谷町北谷 2-10-13 １Ｆ＆２F 

電話０９８ ９３６ ０１４４ 

携帯０７０６５９５８５１１テキストメイル可 

園長 ルイス三浦裕子先生 

教室２Ｆ 098-926-4777   
E-Mail: grapevine1219@hotmail.co.jp 

Website: 

http://www.ai-internationalschool.com/ 

 



 
Open6:30Am - 6:30Pm Age 4 months to 6 years old 

Close Saturday & Sunday *Extra Care 1hour for ¥500 

Before & after school care (6 to 10 years old) 

*Registration Fee ¥10000  

(No refund for registration and tuition) 

Monday through Friday 

*Program #1 (9:00-12:00) 6h a week 

2 times a week, 8 times (25H a month) 

Monthly Tuition ¥15000 

*Program #2 (9:00-14:00) 10h a week 

   2 Times a week, 8 Times (40H a month) 

      Monthly Tuition ¥20000 

*Program #3 (9:00-14:00) 15h a week 

3 times a week, 12 times (60H a month) 

Monthly Tuition ¥25000 

  Monday through Friday (20 days a month) 

All class lessons are included  

*Program #4 (9:00-14:00) 5h a day 

Monthly Tuition ¥31000 (100H a month) 

Monday through Friday 

All week days holidays are open  

*Program #5 (anytime) 8h a day 

Monthly Tuition ¥40000 (160H a month) 

*Program #6 (anytime) 9h a day 

Monthly Tuition ¥45000 (180H a month) 

*Program #7 (anytime) 10-12h a day 

Monthly Tuition ¥50000 (240H a month) 

 

We believe Jesus Christ Our Lord 

His Love is always in our center  

Week Schedule 

Follow the YML method 

Monday: Phonics writing reading 

Tuesday: Math, shapes, Music & Gym 

Wednesday: Soccer, outdoor & Spanish 

Thursday: Phonics, writing swimming 

Friday: Japanese, Taiko, French & Craft 

We use … 
Japanese and English work sheets 

Follow the School Calendars 

Program #4 to #7are 20 days a month Guarantee 
Close: Christmas & New Year (5 Days) 
Please check our monthly schedule 
Typhoon Condition TC1 School Close 

School equipments 
 Please Provide (Every 4 Month) 
Glue, Zip-loc, washable paints, 
Construction Paper, Hand soap (bottle)  

 

      
 

School lunch provide Mon Tue Thu & Fri 

 (You may bring own lunch too) 

Each meal cost ¥250×16 times= ¥4000 

No School lunch on Wed 

*Please bring own lunch every Wednesdays 

*Program #5 to #7 need own snack everyday 

*Extra Lessons* 

Piano: Tuesday afternoon 13-16PM 

30min ×3 times a month¥5400 

Swimming: Thursday 13-15:30Pm 

1H ×4 times a month ¥3700 

Please pay the tuition by 5th of each month. 
We can take only yen. If you pay late, after 
5th you will be charged a late fee. 
If you are taking vacation longer than two 
weeks, we ask that you pay ¥15000 to hold 
the spot; however we can only do this for 2 
month. We ask that you give us a minimum of 
2 weeks’ notice when you’re leaving us or 
just taking a break. For no notice, we may ask 
that you pay the next month tuition.  

Principal has 32 years Experienced  
Early Child Education College  
License holder & Montessori holder  

★Our Teachers★ 
６０％License holder First Aid/CPR Certified 
Loving Environment 
College qualification 
All have a at least 2 years’ experience in early 
childhood care  

*Near the Hamby town in Chatan 
Behind McDonald on Hyw 58 

One time Free Trial Lesson 
Tue or Thu (10:00-10:30Am) 

Need appointment, 
098-936-0144 or 098-926-4777 

Text mail 07065958511 Ms. Yuko 
*Please call and make an appointment before 
you visit: *Thank you *(between 12pm-18pm) 

 C/H Mail: ai1219@docomo.ne.jp 
Principal Ms. Yuko M Lewis 07065958511 
Preschool 2F 0989264777 
You can start any time (when we have spot) 
E-Mail: grapevine1219@hotmail.co.jp 
C/H yuko-sensei-@willcom.com 
Website: http://www.ai-internationalschool.com/ 


