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ガイドライン Guideline 

ガイドラインは、スクール運営を円滑に行ない、公平に保つための規約を記載して

いるものです。 

このガイドラインをご理解・ご納得頂いた上でご入学を頂きますようお願い致しま

す。ご理解・ご納得いただけない場合はご入学頂けません。 

This Guideline presents rules that enables a smooth school operation and maintains 

fairness. 

You are asked to understand and acknowledge the Guideline. Without your 

understanding and acknowledgement, your child cannot join the Aloha International 

Preschool community. 

 

1. Aloha International Preschool について/ About Aloha International Preschool 

 

当スクールは、子どもたちが世界へ羽ばたくための総合幼児教育のスクールです。 

そして、なにより子どもたちのためのスクールです。 

子どもたちには、それぞれの月齢や発達段階により、さまざまなゴールがあると私たちは考えます。 

そのためには、最適なプログラムと環境設定が必要です。 

国際視野を育み国際人としての第一歩を育むために、子どもたちの考える力・感情表現の豊かさなどを幼児期

から発達段階に合わせた多くの体験を通しアプローチすることで、自ら新しい物事に意欲的に挑戦する姿勢を大

きく育みます。子どもたちは「やれば出来る！」という自信や自尊心を身につけることが出来ます。 

また出来たことに対し喜びと楽しみを覚え、数多くの経験を積む中で自分自身を知り、周りを知り、自ら考えて選

ぶことや判断する事を覚えます。 

そして、興味のある事だから集中し、経験した事はどんどん吸収していきます。 

私たちのカリキュラムのゴールは、子どもたちが本当に楽しみながら学び、かしこく、元気よく、輝く、そして何事

にも熱意あふれる学習者になってくれる事なのです。 

真の教育とは、子どもたちが自ら考え、答えを導き出せるよう、観察し見守りアドバイスを与えつづけ、導くこと。 

そして、良き理解者である事。これが私たち見守る立場の先生に課せられた大きな役割です。 

私たちも子どもたちと一緒に学び、成長を見守って参ります。かけがえのない子どもたちを「スクールとご家庭」

共に育んで参りましょう。 

皆様のご理解とご協力をどうぞよろしくお願いいたします。 

 

Aloha International Preschool is an institution for early childhood education where we support children and prepare 

them to explore the world. We believe that developmentally appropriate programs and environmental settings are 

necessary in order for the children to achieve specific goals depending on their monthly age and developmental stage.   

As a first step to develop a worldwide perspective as a cosmopolitan, we foster the ability to think and express 

emotions in many different ways.  Individuals will enthusiastically face new challenges and establish self-confidence 

and self-esteem.  They will also enjoy the feeling of accomplishment through various experiences and learn from 

their surroundings to make their own choices and decisions in life on their own.  

Strong interests in these experiences help them absorb everything they learn which leads them to become, the goal 

of our curriculum, intelligent and enthusiastic learners.  

True education, we believe, is to provide encouragement and guidance to the children’s independent thinking and 

understanding towards their own individual answers. We learn with our students and would like to share the joy of 

the children’s growth, together with the parents.   

We look forward to meeting all of you who support our educational beliefs.  
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2. カリキュラム/Curriculum 

 

Kindergarten（幼稚園コース）は、朝 10時 15分から 14時 15分のプログラム（水曜日は 13時 15分降園）。 

基本として言語は英語のみで授業を行います。そして、14時 30分からは日本に住む皆さんのためのプログラム

として、日本の常識や文化、そして幼児教育を行わせていただきます。英語の習得では、聞く・話す・読む・書く、

の４つの分野の習得をバランスよく行います。 

言語は、ただ読めるだけでも話せるだけでも、意味がありません。皆さんがその言語を使い、どう自分自身を表

現することができるかがとても大切なのです。 

その為に、Science・Math・Art・Story・Outdoor Play・Theater・KIMBO Fitness・Journalなどのアクティビティーを、そ

れぞれの探求ユニットをもとに活動を行い、当スクール独自のインターナショナルプログラムでクリエイティブ力

を伸ばし、英語を使いこなす練習を行います。また、社会科見学を始め、実物に触れた教育を取り入れ、興味を

持って学習し、習得が出来る環境を用意しています。 

また、日本に住む皆さんには、日本の知識も常識も大変大切なスキルです. 

素晴らしい国際人になっていただくためにも、欧米文化・日本文化の良いところを、マスターしていただきたいと

思います。そのため、当スクールでは、サービスプログラムとして、日本のカリキュラムをご用意いたしました。

（参加希望者は、教材費のみ別途有り） 

日本で生活をしていく子どもたちには、日本の文化、感覚、ふるまいを身につけることもとても重要なことです。 

欧米文化と日本文化の良いところを理解し、個性を尊重することを大切にしながら、それと同時に協調性を大事

にする感覚も育んでいきたいと考えています。 

保護者の皆さまには、当スクールが、何よりも子どもたちの為のスクールであることをご理解いただければと存じ

ます。スクールスタッフ一同全力で生徒の皆さまの成長に力を注いで参ります。 

 

Our Kindergarten hours are from 10:15 a.m. to 2:15 p.m. (classes are operated in English). Japanese Learning 

Program is offered from 2: 30 p.m., where we provide education of Japanese culture and common knowledge, 

important for living in Japan (Curriculum in Japanese). 

 

Students will acquire the skill of listening, speaking, reading, and writing of the English language. They will not 

only learn how to read and write English, they will learn how to express themselves using the language skills they 

have obtained.  

 

Our international program includes science, math, art, story, outdoor play, theatre, M&M, journal, and sign language 

lessons that are based on each inquiry unit. We incorporate the English language into these academic routines which 

help the children increase their creativity along with their English skills. At the same time, we take the children on 

field trips and provide hands-on activities that let the children’s minds grow and learn based on the experiences and 

the environment they are exposed to.  

 

In order for the children to become great internationally-minded individuals, we strongly believe that acquiring 

aspects of both American and Japanese culture is essential. At Aloha, we have a service program which is operated 

with our Japanese curriculum for understanding and appreciating Japanese culture, values, and manners. The 

differences of American and Japanese cultures will be understood and the qualities of each will be acquired 

appropriately.  

 

We would like the parents to know and understand that Aloha International Preschool is a school for the children.  

Our staff will do our best to support the growth of the students.   
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Show & Tell について Show & Tell  

Kindergartenでは決められた週に Show & Tellを行います。Show & Tellとは、アメリカの教育現場では広く行

われているアクティビティーの一つで、子供たちにご家庭からテーマに合わせた物品をご持参して頂き、それに

ついてクラスで発表をするというものです。 話す力や表現力、また人前で発表する力を養うとともに、お友達の

意見を聞き質問をすることも、他者を尊重するために必要な力です。Kindergarten では毎回テーマを決めて子供

たちに品物を持ち寄ってもらうことにしております。毎月、Newsletterにテーマと実施日を掲載させていただきます

ので発表日までにご持参ください。 

 

＊連絡帳袋に入る大きさの物は連絡帳袋に入れてご持参ください。 

＊できるだけお子様と一緒に持参するものをお選びください。そして、ご家庭でもどうしてそれを持っていくことに

したのか、またそのものについて話し合ってみてください。 

＊高価なものはもたせないでください。 

＊お子様が自分で運ぶことのできない大きさの物はお避け下さい。 

＊おもちゃの武器・鉄砲など、暴力的な争いを助長する物はお避け下さい。 

 

 In the Kindergarten, we will hold Show & Tell regularly. Show & Tell is a popular educational activity that is 

widely used in America. The children bring an item related to the monthly theme from home and talk about it in the 

class. It is expected to promote the children’s public speaking skills and respect for others. Children will bring an 

item according to the theme given by the school. We will announce the Show & Tell schedule and the themes in the 

monthly newsletter. Please make sure to have your child bring his/her item by the scheduled date. 

＊Please put the item in the notebook bag if it is small enough to fit. 

＊We would like to ask parents to choose an item with their children and talk about it before sending it to the 

school. 

＊Please do not bring expensive items. 

＊Please do not send any items that your child is unable to carry on his own. 

＊Please avoid sending a toy gun and weapons that may endorse war and violent actions. 

 

◆ アート Art 

子供達は、アートの時間が大好きです！アートは、子供達の豊かな想像力を引き出すことのできる素晴らしい時

間です。毎月のテーマに沿ったさまざまなアートやクラフトを通して、子供達は自由に作品をイメージし、たった一

つのオリジナルの作品を作り出します。 

また、共同制作の時間では、お友達同士で協力しあい、一つの作品を作り出すことの喜びも味わえます。 

このように、第二の言語とも言われるアートを通し、将来にわたり必要とされる想像力を身につけていきます。ま

た、ペイント、切り貼り、形づくりなど、さまざまなタイプの工作や技法を通して、子供達は自然と視覚および手作

業のバランスを身につけていきます。 

 

Children love art!  We bring out their creativity and great imagination during art time.  Based on our monthly 

theme, the children use their imagination to make their original artwork and crafts. During group art, they learn 

how to cooperate with their classmates to make one piece of artwork. In this way we help develop the children’s 

creativity and imagination which will be required in the future. They will acquire a well-balanced eye and hand 

coordination by using paint, scissors, glue, and various types of tools and materials. 
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◆ 算数 Math 

Mathには、たくさんの種類や形があります。数・空間・形・パターン・長さ・重さなど、すべての概念を学んでいくこ

とが必要です。子供たちが興味をもって楽しく理解出来るように、様々なアイテムを使用し、理解を深めていきま

す。２+２＝４という数字や文字での勉強の前に、子供達は、さまざまな分野で体験を通して理解し、具体的に学

んでいくことが必要です。子供たちを紙や鉛筆での算数に追い込まず、まずはしっかりと物事を論理的に考える

力を身につけることが必要です。 

そのために、日常生活を通して、物を数えたり、同じものを束ねたり、積み重ねたり、取り除いたり、分け合ったり

する経験が必要なのです。このような経験を通し、初めて足し算・引き算・割り算・掛け算を本当に理解できるよ

うにもなるのです。そして、算数の基礎となる力を身につけ、応用にも対応できるのです。 

例えば 

①りんごが 8個あります。4人で同じ数にわけるには、一人何個かな？ 

②ウサギが 6匹いますが、ニンジンは 4本しかありません。あと何本あればよいのでしょう。 

など、こんなに難しい算数のコンセプトも、体験を通し経験を重ねることでイメージをし、理解をする力がつきま

す。やがて、自分でも問題をたくさん作ることが出来るようになります。 

 

Math is classified into many different categories. Each theory of numbers, shapes, dimensions, patterns, lengths, 

and weight is very important to learn. We use various items so the children can enjoy the learning process with 

interest, and enhance their understandings. Through different experiences, children learn the details of these areas, 

even before they learn numerical addition and subtraction on a piece of paper.   

As the children go through the day, there are many opportunities for them to experience counting numbers and also 

bulk, pile, eliminate, and share different objects. This process helps them learn to add, subtract, divide, and multiply 

numbers. They acquire the fundamental skills for math and will be able to use that skill in different situations.   

e.g. 

① There are 8 apples.  In order to share with 4 children, how many apples can each child have? 

② There are 6 rabbits and 4 carrots.  How many more carrots do you need to feed all 6 rabbits? 

The children can solve these complicating mathematical concepts by remembering their experiences. It is amazing 

how they will be able to make their own problems/questions such as the ones above. 

 

◆ 理科 Science 

サイエンスの時間は、結果や答えを教えることだけが目的ではありません。 

結果を導き出すまでの過程がとても大切になります。仮説をたてたり結果を予測したりすることで、想像力や論

理的に物事を考える力を育みます。実際にさまざまな物を使用し、実験することで、子供達は、さまざまなアイデ

ィアを出しあいながら自分の意見を発表していきます。子供たちは、自ら進んで探求し、考え、自由に創造を膨ら

ませていきます。 

考える力は、問題解決力にもつながり、クリエイティブ力を更に広げます。子供たちが生み出したアイディアはも

ちろん、どれも素晴らしいことは、言うまでもありません。また、子供たち自身も、自分のアイディアが認められる

ことで自信と更なる探究心へとも繋がります。いつの間にか、想像力や論理的に考える力を身につけることがで

きるでしょう。子供達は魔法のようなサイエンスが大好きです。 

 

Our purpose for our experiment during science classes is not only for discovering the solution and result but also, 

for the children to observe and learn from the processes of these experiments. They will learn the hypothesis or 

forecast the result and enhance their imagination and thinking skill. We use a variety of objects in our experiments 

so they can come up with different ideas and opinions. When they learn to think, they can also solve problems and 

enhance their creativity. They will explore various ideas and gain self-confidence when their opinions are supported 

by their classmates. This is a great way to develop their imagination and think logically.  The children love science 

because it is like MAGIC!!  

 

◆ KIMBO フィットネス  KIMBO Fitness   

KIMBO Fitnessは、英語のサウンドとリズムに合わせて、身体を動かし、英語の歌やダンスを行いながら、英語

のリズム感や感情表現など、表現力とクリエイティビティを高めていく活動です。 
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また、米国フィットネスミュージックを代表するキンボエデュケーショナルの曲を使用し、ゆっくりとしたリズムのも

のからリズミカルなものまでさまざまな曲を通し、健康な体を作るフィジカルフィットネスを行い、小さな筋肉から

大きな筋肉までバランスよく動かし、5歳児までに必要とされる動きをバランス良く取り入れ、将来に関わる基礎

運動力・筋力アップを育みます。近年では、大脳の研究により、音楽を聴いたり、替え歌をつくったりすることによ

り、脳細胞の配線図が活発につくられることがわかりました。何度も何度も繰り返し聴くことにより、英語を話す・

聞くなどの脳の力を更に強めることにもつながるプログラムです。 

  

KIMBO Fitness is an activity where children learn to move their bodies to English sounds and rhythms.  Creativity 

and physical language development are enhanced while singing and dancing to English songs and music.   

We use a variety of songs and music from KIMBO Educational, one of the major fitness music companies in the 

US. Quiet, comforting music is used to relax their bodies and lively music is used to express themselves freely with 

their creativity. The children develop physical coordination by using different muscles in their bodies and build the 

physical foundation that they need by age 5. Small muscle skills are refined and large motor skills are developed.   

Recent research shows that nerves in our brains are stimulated when we listen to music and create our own rhymes 

and chants. English comprehension and oral skills are enhanced when the children listen to English songs and 

music repetitively during Music & Movement.   

 

◆ 外遊び Outdoor Activity 

お天気の日には外に出かけます。広いスペースや土手に行き、自然を感じながらたくさん走ります。 
遊具が何もなくても、先生やお友達と協力してゲームを考え、一緒に遊ぶ力を身につけます。 

また、ゆっくりと歩きながら季節の移り変わりや、季節ごとの植物・虫などに目を向けて観察をしたり、お話をした

り、自然の生き物についても学んでいけるとても貴重な時間です。 

雨天時は、室内で楽しいゲームを行います。 

 

Children enjoy outdoor time every day. They move their bodies and run freely in a big open area or by the river 

side. They make up games with their teachers and classmates, even without any play structures. This is a very 

valuable time to explore changing seasons and observe plants and insects. They talk about nature and wild living 

creatures.  On rainy days, they play interactive games in their classroom.   

 

◆ マナー Manners 

欧米文化においても、日本文化においても、マナーを知ることはとても大切なことです。あいさつからはじまり、日

常の生活の中のたくさんの場面でマナーを学んでいきます。お友達の近くを通りたいときにも、自然と Excuse me

と声をかけあっていきます。毎月お出かけする社会見学では、外出時のマナーも学びます。 

マナーとは、相手への思いやりや状況判断も合わせて学んでいくのです。 

 

Understanding and using correct manners is a must in both Japanese and American cultures. Starting with greeting, 

children learn manners in different situations in their daily lives. They will learn to say “Excuse me” when they 

need to pass by their friend. They learn how to behave in public when they go on field trips. Caring about others 

and understanding the situation are also aspects to the manners as well.   
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◆ 劇遊び Theater 

一冊のストーリーを通して、劇遊びを行います。毎回さまざまな配役を、子供達自信で決め、とてもかわいらしく

演じてくれます。 

まずは、ストーリーの一部を抜粋し、簡単なものから実際に演じていきます。ティーチャーのナレーションに合わ

せて劇を行い、セリフを覚えながらお友達と協力して楽しくストーリーをすすめていきます。 

劇遊びは、記憶のトレーニングと英語力のアップ、そして豊かな表現力とチームワークが身に付きます。 

また、みんなで力を合わせて成し遂げる喜びを実感することのできる素晴らしいプログラムです。 

場面を想定して行うため、実践的な英語力にも大きく繋がります。 

 

Children learn theatrical acting through famous children’s literature. They decide who will be which character and 

act out their plays. They pick out parts of the book which they can act out and learn the words to the story with the 

teacher’s narration. Students cooperate with their classmates and enjoy acting out the story. This process is a great 

way to train their memory and improve their English skills. They express their emotions freely and acquire 

teamwork skills. This is a wonderful program for the children to achieve their goals and share a sense of 

accomplishment. 

 

◆ サインランゲージの導入 Sign language  

当スクールでは、サインランゲージを導入しています。サインランゲージとは、日本でいう手話に近いものです

が、子供達の言語の発達と理解を助ける上でも、とても役立ちます。目で見て、更に耳でも聞いて、理解をしてい

く為、子供たちの記憶にもとても強く残ります。 

毎月、テーマに合わせた単語を５・６個ずつ紹介していきます。子供たちの想像力には驚かされるほど、習った

サインを組み合わせて使うことも覚えていきます。 

 

At Aloha, children are introduced to sign language. This is very useful to help children develop and understand 

their linguistic development. They comprehend and clearly remember what they see with their eyes and what they 

hear with their ears. Based on the monthly theme, several words are introduced to the children and they will learn to 

use them in many different situations.   

 

◆ 日本語によるサービスプログラム（受講料無料・教材費のみ別途有） Japanese Learning 

Time ( no extra charge to join the class ・ additional fee for materials will be required) 
日本語によるサービスプログラム（知育・運動・アート・音楽、等）では、インターナショナルな考えを学ぶだけでは

なく、現在暮らしている日本という国の文化に触れ、その良さ・大切さを学びます。 

また、日本の教育を経験することで、日本の小学校を希望される場合でも安心して進学を目指すことができるよ

う構成されております。 

※教科の内容により学年毎に教材費（楽器／メロディオン等の購入代金、その他）がかかる場合がございます。 

 

Children learn our culture in Japanese learning time (Intellectual training, PE, Art, Music, etc.). It is important for 

children to learn about Japan where they live. Also, when your child chooses to go to Japanese elementary school, 

he/she can have confidence to apply through this experience to have a Japanese Education.  

※Depending on the contents, we would ask you to pay an education fee (e.g. musical instrument/ keyboard, 

harmonica, etc.). 
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3. 連絡システム（アイティーサービス）について/About the Communication System 

“IT Service”    

＊連絡システム（アイティーサービス）では、 

第一の目的、スクールから保護者様に、緊急時の連絡メール配信システムとして導入をしています。 

保護者様には、必ず毎日スクールからの連絡事項をご確認いただけるよう、携帯等へアプリのダウンロードご登

録をお願いします。また、保護者さまからの毎朝の連絡帳機能や欠席等の連絡にも使用いたします。 

※アプリの登録方法は、別紙にてご案内します。 

We use a communication system called “IT Service” to contact the parents in event of emergency. 

Please make sure to install this application to your mobile devices so you would be able to check your messages on 

a daily basis. This system could also be used as a communication notebook for the teachers and parents, along 

with everyday notifications such as a notice of absence. For the details of how to register this application, please 

refer to the paper for the explanation of IT service. 

 

アプリの機能として/Features of the Application 

・スクールからのメール連絡網（緊急時連絡メール対応可）/School contact network available for emergencies. 

スクールからのお便り機能（E便り） Ex.毎月のニュースレター、ランチメニュー等/e-letters such as monthly 

newsletters and monthly lunch menu. 

・各種届出用紙のダウンロードが可能/ Download page for various notification forms. 

・連絡帳ノート機能（保護者様から朝の登園時：体温等登録）Communication notebook features such as body 

temperature. 

・欠席・遅刻・早退・スクールバスキャンセル連絡フォーム 

 Contact form for absence, late arrival, early leave, and bus cancellation.  

・クラス写真の確認や購入機能/Features to view and purchase photos. 

 

4. 保育時間について/ Opening Hours 

 

 幼稚園コース保育時間 Kindergarten School Hour 

曜日/Day 通常保育時間 /Regular Lesson 
おやつ時間・日本語によるサービスプログラム/  

Snack Time ・ Japanese Learning Time 

月・火・木・金 

Mon Tue Thu Fri 
（９：４５）１０：１５～１４：１５ １４：１５～１５：３０ 

水 

Wed 
(９：４５)１０：１５～１３：１５  

 

＊登園時間は９：４５～１０：１５です。１０：１５までにスクールにお越しください。バスをご利用のお子様につきま

しては、１０：１５までにバスがスクールに到着するようスケジュールを決めさせていただきます。 

   

Children are expected to arrive at school between 9:45 and 10:15 every morning.  Also, the school bus will be 

scheduled to arrive at the school by 10:15. If your child is going to use the school bus service, the school will 

schedule the pick-up time.  
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＊日本語によるサービスプログラムへの受講は自由参加です。ご希望のお子様のみ別途授業料無しでご参加

可能です。（教材費別途有り）。参加を希望されない場合は必ず事前にお知らせください。１４：１５授業終了後

にスナックは召し上がらずに降園（早退）となります。スナックのお持ち帰りやご返金は致しません。尚、スクー

ルバスは日本語によるサービスプログラム終了後に出発致します。 

    

Attendance for Japanese Learning Time is not mandatory. Children who wish to attend can stay without paying 

an extra tuition charge ( additional fee for materials will be required ).  Please note that the school bus will leave 

after Japanese learning time. If your child is not going to attend Japanese Learning Time, please notify the school 

in advance. Class will finish at 14:15, without snack time, for those not attending Japanese class. Snacks cannot 

be taken home or be refunded.  

 

＊水曜日の降園は、１３：１５です。 

  Please note that school finishes at 13:15 on Wednesdays. 
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欠席・早退・遅刻時の対応について Absence, Leaving Early and Coming Late 

＊欠席・遅刻について Absence/ Late Arrival 

欠席・遅刻・バスのご利用キャンセルなどの際にご使用いただける連絡システム（アイティーサービス）にて、ご連絡を

下さいますようご協力をお願いいたします。 

For your child’s absence, late arrival, or bus cancellation, please notify us by using our communication system ( IT 

service ).   

 

各種変更・希望等、回答が必要なご連絡はこちらのフォームからはお受けできません。必ずお電話にてオフィスにご

連絡ください。 

バス停の変更希望につきましては、基本的に月毎とし、同バスルート内でのみ変更が可能です。連絡システムでは、

変更を行うことはできません。必ず事前にスクールまでご相談ください。 

間違い防止のため、当日のバス停のご変更につきましてはお受けできません。 

また、単発のご変更や、当日の急なバスに関わる変更は、混乱や乗せ間違えの原因となりますので一切お受けいた

しておりません。 

先生方は授業中に連絡フォームを確認することができませんので、前日の 15:00までに必ずオフィスまで直接お電話

にてご連絡頂き、指示をお受けください。 

また、日本語クラス（月・火・木・金）では、サービスプログラムとなり、キンダーガーテンクラスの担任以外の日本知育

プログラム担当ティーチャーに受け持ちが代わります。当日の急な変更が行われた際に先生方の引継ぎ連絡ができ

ませんので、円滑で安全な送迎バスへの点呼を行うためにも、急なご変更のご希望はお断りをさせていただくこともご

ざいますので、ご了承ください。 

ただし、万が一緊急的に止むを得ない事情が発生した場合には、当日 12:00までにオフィスまで直接ご連絡をいただ

き、指示を仰いでください。 

This communication system MAY NOT be used for any change or request which you need an answer from the school. 

Please contact the office directly. 

Also, this the communication system MAY COULD NOT be used to change a request for a bus stop.  Bus stop changes 

are possible only between bus stops within the same route, but is to be determined on a monthly basis.  Please be sure to 

contact our office staff beforehand. 

Furthermore, we DO NOT accept sudden change requests for bus stops on the very day the change is to be made.  When 

requesting changes for your bus stop, please make sure to contact the office until 15:00 the day before and receive 

instructions since the school is NOT able to confirm the communication service forms during class times.  

At the finish time of the Japanese education class, the teacher will not be the kindergarten home-room teacher of the 

child, making the teachers not able to handover the information of the bus cancellations. Therefore,  please be noted that 

sudden changes could not be made due to safety regulations. 

 

In case of emergency changes that are necessary, please contact the school by 12:00pm BY TELEPHONE DIRECTLY, 

and WE WILL DECIDE what will be the best solution. 

 

＊早退について Leaving Early 

 

早退は、基本的には 14：15（月・火・木・金）のインターナショナルタイムの終了時のお迎えに限らせて頂きます。 

早退が必要な場合には、早退当日に連絡システム（アイティーサービス）のアプリの連絡帳で、備考欄にその旨ご入

力いただき、ご連絡をお願い致します。 

ただし、スクールバスを使用されている生徒の早退のご連絡につきましては、必ず前日の１５：００までに必ずバスキャ

ンセルのご連絡をアプリよりお入れいただき、当日の連絡帳アプリへもご入力ください。 

お子さまの準備が出来次第、お子さまのお教室のある建物の玄関にて順次お呼びいたしますので、１４：１５-１４：３０

（月・火・木・金）にお待ちください。（チャイムは鳴らさずに、お待ちください）。 

早退のお子様お渡しの時間は、インターナショナルの授業終了時 14：15となります。またお迎え時には直接お

教室のある建物までお越しください。 

※日本知育の授業中の早退は出来かねますので、１４：１５以降は日本語クラスのレッスン終了の 15：30までお

待ちください。 

また、通常スクールバスでお帰りの生徒の皆さんは、お帰り時のバスキャンセルについても、連絡システム（アイティ

ーサービス）よりバスキャンセル連絡をお入れただき、当日のアプリの連絡帳でも、必ず備考欄にお入れください。 
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発熱や急病などによる緊急の早退の場合は、オフィスよりクラス担任に連絡をして開錠致しますので、一旦本校にお

立ち寄り頂き、クラス、お名前、早退理由等をお伝えの上、ANNEX ウッドデッキにてお待ちください。（レッスン中です

のでチャイムは鳴らさずにお待ちください） 

 

Leaving Early 

Please pick up your child between 14:15 after the international time for Mon, Tue, Thu, and Fri – leaving early is 

only when there is an emergency.  When your child is to leave early, please let us know beforehand on the day of leaving 

early via the “Communication System ( IT service ) App” and “Communication Notebook”.  

However, the students who use the school bus should inform their early leave on the communication system ( IT service ) 

app by 15:00 before the day of their bus cancelation, and make sure to leave a memo regarding it in the communication 

notebook. 

When picking up your child, you are asked to wait at the front door of the building of your child’s classroom from 14:15 

and you will be notified when your child is ready to leave. (You are asked not to ring the bell at the door.) 

 

Since leaving early during Japanese education class is not permitted, please make sure to pick your child up after the lesson 

ends at 15:30 when you are not able to come until 14:15. 

 

For students who take the bus daily, please inform the school via the communication system (IT service) when making bus 

cancelations, and make sure to leave a memo as well in the communication notebook. 

 

 

 

Should your child need to leave early in an emergency such as illness or a fever, our staff will inform the class teacher, who 

will open the door of the school building for your child. So please stop by the main school building, inform the staff the 

class and name of your child, and reason for leaving early, then wait at the front door of the building of your child’s 

classroom. (Please do not ring the doorbell because children are in the middle of their lessons.) 

 

 

If your child is leaving early, please notify us by using the IT service before 17:00 the day before. Also, please 

write a note about it in the communication notebook on the day. As you pick up your child, please come directly 

to the building where your child’s classroom is located. The time for your child’s pickup will be 14:15. For 

pickups after this time, please wait until 15:30. In the case of canceling the bus, please don’t forget to notify us by 

using the IT service and also making a note about it in your child’s communication notebook. 

 

＊遅刻その他で登降園時間以外にスクールにお越しの場合、全ての校舎は常時施錠をしております。 

ティーチャーはレッスンが始まりましたら教室を離れることができませんので、登降園時間以外にお越しになる場合は、

オフィスよりクラス担任に連絡をして開錠致します。一旦本校オフィスにお立ち寄り頂き、クラス、お名前等をお伝えの

上、お子さまの教室のある校舎の入り口前にてお待ちください。（レッスン中ですのでチャイムは鳴らさずにお待ちくだ

さい） 

When coming to school late, outside of the regular school arrival and pick-up time, all of our buildings are always locked. 

Teachers cannot leave classrooms once the lessons have started. When your child is to come late outside of the regular 

school arrival time, our office staff will inform your child’s teacher, who will unlock the door. So in such a case, please 

stop by the office of our main school building, inform the staff the class and name of your child, then wait at the entrance 

of the building where your child’s classroom is located. (Please do not ring the doorbell because children are in the middle 

of their lessons.) 

 

 

アプリのご入力時間について 

安全チェックのため、スタッフの携帯にも配信されますので、朝は７：００以降、夜は２１：３０までにお入れくださ

い。 

Time Frame of Contact via Communication System (IT Service) App 

Sent forms will be mailed to our staff’s mobile phones. Please refrain from using the form other than during the 

following times: 7:30AM to 9:30PM.   
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送迎について Drop-Off  &  Pick-Up Time  

＊送迎時には必ずメンバーシップカードをご提示ください。 

通常とは違う方がお迎えにいらっしゃる場合も必ずメンバーシップカードをご掲示ください。ご掲示いただけな

い場合はお子様をお渡し出来ないことがございます。 

Please be sure to have your membership card on you when you pick up your child. 

   If your child is going to be picked up by somebody who does not normally pick them up, please notify the school 

in advance and be sure that the person has the membership card on him/her. Without the membership card, we 

may deny the pickup to be made.  

 

※メンバーシップカードについて 

ご入会・ご入園時に 1セット（ホルダー×1個 メンバーシップカード×2枚）を無料にて皆様にお渡

しさせて頂いております。ご紛失による再発行やご事情により追加ご希望の場合には、 

1セット 150円（税抜 ： ホルダー×1個 メンバーシップカード×2枚）にてご購入頂けます。 

ホルダーにカードが 2枚入っておりますので、1枚は予備としてご利用いただけます。 

ご家族の方がお手持ちのホルダーに入れてご使用の際には、ブルーの紐をご使用頂きますよう 

お願い致します。 

 

  ※Regarding the Membership card 

 1 set of the membership card (1 holder, 2 membership cards) will be provided free of charge for your 

entrance to the school. 

If you wish to have another set for any reason, it can be purchased for 150yen (without tax) per set. 

There are 2 cards in each set. Please keep one safe in case of misplacement of the first card.  

If you use your own card holder, please make sure to use the blue string provided by the school. 

 

＊送迎時（送迎バスをご利用で無い場合）は、お子様のお教室のある建物までお越しください。 

   For those parents whose children do not use the school bus service; please drop off / pick up your child at the 

building where your child’s classroom is located.  

 

＊お迎え時間はお守りください。また遅れが生じる際には、必ずスクールまでご連絡ください。 

   Please make sure to pick your child up at the scheduled time. Also, please contact the school if you are going to 

be late.  

 

＊お迎え時間以内にいらっしゃらない場合は自動的にスポットケア（有料）でお子さまをお預かりします。スポット

ケアに入り次第、料金が発生します（550円/30分）。お迎え時に発生した料金をお支払いいただきます。お

釣り銭の出ないようご用意お願いいたします。 

 お子さまが不安になりませんよう、遅れてしまいそうな際にはオフィスまでご一報くださいますようお願いい

たします。 

If your child is not picked up on time, he/she will be in a fee-based spot care automatically (550 yen/30 min,). 

Once he/she is in spot care, a fee is charged. The fee is required to be paid at the time of pick up. Please bring 

exact change. To avoid making your child anxious, please let the office staff member know that you are late. 

 

＊登降園時に手袋・マフラー・傘・雨合羽等を使用の際には、バス利用の場合はバス停で、直接スクールに登園

する場合には、スクールの玄関にて保護者の方がお持ち帰りくださいますようお願いします。 

The children may wear gloves and a scarf when it’s cold and they may also use a raincoat or umbrella. However, 

we request parents to take these items as they drop off their child. 

 



14 

 

＊スクールまで送迎をされる場合 When parents come to the school to drop off/pick up their child.  

 

1. 自転車は指定の位置にお停め下さい。 

2. ウッドデッキ内、道路側に一列に並んでお子様をお待ちください。準備のできたお子様よりお帰り頂きます。 

3. 必ずお迎え時間内にお迎えをお願いします。 Kindergarten終了時刻から 15分以上お迎えが遅れた際には、

終了時刻からスポットケア代金が発生します。 

4. マイカーで来校される場合は、基本的には有料のコインパーキングをご利用ください。送迎後は速やかに移動

して下さい。近隣住宅の入り口前や駐車場の出入り口前等への駐車は絶対にお避け下さい。また、ゴミ集積

場付近も作業の妨げになりますので停車はご遠慮ください。 

5. 送迎バスに乗降する時間帯には、Aloha バスが歩道橋付近に停車します。スクールバス停車予定時間帯に

は、歩道橋付近への駐車はご遠慮くださいますようご協力をお願い致します。（次ページ図参照） 

6. ご送迎時には、必ずお子さまと手をつなぎ、お子さまから目を離さず、安全面に十分ご注意ください。 

7. 近隣の皆様のご迷惑となりませんよう、スクール付近での公道での立ち止まっての会話や長時間駐車等はお

避け頂き、マナーを守ってご送迎ください。 

1. Please park bicycles in the designated area. 

2. Please wait for your child by lining up in one straight line on the road side of the wooden deck. We will return 

the children in the order of them becoming ready for pickup. 

3. Please be sure to come and pick up your child during the scheduled pickup times. If it is past the above pickup 

times, please be warned that you will be charged for spot care fee from the time the kindergarten finishes. 

4. Please park your car at a coin parking if you drive. Please be considerate to our neighbors and avoid parking in 

front of the entrance and exits of other vehicles, and do not park for long periods of time. 

5. During the drop-off and boarding times for the school bus, the bus will be parked by the pedestrian bridge.  Please 

avoid parking by the pedestrian bridge during the bus drop-off and boarding times indicated below. 

6. When dropping off or picking up your child, please hold your child’s hand and keep an eye on your child and 

make sure that they are safe and secure. 

7. Please be considerate and maintain proper manners for our neighbors and avoid standing and talking outside the 

school for long periods of time.   

 

 

お迎え時間 Kindergarten Pick- Up Time 

Mon 15:30 ~ 15:40 

Tue 15:30 ~ 15:40 

Wed 13:20 ~ 13:30 

Thu 15:30 ~ 15:40 

Fri 15:30 ~ 15:40 

 

 

*短縮降園時は 11：45にレッスン終了後、バス利用の生徒の皆さんを先にお返しします。お迎えの保護者の皆

様は 11：50にお迎えください。カレンダーやお知らせをご確認頂き、お間違えのないようお迎えをお願いいたしま

す。 

*On early release days, the students who use the school bus will be released first. If you come to school to pick up 

your child, please come at 11:50 am. Please make sure to confirm our calendar /notices from school and come pick 

up your child at the correct time. 

Please note that Kindergarten Pick-Up Time is 11：50 when the lesson finishes at 11：45 (1 day/month on average). 

*お迎え時間については変更となることがございます。Please note that the time might be changed in the future. 

   



15 

 

送迎位置及びスクールバス停車位置 Aloha School Bus will stop at the designated area on 

 Mon ＆ Tue   13：25～13：40、15：25～15：50、17：40～17：50 

Wed           13：15～13：40、15：25～15：50、16：40～16：50、17：55～18：05 

Thu ＆ Fri   13：25～13：40、15：45～16：05、17：55～18：05   

 

                       全体図  Overall View 

 

   
 

  
 

    
   

 

    
   

 

  
          

 

 
 

  

  
  

    
    

  

  

 

 

Annex拡大図  Enlargement Map 
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5. 園行事について School Events 

  

Aloha International Preschoolでは、Kindergartenの行事に加え Preschool Programと合同で行われる行事も開

催いたします。詳しくは下記の表をご参照ください。 

 

There are several school events held during the school year at Aloha International Preschool. Some of them are for 

both the kindergarten program and preschool program. Please refer to the chart below for details.  

 

プリスクール・キンダーガーテン合同行事 

School Main Events 

キンダーガーテン行事 

Kindergarten Events 

毎月決まって行われること 

Monthly Activities 

ハロウィーンパーティー Halloween Party 入学式 Entrance Ceremony お誕生日会 Birthday Party 

クリスマスパーティー Christmas Party 
親子遠足  

Field Trip; Parents Invited 

身体測定 Physical Growth 

Check 

サマースクール Summer School 

サマーキャンプ Summer Camp 
遠足 Field Trip 避難訓練 Emergency Drill 

スプリングスクール Spring School 

スプリングキャンプ Spring Camp 

ピクニック 

Picnic 
 

 

クラス写真・個人写真撮影 

Class & Individual 

Photograph 

 

 運動会 Sports Day  

 バザー祭 Bazaar  

 発表会 Recital  

 
授業参観 Parents Visiting 

Day 
 

 
新年会 New Year’s 

Gathering 
 

 夏祭り Summer Festival  

 

＊Summer Camp・Winter Camp・Spring Campには Kinder生割引価格でご参加いただけます。 

    

Children in the Kindergarten Program will receive a discount on fees for Summer Camp, Winter Camp, and 

Spring Camp if they wish to attend these programs. 
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6. 登降園のきまり  School Life 

連絡帳について About Communication Notebook  

連絡帳の機能として、連絡システム（アイティーサービス）アプリの「連絡帳機能」を使用いたします。 

登録アプリより、毎朝 9時までに、お子さまの体温の登録をお願いいたします。 

その他、必要に応じて備考欄にもご記入ください。（早退日、スポット 

ケア申込日、アフタースクール振替日） 

 

 

As a feature of the communication system (IT service) app, please use the communication notebook to register your 

child’s information such as body temperature until 9a.m.. every morning. 

 

 

Please make sure to have your child bring his/her communication notebook in the notebook bag every day. There 

are a few blank spaces that parents are asked to fill in every morning in the communication notebook. 

 

連絡袋について About the Communication Notebook Bag  

① 連絡袋はスクールより配布いたします。 

② スクールからのお知らせ等は、連絡袋に入れさせていただきますので、必ず毎日ご確認ください。 

スクールへご提出の必要書類は、連絡袋に入れてお持ちください。 

ご家庭からのご提出物（現金は 5,000円未満まで）等も連絡袋に入れてください。連絡帳袋に入っていない

場合、確認ができない場合がございますのでご注意ください。 

③ 現金を連絡袋に入れられる際には、別封筒にお入れいただき、クラス名・氏名・使用目的を必ずご記載いた

だいてから、連絡袋にお入れくださいます様お願いいたします。 スクールでは、おつりのご用意はございま

せんので、おつりの無いようご協力願います。 

④ ご家庭からのご意見・ご相談・お知らせ等にはできるだけすぐに返答させていただきたいと思いますが、時

間的に難しい場合がございますのでお時間を頂くこともございます。予めご了承ください。 

 

① A communication notebook bag will be provided by the school. 

② Letters from school will also be sent home in this notebook bag so please make sure to check it every day. 

Also, parents are requested to put any forms and fees (only where it’s less than 5000 yen) in the notebook bag 

to prevent the loss of these items.  

③ When you place money in the notebook bag to make a payment, please put it in a plain envelope, or a plastic 

bag. Also, please make sure to label envelopes/ plastic bags with your child’s name, amount of money, and its 

purpose. There is no change available at our office so please prepare the exact amount for a payment.  

④ Please feel free to leave any comments and questions in the communication notebook. However, please 

understand that teachers will be busy and may not be able to answer your comments immediately, but they will 

do their best.  

 

 

「欠席・早退・遅刻時の対応について Absence, Leaving Early and Coming Late」 

 

ご登録いただいております 「連絡システム（ITサービス）ご利用をご利用ください。 

（ご登録方法は、入会時にお渡しする書面をご参照ください。） 

Please use the “Communication System ( IT service )” to notify the school of any absence, leaving early or 

lateness. (Please read the document which mentions how to register on the system.) 
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健康について Children’s Health 

①スクール滞在時間において３７度以上の発熱が確認された場合、また発熱がなくても明らかな体調の不良

が確認された場合、けがをされた場合等スクールでの滞在が不可能と判断されたときには、スクールよりご

連絡を差し上げますので速やかにお迎えにお越しくださいますようお願いいたします。 

また、スクールの判断により医療機関にお連れする場合もございます。その場合、診察費・治療費は保護

者負担となります。（スクールの過失による怪我の場合は個別に対応させていただきます。） 

 

If your child is injured at school, running a fever of 37.0 or more or is generally feeling under the weather, the 

school will contact parents immediately. In this case, parents are required to pick up their children as soon as 

possible. In some cases, your child may be taken to the clinic for necessary medical treatment. Please note that 

the cost of medical treatment will be charged to the parents.  

If injuries occur due to the school’s negligence, the school will discuss the problems individually with the 

family.   

 

 

②お子様の特異体質、持病、食物アレルギー、心臓麻痺、ひきつけ、てんかん、血友病などの既存症について

は、健康管理上配慮するべき事柄を必ず当校指定の書面にて事前にスクールまでご提出ください。 

   

If your child has a chronic disease, food allergies, seizures, or other ongoing illness, please provide us with the 

necessary information using the school’s form.  

 

 

 ③個人的に持病があり、やむを得ず必要な薬をお持ちいただく場合は、スクールまでご相談頂き、このガイドラ

インに添付されております「お薬れんらく表」にご記入をいただき、薬の外袋にお名前を記入の上、連絡帳

袋に入れてご持参ください。 

 

If your child needs to take medicine at school due to a chronic disease, please fill out the medication 

authorization form, attached to this guideline, and send it to the school with the medicine in the notebook bag. 

Please be sure to label the medicine with your child’s name. 
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病欠について Absence due to Sickness 

次の場合は、登園なさらないようにお願い申し上げます。 

Children are asked to stay home when they have one of the following symptoms. 

 

① 熱（３７度以上）がある場合。 登園後、スクールにて３７度以上の発熱が確認された場合、また発熱がな

くても明らかな体調の不良が確認された場合、スクールよりご連絡を差し上げますので速やかにお迎え

にお越しくださいますようお願い致します。 

When your child has a fever of 37.0 or above he/she is asked to stay at home. 

During school hours, if we feel that your child is under the weather, we will check his/her 

temperature. And, if it’s over 37.0, we will contact the parents immediately. In this case, please 

come to pick up your child as soon as possible.  

  

② 伝染性疾患についての予防・伝染防止などの処置について以下の通り、保護者の方のご理解とご協力

をお願いいたします。また、感染が判明した場合には、速やかにスクールまでご報告ください。 

Please refer to the following chart for the procedural information of dealing with contagious 

sickness. Please notify the school as soon as any contagious infection has been confirmed. 

 

 

 

分 類 Category 対象疾病 Type of Sickness 出席停止の期間の基準 Period of Absence 

第一種 

Category I 

 

 

 

完治するま

で登園でき

ません。 

Cannot 

come to 

school until 

it is 

completely 

cured. 

 

 

登園には治

癒証明書ま

たは登園許

可証の提出

が必要で

す。 

Need 

doctor’s note 

stating that 

he/she is 

able to 

return to 

school. 

 

 

 

新型コロナ感染症/COVID-19 

治癒するまで / Until it is completely cured.  

エボラ出血熱/ 

Ebora hemorrhagic fever 

クリミア・コンゴ出血熱/Crimean-

Congo hemorrhagic fever 

ペスト/Pestilence 

マールブルグ病/ Marburg 

disease 

ラッサ熱 Lassa fever 

急性灰白髄炎 (ポリオ)/ Polio 

痘そう（天然痘） Smallpox 

重症急性呼吸器症候群（病原体

が SARSコロナウイルスであるものに

限る）/SARS 

中東呼吸器症候群（病原体がベー
タコロナウイルス属 MARSコロナウイ

ルスであるものに限る）/MARS 

南米出血熱 South American 

hemorrhagic fever 

特定鳥インフルエンザ 

/ Avian Influenza 

ジフテリア/Diphtheria 

第二種 

Category II 

 

流行の予

防、また感

染したお子

インフルエンザ/ Influenza 

（鳥インフルエンザ等を除く/ 

Excluding Avian influenza） 

発症した後５日を経過し、かつ、解熱した後

３日を経過するまで 3 days after the fever 

goes down IN ADDITION to it being 5 days 

after having the symptoms. 
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さまが他の

病気を併発

しないよう、

決められた

期間、登園

できませ

ん。 

Cannot 

come to 

school 

during 

period of 

absence. 

 

 

登園には治

癒証明書ま

たは登園許

可証の提出

が必要で

す。 

Need 

doctor’s note 

stating that 

he/she is 

able to 

return to 

school. 

 

 

百日咳/ Whooping Cough 

特有の咳が消失するまでまたは５日間の適

正な抗菌性物質製剤による治療が終了す

るまで After the characteristic coughing 

disappears, OR once the antibiotic 

medication treatment is completed by a 

physician. 

麻疹 （はしか）/Measles 
解熱した後、3日を経過するまで 3 days 

after a fever goes down 

流行性耳鼻下腺炎（おたふくか

ぜ）/ Mumps 

耳下腺、顎下腺の腫脹が発現した後５日を

経過し、かつ全身状態が良好になるまで 

5 days AFTER the swelling in the parotid 

gland appeared, IN ADDITION to the body’s 

overall symptoms disappearing 

風疹（三日はしか） /Rubella 
発疹が消失するまで Until all the rashes 

disappear  

水痘（水ぼうそう）・帯状疱疹 

/Chickenpox・Shingles 

すべての発疹がかさぶたになるまで  

Until all the rashes/blisters have turned into 

crusts or scabs 

咽頭結膜熱（プール熱／アデノ

ウイルス）/ Adenovirus Infection 

/PCF（Pharyngoconjunctival 

fever） 

主要症状が消退した後、2日を経過するま

で 

2 days after all the symptoms disappear  

結核 /Tuberculosis 

病状により医師が感染の恐れがないと認め

るまで Until the doctor gives permission due 

to its strong contagiousness. 
髄膜炎菌性髄膜炎  

/Neisseria meningitidis 

 

 

 

 

 

 

 

第三種 

Category III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三種 

Category III 

 

病気や症状

により、登園

できないまた

は控えて頂

き、流行を防

ぎます。 

To avoid 

infecting 

others with 

the disease, 

you are not 

allowed to 

come to 

school. 

 

Alohaでは、

登園にあたり

治癒証明書

または登園許

可証の提出

が必要です。 

Need doctor’s 

note stating 

that he/she is 

able to return 

to school. 

 

病気や症状

により、登園

できないまた

は控えて頂

き、流行を防

ぎます。 

To avoid 

infecting 

コレラ/Cholera 

病状により医師が感染の恐れがないと認め

るまで Until the doctor gives permission due 

to its strong contagiousness. 

細菌性赤痢/Dysentery 

腸管出血性大腸菌感染症 O-

157/ 

Enterohemorrhagic Escherichia 

coli Infection 

パラチフス/Parathyphus 

腸チフス/Typhus 

流行性角結膜炎 はやり目/ 

Adenovirus Infection /Epidemic 

keratoconjunctivitis (EKC) 

急性出血結膜炎/ Acute 

Hemorrhagic Conjunctivitis 

ウィルス性肝炎/Viral Hepatitis 

溶連菌感染症/Strepthroat 

治療開始後 24時間経過し、全身状態が良

好 After 24 hours of the beginning of 

treatment, IN ADDITION to the overall 

symptoms disappearing. 

手足口病/Hand Foot and Mouth 

Disease 

発熱や咽頭・口腔の水疱・潰瘍を伴う急性

期後、治癒期になり医師が感染の恐れがな

いと認めるまで Until the doctor gives 

permission due to its strong contagiousness. 

病状により医師が感染の恐れがないと認め
るまで Until the doctor gives permission due to 
its strong contagiousness. 
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その他の 

感染症 

others with 

the disease, 

you are not 

allowed to 

come to 

school. 

 

Alohaでは、

登園にあたり

治癒証明書

または登園許

可証の提出

が必要となる

場合もありま

す。スクール

までお問合せ

下さい。 

We might ask 

you to provide 

doctor’s note 

stating that 

he/she is able 

to return to 

school. 

Please ask the 

office. 

伝染性紅斑（りんご病）/ 

Slapcheek 

全身状態が良好 Overall condition becomes 

healthy. 

マイコプラズマ感染症/ 

Mycoplasma infection 

症状が改善し全身状態が良好 All the 

symptoms disappearing and the overall body 

condition becomes healthy. 

ペルパンギーナ/ Herpangina 

発熱や咽頭・口腔の水疱・潰瘍を伴う急性

期後、治癒期になり医師が感染の恐れがな

いと認めるまで Until the doctor gives 

permission due to its strong contagiousness 

アタマジラミ症 / Head Lice 

病状により医師が感染の恐れがないと認め

るまで Until the doctor gives permission due 

to its strong contagiousness. 

水いぼ（伝染性軟属腫） 
/Water Warts 

とびひ（伝染性膿痂疹）/Impetigo 

流行性嘔吐下痢症/ Epidemic 

Diarrhea 

 

＊伝染性疾患の疑いがある場合・感染した場合は、分類にかかわらず、医師の許可を得てから登園し

てください。その場合、医師の登園許可を書面にてご提出ください。この Guidelineに添付されており

ます治癒証明書、もしくは病院から発行されるものをご提出ください。 

If your child has any of the sicknesses listed in all categories above, please provide us with a doctor’s 

note stating that he/she is able to return to school.  Parents may use the attached doctor’s permission 

form. You can pass this form to the doctor and he/she will fill it out for your child.  
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制服・持ち物について School Uniform and Items to Bring 

 

＊必ずお子様の持ち物にはお名前をアルファベットでご記入ください。 

例：Taro Suzuki (最初の文字を大文字で、後は小文字でお願い致します。) 

   Please print your child’s name clearly on each item.  

Ex. Taro Suzuki (Please capitalize only the first letters.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ユニフォーム（制服）について Information Regarding School Uniform 

登降園時には、スクール帽子とスクール T シャツ（またはスクールトレーナー）スクールズボン/スカートを着用

してください。トレーナーを着用時も、トレーナーの下にスクール Tシャツを着用して登園してください。 

We would like children to come to and leave school wearing the school hat, the school T-shirt/sweatshirt, and the 

school pants/skirt. When the children wear a sweatshirt, we request that they wear the school T-shirt underneath it in 

case they take off the sweatshirt.   

 

上・・・アロハ指定 Tシャツ、トレーナー、 又はパーカー(パーカーのご購入はご希望者のみ)  

下・・・アロハ指定のズボンまたはスカート 

ジャケット・・・アロハ指定のジャケット 

帽子・・・アロハ指定の帽子 

かばん・・・アロハ指定リュック 

靴・・・スニーカー（外遊びに対応できるように） 

Top: School’s T-shirt, Sweat Shirt or Zip Hooded Sweatshirt 

 (Zip Hooded Sweatshirt is an optional uniform item)  

Bottom: School's pants or skirt.  

Jacket: School Jacket 

Hat: School Hat 

Backpack: School Backpack  

Shoes: Children are requested to wear comfortable sports shoes. (Please note that there is outdoor play time.) 

 

 

＊制服にアップリケなどを付けることは禁止させていただきます。Please refrain from putting appliques on the school 

uniform.  
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最初にご用意していただくもの Items to Bring on the First Day of School 

＊手提げバッグに下記のものを入れてご持参ください。手提げバックはスクールロゴ入りのトートバッグの購入も

可能です。全てのものにお名前を忘れずに記入して下さい。 
Please send the following items in a tote bag. There is a tote bag with the school logo available if you would like 

to purchase one from the school. Please make sure to write your child’s name on all the items that they bring to the 

school. 

 

★ お道具箱・・・スクールで購入して頂けますが、各自でご用意頂いても結構です。 

           （サイズの目安：高さ 6～7cm 幅 19～23ｃｍ 奥行き 25～32ｃｍ程度の物） 

  以下 6点をお道具箱の中に入れてお持ち下さい。 

1. クレヨン・・・16色のもの。 クレヨン全てにお名前をご記入ください。 

2. 色鉛筆 ・・・12色のもの。 色鉛筆全てにお名前をご記入ください。 

3 筆入れ ・・・ 鉛筆 3本と消しゴムを入れてください。袋タイプをご用意ください。 

 鉛筆３本 ・・・キャップは必要ございません。鉛筆削りはスクールにございますので、ご持参していただかなくて結構です 

    消しゴム  

4. のり・・・スティックタイプをご用意ください。 

5. セロハンテープ…携帯用等の小型のもの 

6. ハサミ・・・子どもサイズのキャップ付きハサミをご用意ください。 

★ 上履き・・・お子様の足にあったものをご用意ください。 

   上履き袋 

★ お着替え一式・・・靴下・下着・ズボン・スクール指定 Tシャツ/トレーナー等にお名前をご記入の上、名前 

                  の付いたジッパーつきの透明袋に入れてお持ちください。スクールにて保管させて 

                  いただきます。使用した場合は次回登園日に補充分をお持ちください。 

★ 防災頭巾・・・ スクールより購入していただきます。防災頭巾は安全のためアルミタイプとなります。 

 

★ Art Box ･･･ An art box can be purchased at the school.  

               If you are going to purchase from a store, we would like the art box to be at the approximate  

            size of  H 6～7cm  W 19～23cm and  L 25～32cm.              

★ Crayons ・・・ A box of 16 crayons. Please print child’s name clearly on each crayon. 

★ Colored Pencils ･･･ A set of 12 colored pencils. Please print child’s name clearly on each colored pencil. 

★ Pencils ･･･ Three pencils. There is no need to bring pencil caps for them. Since there is a pencil sharpener  

              at school, your child will not need to have his/her own.   

★ Pencil Case ･･･ Please place the eraser and pencils in this pencil case. Please provide a bag type pencil case 

                   with a zipper. 

★ Eraser 

★ Glue Stick 

★ Scotch Tape ・・・ Please make sure that it is a small size so that it is portable. 

★ A Pair of Scissors ・・・ Child sized scissors with safety cover  

★ Indoor Shoes ･･･ Please make sure that your child has the right sized shoes.  

★ Indoor Shoes Bag  

★ A Complete Change of Clothing to keep as extras at school 

       ・・・Please send socks, underwear, pants, and a school t-shirt/sweatshirt in a Ziploc bag. When a child uses 

these extra clothes, please make sure that he/she brings another set of the clothes the following school 

day. Please also put your child’s name on each item of clothing, including the bag.  

★ Head Protector 

   ・・・An aluminum head protector for your child’s safety should be purchased at the school.                                 
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毎日お持ちいただくもの Items to Bring Everyday 

＊ スクール指定リュックに下記の物を入れて登園してください。お名前を忘れずに記入して下さい。 
Please place the following items in the school backpack and make sure to write your child’s name on all the items. 

登園バッグ・・・登園バッグには、お名前をご記入いただき、目印用のキーホルダーが必要な際は小さめのもの

を１つのみお付け下さい。 

手拭タオル（ひも付きをご用意ください。） 

水筒・・・首からかけられるようにストラップ付きのもので、ストロータイプの物をご用意ください。中身は水または

お茶のみお入れください。（ジュース類は禁止です） 

巾着袋・・・・ランチョンマット・お箸（スプーンフォーク）を入れてご持参ください。 

 

お箸・スプーン・フォーク 

ランチョンマット…ハンカチはご遠慮下さい。大きさは横 30～35cm、縦 25～30cm程度のものをご用意下さい。 

 

連絡帳袋・・・スクールよりお渡し致します。 

ハンドタオル･･･ひも付きでなくて結構です。上記ひも付き手拭タオルとは別にリュックに入れておき、必要に応じ

て使用します。 

 

Hand Towel with a hanging strap  

A Pair of Chopsticks ・ Spoon ・Fork   

Lunch Mat・・・Approximate size of L: 30～35 cm W: 25～30cm  

A Small Bag ・・・Please place the cup, toothbrush, lunch mat, spoon, fork, and chopsticks in this bag. 

Notebook Bag (will be provided)  

Hand Towel to keep inside the backpack･･･ It will be used when needed. This towel does not need a hanging strap.  

Drink Bottle・・・Please have your child bring water or tea in a drink bottle. Please make sure that the drink bottle has 

a strap and a straw. Please have your child bring water or tea. Any other kinds of drinks are not 

acceptable. 

School’s Backpack ・・・Please label the backpack with your child’s name. Your child may put up to ONE key chain 

on their backpack if needed.  

 

週の初めにご用意いただくもの Items to Bring on the First Day of the Week 

上履き袋・・・この袋に上履きを入れてお持ちください。 

上履き・・・・・週末にお持ち帰りいただきますので、洗って翌週お持ちください。その際、成長によるサイズの 

        変化の確認も宜しくお願い致します。 

 

宿題・・・・・・週末に、スクールより出された場合は週明けにお持ちください。 

 

Indoor Shoes ･･･ Indoor shoes will be sent home on the last day of the week. Please wash them and bring them in 

on the first school day of the following week. As a child grows up, their shoe size may change. 

Please check the size of their indoor shoes periodically so your child has the right sized shoes. 

Indoor Shoes Bag … Please place the indoor shoes in this bag 

Homework ･･･Your child will sometimes take some homework for the weekends. Please return it on the first day of 

the following week.   
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その他の持ち物について More About Children’s Belongings. 

 

＊エプロン・三角巾・マスクをクッキングの活動で使用いたしますので、ご準備をお願いします。 

 Please prepare an apron, a bandana, and a mask. They will be used for cooking activities.  

 

＊落し物、忘れ物、持ち主の間違いなどで記名の無い物はスクールにて 1カ月間保管させていただきます。お気

づきの場合はお早めにご連絡ください。(1か月を経過したものは廃棄させていただきます)  

Items found at school with no name will be kept at school for one month, please ask the school staff if your child 

is missing his/her belongings (after one month, lost-and-found items will be disposed of). 

 

＊スクールのレッスンに必要のないものやおもちゃ等は、お持たせいただかないようお願いします。(Show & Tell

のために持参のものはこの限りではありません。) 

目印としての目的以上に大きなキーホルダーも禁止とさせて頂きます。 

  特に飲食物は、アレルギーをお持ちのお子さまもいらっしゃいますので、安全面を配慮頂き、誤食誤飲防止

のため、絶対にお持たせ頂きませんよう、お願い致します。 

  Please do not have your child bring his/her personal toys or anything that is not required from home. The school is 

unable to take responsibility for any loss or damages to these toys. Items that children bring for Show & Tell are 

excluded from this rule. We do not put any big key chain on his/ her bag. 

  We would like to strictly enforce this rule especially with any foods or drinks of any kind due to the risk and safety 

of children with allergies. 

 

＊夏季の虫除けの為のリストバンドの使用は禁止させていただきます。シールタイプの使用については可能で

すが、子供同士の交換や紛失等についてはスクールでは管理しかねますので、ご了承ください。We would 

like the children not to wear a repellent band at school. The children may use repellent stickers if necessary. 

However, please note that the school is not responsible for any loss of the stickers.  

 

＊冬季には、登降園に手袋・マフラー等を使用されると思いますが、バス利用の場合はバス停で、直接スクール

に登園する場合には、スクールの玄関にて保護者の方がお持ち帰りくださいますようお願いします。The 

children may wear gloves and a scarf when it’s cold. We request parents to take these items as they drop off their 

child. 

 

＊雨天時は長靴を履いて登園してもかまいません。傘・雨合羽については、バス利用の場合はバス停で、直接

スクールに登園する場合には、スクールの玄関にて保護者の方がお持ち帰りくださいますようお願いします。

On rainy days, the children may wear rain boots to come to school. They may also use a raincoat or an umbrella. 

However, we request parents to take the raincoat and the umbrella with them as they drop off their child.  

 

＊保護者の皆様より、他のこどもたちへのプレゼント・おみやげ等をスクール内では交換・お渡しはしないように

してください。また、お子様同士のプレゼント交換・物品の交換（絆創膏・ポケットティッシュ・シール・虫よけパッ

チなど）はトラブルを招く恐れもありますので禁止させていただきます。必要以上の量をお持たせいただきませ

んよう、ご協力をお願いいたします。（お手紙の交換は禁止しておりません。） 

   Please do not bring presents and souvenirs for other children to the school. Our children are not allowed to exchange 

gifts or exchange items such as Band-Aids, tissue, insect repellent patches, stickers, etc. However, they are 

allowed to write and exchange letters.  

 

＊ピアス等のアクセサリー類は基本的に禁止とさせて頂きます。宗教上の理由などがある場合は事前にスクー

ルまでご相談ください。 

  Generally, children are not allowed to wear any accessories, like earrings. If there are any religious reasons, 

please contact us beforehand. 
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7. スクールバスについて School Bus Service 

＊スクールバスの送迎時間・便につきましては、スクールで決めさせていただきます。 

朝の登園バスではルートの都合上、お乗りいただく便によって到着時間が異なりますが、便のご希望はお受けでき

ません。ご事情によりプリスクール便をご希望される場合は別途ご相談ください。（朝バス代・朝スポットケア代が別

途掛かります）  

また、降園時のバス便につきましても、ルートや人数により 1便・2便に分かれてお乗りいただきます。 

便やルートのご要望はお受けできませんので予めご了承ください。 

月極延長保育をご希望の際は、延長保育に合わせたプリスクール便やアフタースクール便にてお席をご予約させ

ていただきます。但し、各バスとも定員に達しますと、延長保育はお受けできますがバスのご利用はお断りすること

がございます。ご希望をされる方は、月極スポットケアの提出書類及びガイドラインの項目をご確認の上、ホームペ

ージ会員ページより申込書をダウンロードしてご提出ください。各月 20日迄の受付となりますが、スポットケア及び

バス共に定員となり次第締め切りとさせて頂きますので、お申込みの際は事前にスクールまでご相談の上、お早め

にお申込みください。The school will determine the pickup and drop-off times of the school bus. We do NOT take 

requests for the times of the pickup and drop-offs nor which operation bus a child is to take, and if there are special 

reasons to arrive at school early and/or stay at school late, please contact the office and we may be able to arrange for 

earlier/later pickups/drop-offs, with the additional charge for spot care depending on the seat availability. The drop-off 

bus will be separated by 1st and 2nd bus according to the route and numbers of the children. We DO NOT take requests 

for this schedule either. For those that request monthly spot care services, the school will reserve seats on the bus for 

what becomes necessary for that child.  However, we cannot take a request for seats on the bus when each bus has 

reached the maximum number of children (spot care request will be accepted). To apply for the monthly spot care 

service, please download and submit the application form after confirming the part of monthly spot care service in the 

guideline. We will accept the application forms by the 20th of every month. However, we will not accept your 

application after spot care service and bus seats have reached the maximum number. Please contact the office before 

you submit your application form and apply as soon as you can.  

    

 

 ＊バス停に関しましては、スクールバスのルート内で安全面を考慮し、決定させていただいております。スクール指定

のバス停で、ご自宅に近いバス停をお選びいただき、スクールへお申込みください。ルートに関しましては、出来る限

り皆様にご利用頂きやすいよう決めさせていただきますが、限られた時間内で送迎を行いますので、ご希望に添え

ない場合もございます。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。  

ご自宅より離れたバス停をご希望の際には、定員の関係上ご自宅に近いバス停のお子様を優先させて頂いており

ますので、場合によりお乗り頂けないこともございます。 

The locations of the bus stops will be decided within the bus routes on the basis of safety. Please choose the bus stop 

nearest to you and contact the school for an application. The bus route will be decided according to the areas where our 

students live, however, due to the limited time, we may not be able to choose a route as requested. We ask for your 

understanding and cooperation in this case. 

 

 

＊短縮授業時の送りバス停に関しましては、限られた時間内でのお送りとなりますため、通常ご使用いただいて

おりますバス停をご利用頂けない場合もございます。（例：町屋方面)     

通常とは異なるバス停でのご案内となる場合もございますので、予めご了承ください。皆様のご理解とご協力を

お願いいたします。  

As for the days when lessons finish at 12:00, due to the limited time available, we may not be able to choose a route 

as requested. We might have to inform you of a change to the usual bus stop. We ask for your understanding and 

cooperation in this case. 
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＊バスを円滑に行うため、予定時刻に送迎場所にいらっしゃられない場合は次の送迎場所に出発いたします。バスの

出発時間 5分前には、バス停にてお待ちいただきますようお願い致します。スクールよりご案内を差し上げるバス

の時間は出発時間となりますので、万が一、お時間に間に合わない場合には、必ずスクールまでご連絡いただき、

直接スクールまで送迎をお願い致します。また、帰りのバスのお迎えに遅れられる場合には、スクールにご連絡い

ただいた後、別のバス停にお越しいただくか、スクールにお迎えいただくか指示をお受けください。その他の生徒の

皆様の送迎が円滑に行われますよう、スクールバスを停車したまま、保護者様へお電話のご連絡はできかねます。

また、保護者様より遅延のご連絡をいただいた場合にも、バスを待たせることはできかねますので、ご了承くださ

い。お迎えに遅れた場合にはバス停に到着した時刻よりスポットケア代金が発生致します。 

皆様にご迷惑がかかりませんよう、マナーをお守りいただきますよう、重ねてお願い申し上げます。 

Please make sure that your child will be at the pick-up location 5 minutes before the scheduled departure time. If the 

child is not at the pick-up location at the scheduled pick-up time, the bus will not be able to wait for the individual. 

Please notify the school if your child is going to be late, in which case the parents are asked to take their child directly 

to school. If parents are not at the bus stop to pick up their child after school, we will not be able to wait for or contact 

the parent. In the case that you are not able to pick up your child at the bus stop on time, please make sure to contact 

the school. Please note that even if we are notified beforehand, we will not be able to wait for the parent to arrive. 

Please notify the school staff if you would like to pick-up your child at a different bus stop or at the school.  

 

＊バス送迎が必要のない日がございましたら、欠席・遅刻バス連絡フォームにて、前日 15：00迄にご連絡をお入れく

ださい。If there is a day where you do not require the bus service, please contact us using the mobile contact service or 

by directly contacting the school no later than 3:00 PM the day before.  

 

 

バス停の変更希望につきましては、基本的に月毎とし、同バスルート内でのみ変更が可能です。必ず事前にスクール

までご相談の上、申請書をご提出ください。 

また、当日の急なバス変更は、混乱や乗せ間違えの原因となりますので一切お受けいたしておりません。単発のご変

更もお受けできません。先生方は授業中に連絡フォームを確認することができませんのでご協力をお願い致します。 

また、帰りの時刻には、日本文化のサービスプログラムとなり、担任以外のプログラム担当ティーチャーに受け持ちが

代わります。 

混乱や乗せ間違えは全体のスクールバス運行及びプログラム遂行に支障をきたしてしまいます。お子さまの安全の

為にも、急な変更はご遠慮くださいますようご理解とご協力をお願い申し上げます。 

（万が一止むを得ない事情が発生した場合には、前日の 15:00までにオフィスまで直接お電話にてご連絡頂き、指示

をお受けください） 

However, this contact service MAY NOT be used for requesting a bus stop change. Bus stop changes are possible only 

between bus stops within the same route, but is to be determined on a monthly basis. Please be sure to contact our office 

staff beforehand. 

Furthermore, we DO NOT accept sudden change requests for bus stops on the same day the change is to be made. The 

school is NOT able to confirm the communication service forms during class times. At the finish time of the Japanese 

class, the teacher will not be the home-room teacher of the child. In case of emergency changes that is necessary, please 

contact the school by 15:00pm BY TELEPHONE DIRECTLY, and WE WILL DECIDE what will be the best solution. 
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＊当日のバス停のご変更は一切お受けできません。バス停の変更は、月毎にて通常ご利用のバスのルート内のバス

停のみ対応させていただきます。前月 15日までに変更届をスクールまでご提出ください。期日以降のご提出は

翌々月対応とさせていただきますのでご了承ください。単発での変更はお受けいたしません。 

尚、やむを得ないご事情により、急きょご変更をご希望の際は、必ず前日ＰＭ１５：００までにご連絡頂き、ご相談下

さい。乗車するバスの変更や、当日設定のないバス停への変更希望はお受けできませんのでご了承ください。 

休日を挟む場合は、休日前までにご連絡ください。  

We do not accept any change of the bus stop on the day. If you wish for a change, the change should be only in the 

same route, please make sure to provide a form to the school by the 15th of the previous month. Only monthly requests 

will be acceptable. Any submissions after the 15th will be dealt with the month after. In emergencies, please contact the 

school by 3pm the day before. Changes of the bus to ride or changes for a bus stop not on the schedule will not be 

permitted. Please note that the school office is closed on non-school days, so if you need to request a change, please 

contact the school the day before.  

  

＊朝 2便（キンダー迎えバス）から、朝 1便（プリ・JK迎えバス）への変更は、事前にバスのお席の空き状況をご確認

の上、朝スポットケアにお申込み頂ければご利用が可能ですが、基本的には月毎でのお申込みをお願い致しま

す。お電話にてお席の空き状況をご確認の上、遅くとも前日までに申請書にて朝スポットケアと併せてお申込み下

さい。当日の変更はできません。 

  Changing bus from those for Kindergarten to Pre/JK is possible only when you call us to check the availability, and 

apply and reserve the morning Spot Care service by filling in a form beforehand, by the day before. We cannot accept 

any changes on the day. In principle, we ask you to apply and reserve on a monthly basis.  

 

＊その他スクールバスに関する変更等は、すべて月毎の受付とさせて頂きます。 

変更する月の前月 15日までにお申し出頂き、ご相談ください。内容によってはお受けできない場合もございます。

お早めにオフィスにご確認下さい。 

  All other changes related to school bus services are all accepted on a monthly basis.  

  Should you want to change, please complete the procedures by the 15th of the month before you wish the change to be 

made. Please kindly note that the change may not be acceptable depending on the circumstances. We ask you to let us 

know and check as early as possible. 

 

 

＊バス停エリアは、公共の場となります。マナーを守り、安全のためお子様と必ず手をつないでお待ちください。お迎

え後はその場に留まらず、速やかにお帰りくださいますようお願い致します。また、バス停・バス停付近での遊具で

の遊びは、行わないようにしましょう。Safety is the first priority while the children are waiting for the school bus. We 

strongly request parents to use manners and hold their child’s hand for safety while waiting.  Please leave immediately 

once the pickup is made. At the same time, please avoid bringing toys to the bus stop or playing around the area.  
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＊スクールバスは小型バス（幼小・ピンク/足立 200：さ 862）・中型バス（幼中・イエロー/足立 230：き 8600）・大型

マイクロバス（幼大・ブルー/足立 230：せ 8600）・普通車（白/足立 332：そ 8600・白/足立 230：そ 8600）の 5台

で運行しています。使用バスはお子様の人数により変更となる場合もございますが、使用バス変更時のご連

絡は行っておりませんのでご了承ください。 

尚、普通車（白）に関しましては、チャイルドシート使用によりどのクラスのルートに於いても添乗員は乗車しま

せん。 

また、スクールバスは Aloha International Preschoolの名前の表示がある送迎車を利用しておりますが、場合

によりスクール名の表示の無い車でお迎えに伺うことがございます。 

尚、Kindergartenでは、小型バス（幼小・ピンク）・中型バス（幼中・イエロー）・大型マイクロバス（幼大・ブルー）

へは、添乗が乗りますが、普通車（白）はチャイルドシートを装備しておりますので添乗は行っておりません。 ま

た、アフタースクールの送迎時には、全てのバスに添乗はおりませんので、ご了承ください。 

There are 4 types of school buses being operated； Blue Bus足立 230：せ 8600, Two Red Buses足立 230：き 8600・
足立 200：さ 862, and VAN(White/足立 332：そ 8600, White/足立 230そ 8600). One of these buses will pick your 

child up, but the type of bus might change depending on the number of children riding. Please note that we will not 

inform the parents of any change of the type of school bus used. A member of staff will ride on the Blue and 2 red 

buses for kindergarten, however the VAN(White) will use child seats, therefore there will be no staff in the vehicle. 

Furthermore, there will be no staff on any of the buses after the afterschool programs.  

 

＊交通状況によりバスが遅れる場合がございます。5分前後の遅延の場合はご連絡を差し上げておりません。それ

以上の遅延が発生した場合、出来る限りお電話、もしくは携帯配信サービスにてご連絡を差し上げるように致しま

すが、困難な場合もございます。ご了承ください。   

Please note that the school bus may be delayed depending on traffic conditions. School staff will try their best to 

contact parents when delays occur.  

 

＊交通状況による遅延メールについては、ご心配をおかけしないよう 10分以上の遅延が予想された際にできる限り

送らせて頂いておりますが、遅延のメール後も状況により遅延を取り戻し、定刻もしくはご連絡している遅延時間よ

りも早くバスが到着することもございます。 

 到着次第お子さまを乗せてすぐに出発できるよう、遅延の連絡にかかわらず、バス停を離れずにお待ちいただきま

すようご協力をお願い致します。 

 We notify parents when a bus is delayed for more than 10 minutes due to traffic; however, there is a chance the bus 

might make up the delay and arrive sooner than the notice. We would like the bus to leave as soon as the children get 

on, so please do not leave the bus stop whether the bus is late. 

 

 

＊通常とは違う方がお迎えにいらっしゃる場合も必ずメンバーシップカードをご提示ください。お持ちでない場合はお
子様をお渡し出来ない場合がございます。また、身分証をご提示いただく場合もございますのでご協力をお願いし
ます。  If your child is going to be picked up by somebody who normally does not do the pick-ups, please have them 

carry the membership card and notify the school staff in advance. If the membership card is not presented, we may 

deny the pickup. Please note that we may also ask people to present an ID card as proof of identification.  

 

＊送迎を円滑に行うために、バス送迎時の先生への伝言は行わず、必ず連絡帳をご利用ください。To process the 

pick-up/drop-off efficiently, we ask the parents not to convey any messages to the bus drivers or teachers on the bus. 

Instead, please use the communication notebook for any queries or messages for the school. 

 

＊リハーサル時やイベント時など、スクールバスは運行されません。その際のスクールバス料金はバス料金に含まれ

ておりませんので、ご返金対象にはなりません。  

Buses will not run on event days (e.g.recital). Event days are not included in the bus fees, therefore we cannot provide 

refunds. 

 

＊お子様が泣いていたり、むずかったりしている時にも、あわてず「いってらっしゃい。お家でまっているからね。」と笑
顔で送りだしてください。Some children may have difficulties separating from their parent. If parents show concern or 

worry when the child leaves, it will be more difficult for the child. We hope that parents can show a smile and hide any 

concern to make the transition easier for the child. 
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8. 延長保育について Extended Care 

(朝スポットケア：（9:00）-9:45, 午後スポットケア：授業終了時間～18:00) 

①単発スポットケア料金・・・３０分単位（５５０円） 

 

＊スポットケア（早朝保育・延長保育）について 

単発的にスポットケアが必要となる場合には、３０分単位で、朝９時より夕方６時までの間お預かりいたします。  

またスポットケアは日本人スタッフまたは外国人スタッフが担当いたします。スクールのスタッフの状況や、月極

延長保育のお友達のご人数により、お受けできないこともございますので、ご了承ください。毎回決まった曜日

や時間でのスポットケアをご希望の際は、月極延長保育のお申込みをお願いいたします。 

スポットケアをご希望の際は、前日までに連絡帳にご記入いただくか、お電話にて前日ＰＭ１５：００までに空き

状況をご確認頂き、ホームページ会員ページより申請書をダウンロードしてご記入の上ご提出ください。ご利用

料金は、お申し込み時に連絡帳にお入れください。 

現金はお手持ちの封筒、もしくは小さなビニール袋にお入れ頂き、お名前・金額・使用目的をご記入後、連絡帳

袋にお入れください。安全上、５０００円を超える現金に関しましては、お振込みでお願い致します。また、おつり

のないようにご用意をお願い致します。 

 

(Morning Spot Care ：（9:00）-9:45, Afternoon Spot Care：After Lesson Hour～18:00) 

Spot Care Fee ・・・ 550 yen per thirty minutes 

Spot Care (Extended Care) service will be provided from 9a.m.., before lessons start, to 6 P.M. with the supervision 

of either Japanese or foreign staff.  

Please apply for spot care service AFTER CONFIRMING availability by 15:00 the day before by phone or by 

leaving a note in your child’s communication notebook.  

Under certain circumstances, we may not be able to provide spot care service. If you would like to use our spot 

care service regularly, please apply for and reserve the monthly spot care service. 

Spot care fee can either be paid directly to the school staff in cash or the fee can be put into the communication 

notebook folder at the time of application. Please download the application forms from the website. 

Please put the exact change in a plain envelope or a plastic bag and send it to the school in the notebook bag. 

Please make sure to label envelopes/ plastic bags with your child’s name, amount of money, and its purpose. 

However, we would like to ask parents to pay directly to the school bank account if the amount of payment is 

higher than 5,000 yen. Please provide the exact amount of money. 

 

 

通常バスをご使用のお子様であっても、スポットケア後のアフタースクール帰りバスのお席の確保はできかね

ますので、基本的にはスクールまでお迎えいただきますようお願いいたします。お迎えが困難な場合には、バ

スの運行時間と空き状況によりお乗りいただくこともできますが、事前にご確認をお願いいたします。 

当日のキャンセルの際には、ご返金はいたしかねます。または後日、お支払いただきますようお願い申し上げ

ます。別の日へのお振替対応は行っておりませんので、ご了承ください。 

The school bus service will not be available for spot care. We will require the children to be collected by the 

parents. 

Furthermore, we cannot refund the spot care fees for cancellations made on the day. We will still require the full 

charge for the extended care time.  
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②:曜日別月極延長保育について（朝/夕）Monthly Spot Care (Morning/Afternoon)  

 

＊毎月決まった曜日とお時間での月毎のお申込みとなります。詳しくは別紙月極スポットケア利用規約を

ご覧ください。 

  スタッフが事前に準備をさせていただきますので、常時スポットケアが必要な方は月極延長保育をお申

込みください。曜日別月極延長保育をご利用の皆様は、延長保育の状況に合わせ、朝の 1便バスや

夕方の遅バスにお席を確保させていただくことが可能です。 

お申込み月の前月 20日までにお申込みの上、指定口座へお振込みをお願い致します。 

尚、お休み・早退時のご返金や減額、別の日へのお振替対応は行っておりません。 

 

※料金は、年間を通してお申込み頂く前提で計算・算出しております。 

 

手順 

①曜日別月極延長保育をお申込みになる月の前月 20日までに別途月極延長保育申込書にご記入の

上 

 ご提出ください。 

 

②申し込みが受理されましたら、指定口座に料金をお振込み下さい。 

 （振込手数料はご負担願います。） 

 （例：5月に曜日別月極延長保育を頼む場合⇒4月 20日までに申込書提出⇒受理⇒振込） 

 

＊Monthly spot care service will require an application on the previous month for a set day and time  

For those who use the monthly spot care on a particular day of the week, it is possible to reserve a seat for 

the earliest bus in the morning, and the latest bus, after the afternoon lessons, depending on the spot care 

situation.  

Please apply for spot care by the 20th of the previous month, and transfer the spot care fee into the bank 

account provided. 

Please note that there will not be any refunds or rescheduling in case of cancellation, or if the child leaves 

the school early. 

 

Procedure: 

①  Please submit a monthly spot care application form by the 20th of the previous month. 

② Once submitted, please transfer the fee to the designated account. 

(Please burden bank transfer fee at your expense.) 

(e.g. If you would apply for the monthly spot care for May, please submit the form by April 20th. After the 

application is accepted, please complete the payment by bank transfer.) 
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③:週 5日 特別延長サポート（朝/夕）Week Days Special Support Spot 

Care(Morning and Afternoon) 

【対象時間】 朝のお時間 ： 9時 15分～9時 45分まで 

  帰りのお時間 ： キンダーガーテン終了時間～18時まで 

【対象日】 月曜日～金曜日（週 5日） 

  ※Kindergartenの登園日のみの適用、ただし 8月の登園日は対象外です。 

【対象外】 ・8月の 1ヶ月間 

  ・イベント前日の短縮授業日の午後 

          ・現地集合、現地解散のお日にち 

  ・引取訓練のお日にち 

  ・4月始業式直後の全学年短縮授業日 

【申込受付期限】    ・前期分：2月 15日まで / 後期分：7月 15日まで 

 
Start time： 9:15am to 9:45am 

Ending time： After Kindergarten class to 18:00 

 Monday to Friday（Weekdays） 

  ※Only on Kindergarten school days besides August. 

Days not Applicable: All days of August 

     Afternoon of a day with shortened school hours before an event  

             School days that meet and dismiss at the designated place. 

     Days for fire drills and earthquake drills 

     Days with shortened school hours right after April’s opening ceremony 

Application deadline: Feb. 15th for the first half of the year 

July 15th for the second half of the year 
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10. 給食とおやつについて School Lunch and Snack Time  

 

＊Aloha International Preschoolでは食育も重要な教育の要素の一つと考えます。安全面を考慮し食材の産地を

厳選、また調理にはＲＯ水を使用しております。給食を通して子供たちに食べ物に対する理解・食事の楽しさ・

礼儀作法を学んでもらいたいと考えます。ご家庭でも、できるだけご家族そろって食べる時間をとるように、ま

た嫌いなものを少しでも食べようとする姿勢を身につけていただけるようご協力をお願い致します。 温かく、

栄養たっぷりの美味しいお給食を食べていただくため、お給食はスクール内調理場にて栄養士の作成した献

立をもとにご用意致します。 

また、食物アレルギーがあるお子様については事前に必ずスクールまでお申し出の上、食物アレルギー規

約・アレルギー疾患生活管理指導票・緊急個別対応表をご提出ください。 

We believe that learning about food is one important element for early childhood education. For the children’s 

safety, we carefully check where the ingredients are produced and use Reverse Osmosis water for the cooking 

process. We would like our children to learn about food and table manners and also feel joyful about eating with 

others. We would appreciate it if parents can help their children at home as well. There are a few things you can 

do at home. One of them is to have your child always eat with his/her family and not by himself/herself at 

home. Also, please encourage your child to try their disliked foods little by little. School lunch will be cooked in 

the school kitchen according to a lunch menu made by a dietitian. If your child has food allergies, please inform 

the school and submit the designated forms of Food Allergy Policy Requirements and Guidelines. 

  

＊アレルギー対応食について  School Lunch for Children with Food Allergies 

  現在、鶏卵除去食のみ提供をしております。ご希望の場合は、鶏卵除去ランチ申請書をご提出ください。 

それ以外のアレルギーをお持ちの方でスクールランチをお召し上がりになれない方はご自宅よりお弁当をご

持参ください。 

鶏卵除去ランチをお申込みの方は、ランチメニューのマーカー部分にご注意ください。 

パンの日は、ご自宅よりお召し上がり頂くパンを代替え品としてお持ち下さい。尚、代替え品をお持ちいただい

た際の返金は行なっておりません。予めご了承ください。 

赤文字部分は鶏卵除去のお料理です。 

   We offer egg-free school lunch. If you would like to request egg-free lunch, please submit the designated form.   

For any other allergies, we cannot provide school lunch. Please provide a packed lunch from home. 

Please take a look at the highlighted colors on the school lunch menu. 

Bread days are marked, so please provide egg-free bread from home. Lunches written in red are egg-free. 

Unfortunately, we will not be able to give a refund for bread. 

 

＊日本語での知育時間の一部におやつの時間を設けております。おやつはスクールでご用意いたしますが、鶏

卵以外の食物アレルギー等がある場合はスクールスナックに近いものを、スクールに相談の上で代替品をご

持参ください。 

  There is a snack time in the afternoon during Japanese Learning Time. Snacks will be provided by the school.  

  If your child has food allergies except for eggs, please provide snacks from home. 

 

＊日本語クラスを受講されない場合には、14：15の降園となります。その際のおやつのお持ち帰りやご返金は

行っておりませんので予めご了承ください。 

If your child has not applied to the Japanese class, your child will be dismissed at 14:15.  

Snacks cannot be taken home or refunded. 

 

 

＊アフタースクール（有料レッスン）にお子様がご参加される場合や夕方までのスポットケア時には、 有料にてお

やつの時間をとらせていただくことが可能です。個別にご相談ください。 

  If your child attends an after school lesson (with extra charge) or spot care service after school, we are able to 

offer another snack time before the after school lesson or during spot care with an extra charge. Please speak to 

the school staff if you wish your child to have a snack. 
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11. 諸費用納入について Payment Methods 

① 入園の取り止め、または退園される場合も入園金のご返金は致しかねます。 

Please note that there will be no refunds on the entrance fee even if your child’s entrance is cancelled. 

② 授業料につきましては、ご事情により止むを得ず途中退園をされる場合、お席を確保させていただいている
関係上、半年ごとのご退園手続きとなります。（退会月は 9 月末もしくは 3 月末）。途中退園される場合も半
年間の授業料はお支払いただきます。予めご了承下さい。 

Please note that if you wish to withdraw your child from our program, it is only permitted for the following six 

months’ time-blocks due to the position we secure for your child; either the end of September or end of March.  

For example, if you wish to withdraw your child before the six month period is over, please be aware that you 

will be still obligated to pay for the full six-month-block.  

③ 口座引き落とし/ Automatic Payment from Bank Account  

口座引き落とし手続きは、スクール入学時に行っていただきます。引き落とし時、一回につき手数料１５０円
を各ご家庭でご負担いただきます。ご了承ください。引き落とし金額に変更等がある場合のみご連絡を差し
上げます。また引き落とし手続きが終了するまで、銀行振り込みにて諸費用を請求させていただきます。
Parents will be asked to fill out a form to start a service of Automatic Payment when their child is enrolled to 

our program.  

Please note that a handling fee of 150 yen per time will also be charged. When there is a change in the payment 

amount, parents will be notified by the school.   

Please note that until the registration completes, parents will be asked to make a payment directly to the school 

bank account.        

④ 連絡帳袋の利用/Use of Notebook Bag 

現金をお入れいただく際には、封筒、もしくは小さなビニール袋にお入れ頂き、お名前・金額・使用目的をご
記入後、連絡帳袋にお入れください。安全上、５,０００円を超える現金に関しましては、お振込みでお願い致
します。また、おつりのないようにご用意をお願い致します。Please place money in a plain envelope or a 

plastic bag and send it to the school in the notebook bag. Please make sure to label envelopes/ plastic bags with 

your child’s name, amount of money, and its purpose. However, we would like to ask parents to pay directly 

to the school bank account if the amount of payment is higher than 5,000 yen. Please provide the exact amount 

of money. 

  

<お振込先> 三菱 UFJ銀行 千住中央支店 普通 ００５２８１５ 

カ）アロハ インターナショナル プリスクール 

<Bank Account> Mitsubishi UFJ Bank, Branch; Senjuchuou, Ordinary Account 0052815  

               Aloha International Preschool Co. Ltd  

 

※口座振替でのお支払いは、口座振替された通帳の記帳をもちまして領収書に代えさせていただきます。 

We replace your bankbook entry with a receipt if your payment is an automatic withdrawal from your bank account. 

※各金融機関から発行された「振込証明書(受領書)」をもって領収書に代えさせていただきます。 

We replace a "Transfer Request Form (Transfer Receipt)" issued by your financial institution with a receipt. 

※ネットバンキングからのお振込の場合は、振込決済が完了した画面をプリントアウトした書面をもって領収書に 

  代えさせていただきます。 

We replace a transfer completion printout with a receipt if you make a payment online banking. 

※表内の金額には消費税が含まれておりません。All listed prices do not include tax.  
 

※但し「その他物品」に関しましては、現金精算もあるため税込にて表示しております。ご注意ください。 

In regards to School Items, it is possible to pay by cash. The prices include tax. Please be sure to read it. 

 

※授業料や給食・おやつ費・バス代などは、年間の授業回数を基に計算されております。 

夏季休暇やイベント時等は予め料金に含まれておりません。School fees, lunches, snacks, and bus fees are 

calculated yearly by the number of classes. Holidays and events are not included in this calculation.  
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 費用項目  

Title 

金額  

Price 

お支払日  

Due 

お支払方法 

Payment Methods 

入園金 

Entrance Fee 

110,000円/yen (一般/Regular) 

88,000円/yen (Pre/JK会員/Pre/JK-Member) 

66,000円/yen（Kindergarten在園生と卒園生

の弟妹/Sibling） 

合格通知受領後 

2日以内 

Within 2 days after 

receiving a letter of 

acceptance 

指定銀行お振込 

Bank Transfer 

 

授業料 Tuition 

893,760円/yen 

別途 

国際プログラム費

込み 

/Additional Fee for 

International 

Program 

2回払い  446,880円/半年 

2-time installment plan（Every six month）  
446,880yen 

3月/9月 

Mar/Sep 

口座引き落とし 

Automatic Payment from 

Bank Account 

12回払い  74,480円/月 

12-time installment plan(per month)          

74,480yen 

前月 27日 

27th of the previous 

month 

口座引き落とし 

Automatic Payment from 

Bank Account 

日本語クラス 

2回払い 6,600円/半年 

2-time installment plan（Every six month）  
6,600yen 

3月/9月 

Mar/Sep 

口座引き落とし 

Automatic Payment from 

Bank Account 

年間教材費 

Annual Material 

Fee 

2回払い  22,800円/半年 

2-time installment plan（Every six month）   

22,800yen 

3月 27日/ 

9月 27日 

Mar 27th  

Sep 27th  

口座引き落とし 

Automatic Payment from 

Bank Account 

年間維持費 

Annual Facility Fee 
43,630円/yen 

3月 

Mar 

口座引き落とし 

Automatic Payment from 

Bank Account 

年間給食費 Lunch 

Fee 

109,080円/yen 

2回払い 54,540円／半年 

2-time installment plan（Every six month）    

54,540yen 

3月/9月 

Mar/Sep 

口座引き落とし 

Automatic Payment from 

Bank Account 

12回払い  9,090円/月 

12-time installment plan per month          

9,090yen 

前月 27日 

27th of the previous 

month 

口座引き落とし 

Automatic Payment from 

Bank Account 

年間バス代 

Bus Fee 

103,440円/yen  

2回払い  51,720円/半年 

2-time installment plan（Every six month）           
51,720yen 

3月/9月 

Mar/Sep 

口座引き落とし 

Automatic Payment from 

Bank Account 

    12回払い  8,620円/月 

12-time installment plan per month                   

8,620yen 

前月 27日 

27th of the previous 

month 

口座引き落とし 

Automatic Payment from 

Bank Account 

単発スポットケア

代 

Spot Care Fee 

30分/min ・・・550円/yen 

お申し込み時に連絡袋に料金を同封してください。

Please place the fee in your child’s notebook bag along 

with your application. 

月極曜日別 

スポットケア代 

Monthly Spot Care 

on a particular day 

of the week are  

 

曜日により異なりますのでお問い合わせくださ

い。 The prices will differ depending on the 

schedule, so please contact the school office.  

 

申請書提出後 

5日以内 

Within 5 days after  

 you applied  

指定銀行お振込 

Bank Transfer 

週 5日        

特別サポート   

延長保育 

Week Days Special 

Support Spot Care 

29,000円／1ヶ月（前期 5ヶ月、後期 6ヶ月） 
29,000yen a month  

(First half of the year 5 months,  

Second half of the year 6 months) 

3月 27日/ 

9月 27日 

Mar 27th/Sep 27th 

口座引き落とし 

Automatic Payment from 

Bank Account 

アフタースクール

授業料・教材費・維

持費等 

After School Fees 

割引料金でのご参加が可能です。 

ご希望の際は、お問い合わせ下さい。 

A discount will apply to the tuition fee. Please 

speak to the school staff for more information. 

前月 27日 

27th of the previous 

month 

口座引き落とし 

Automatic Payment from 

Bank Account 

行事参加費 Event 

Participation Fee 
別途お知らせいたします。TBA 

別途お知らせ致します。 

TBA 

お申し込み時に連絡帳袋に

料金を同封してください。
Please place the fee in your 

child’s notebook bag along 

with your application. 
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サマーキャンプ等

参加費用 

Summer Camp Fee, 

etc. 

別途お知らせいたします。 

割引料金でのご参加が可能です。  

TBA. A discount will apply to the participation 

fee. 

別途お知らせ致します。 

TBA 

別途お知らせ致します。  

TBA 

 

特別書類発行手数料 

Document issuance 

fee 

収入印紙なし（without Revenue stamp） 

            220円/yen (1通/sheet) 
お申し込み時に連絡帳袋に料金を同封してください。 

Please place the fee in your child’s notebook bag along with 

your application. 

※収入印紙あり（without Revenue stamp） 

   220円/yen + 収入印紙代金(1通/sheet)    

※収入印紙は非課税（100万円以下は 200円

/Revenue stamp=tax-exempt ） 

その他物品 

 

School Items  

登園リュック/School’s Bag 4,400円/yen 

登園帽子/School’s Hat 2,057円/yen 

Tシャツ/T-shirt 1,995円/yen 

トレーナー/Sweatshirt 3,305円/yen 

ズボン/Pants5,192円/yen 

(140㎝/6,930円/yen) 

スカート/Skirt5,192円/yen 

(140㎝/6,930円/yen) 

ジャケット/Jacket9,405円/yen 

(140㎝/13,200円/yen） 

防災ずきん/Head Protector 3,200円/yen 

トートバッグ/Tote Bag 2,370円/yen 

お道具箱/Art Box 715円/yen 

パーカー/Zip Hooded Sweatshirt 3,580円/yen 

5,000円未満の場合は連絡帳袋にお入れください。
When the total balance is less than 5,000 yen, please use 

notebook bags to make a payment. 

5,000円以上の場合はお振込みください。/When the 

total balance is more than 5,000 yen, please make a 

payment directly to the school’s bank account.  

詳しくは項 10．諸費用納入について④をご覧ください。 

Please see “10. Payment Methods ④” for the details. 

 

  

① クラス名 

② 氏名 

③ 封入金額 

④ 使用目的(例：スポット代) 

⑤ 〇月〇日分 (実施日) 

現金をお支払いの際には、封筒に 

・ 何に対する支払いか 

・ 何月何日に実施したものか 

・ 誰からの支払いか 

誰が見ても明確に内容を把握できるよう、

左の図のように詳細をご記載ください。 
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11.スクール販売品について School Products 

 

制服等、スクールで販売している物品につきましては、在庫がある場合は注文をお受けしてすぐにお渡しするこ

とができますが、在庫がない場合は納品までお時間をいただくことがございます。予めご了承ください。 

When parents order school products, they will receive them immediately if we keep them in stock. Please 

understand that it might take a while to receive the products if they are out of stock.  

 

12. 進級について Promotion  

 

＊次年度の進級につきましては 12月にスクールより進級確認のご連絡をさしあげます。ご家庭のご事情により

やむを得ずご進級をご希望されない場合には、1週間以内に次年度へのご進級辞退届をご提出ください。ご

進級辞退のお申し出がない場合には、ご進級として引き続きご登録をさせていただきます。ご辞退届のご提

出期限後に進級をキャンセルされた際には、4月の授業料がキャンセル料金として発生します。 

  Parents will receive a letter regarding the next school year in December. We would like to know if you wish to 

continue sending your child to our school for the next school year. Please submit the designated form within a 

week after receiving the letter if you do not wish to go to the next year. If you do not submit the designated form, 

the school will keep you registered to go to the next grade.  

If parents decide not to send their child to the school after submitting the form, one month’s tuition fee will be 

charged as a cancellation fee.  

 

13. 退園について Withdrawal  

 

＊授業料につきましては、ご事情により止むを得ず途中退園をされる場合、お席を確保させていただいている関

係上、半年ごとのご退園手続きとなります。（退会月は 9月末もしくは 3月末）。 

年度の途中で退園される場合も半年分の授業料はお支払いただきます。予めご了承下さい。 

（前期分 433,680円、後期分 433,680円） 

やむを得ず、ご退園をご希望の際には、9月末に退園される場合は 7月 15日までに、所定の用紙にて退園

を申し出てください。 

   

  3月末退園(次年度の進級をされず 3月末をもって退園される場合は 12月の進級確認時にご進級を希望さ

れない旨ご記入いただき、1週間以内に退園届と併せてご提出ください。 

  

期日を過ぎてからのお申し出の際には、下記のとおり違約金が発生いたしますので、必ず期日をご確認い 

ただきご提出ください。 

◎退園届提出日によるお支払い金額は以下の通りです。土日祝日の場合は前開校日までとなります。 

     【前期】 

7月 15日まで：退園届けを提出してください。（違約金はかかりません） 

       7月 16日～9月 5日：退園届けを提出の上、違約金 72,280円をお支払いください。 

       9月 6日以降～後期期間中：退園届けを提出の上、後期分授業料 433,680円をお支払いが発生いた

します。 

     【後期】 

12月の進級確認書提出期限まで：退園届けを提出してください（違約金はかかりません） 

       12月の進級確認書提出期限翌日～3月 5日：退園届けを提出の上、違約金 72,280円をお支払いく

ださい。 

      3月 6日以降～前期の期間中：提出の上、前期分授業料 433,680円のお支払いが発生いたします。 

 

  Please note that if you wish to withdraw your child from our program, it is only permitted for the following six 

months’ time-blocks due to the position we secure for your child; either the end of September or end of March.  

For example, if you wish to withdraw your child before the six-month period is over, please be aware that you 

will be still obligated to pay for the full six-month-block. 
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 If you wish to withdraw your child from our program, it is only permitted for the following six months’ time-

blocks due to the position we secure for your child; either the end of September or end of March.  

If withdrawing in September, please notify the school by 15th of July by submitting a letter of withdrawal.     

For a withdrawal in March (not proceeding to the next grade level), please notify the school in the “Agreement 

Form for moving up to the next grade” provided in December, together with a withdrawal form. 

 

For requests past the due date, we will charge a cancelation fee as the following, so please make sure to confirm 

the due date when submitting the forms.  

◎The price of the payment for withdrawal with the date of payment is as below. If the notification date falls on 

  a Saturday, Sunday or a Japanese holiday, please notify us on the school day before those days off. 

 

  【First half of the school year】 

   By July 15th : Submit withdrawal form ( no charge applied). 

   From July 16th to September 5th : Submit withdrawal form. A charge of 72,280 yen will be applied. 

   From September 6th to the second half of the school year.: Submit the withdrawal form and pay the tuition 

charge for the whole second half of the school year (433,680 yen) will 

be applied. 

  【Second half of the school year】 

   By the due date of submitting the Agreement Form for Moving Up to the Next Stage 

 : Submit withdrawal form ( no charge applied ) 

   Next day of the due date of submitting the Agreement Form for Moving Up to the Next Stage to March 5th: 

                                : Submit withdrawal form. A charge of 72,280 yen will be applied. 

March 6th to the first half of school year: Submit withdrawal form and the tuition charge for the whole 

first half of school year (433,680 yen) will be applied. 
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14．緊急時・警報等発令時の対応  Emergency Situation  

①交通機関のストライキ・台風･地震･大雪などの災害、流行性の病気が発生した場合、および発生すると予想

される場合は当校の判断（区、都、保健所等からの指示含む）により休園となります。授業料並びに諸経費

のご返金、振替授業は致しかねます。連絡システム（アイティーサービス）の受信を必ずご確認ください。 

School may be closed at the school’s discretion (including the direction from Adachi-ku, City of Tokyo, public 

health care center, etc.) when transportation strikes and a natural disaster such as a typhoon, earthquake, or heavy 

snow and contagious diseases occur or might occur. 

At these times, the tuition and all other expenses will not be refunded. Also, there will not be makeup lessons. 

Please make sure to check the communication system (IT service) for notifications. 
 

 

警報：大雨・暴風・大雪警報が足立区に発令された場合はお休みとなります。 連絡システム（アイティーサービ

ス）を使いスクールよりご連絡を差し上げますが、個別にご連絡は差し上げませんので気象情報を各ご家庭も

ご確認ください。足立区以外にお住まいの場合でお住まいの地域に警報が発令された場合は、各自で登園さ

れるかどうかご判断を頂きますようお願い申し上げます。また、送迎バスをご利用のお子様については警報が

発令されている地域には安全のため送迎バスの運行は見合わせていただきます。ご了承くださいますようお

願い申し上げます。 

When official severe weather warnings such as Oamekeihou(Heavy Rain)・Bofukeihou (Heavy Wind)・

Oyukikeihou(Heavy Snow) are issued in Adachi ward, the school will be closed. The school will not contact 

each family individually. They will be only notified by the school’s communication service (IT service) (please 

see p.19.), So please BE SURE to check your mail service. We also recommend parents check the weather 

forecast on their own as well. For those who are not residents of Adachi ward, if official severe weather warnings 

are issued in your area, parents are requested to make a decision whether their child will come to the school or 

not. Please note that the school bus will not be available for the area issued with severe weather warnings.     

 

 

②災害時の緊急避難場所は市役所などの指導により、以下の通りとなっています。 

Adachi Ward designated the evacuation location as follows. 

 

避難場所につきましては、下記のとおりとさせていただいておりますが、状況により変更となる場合やスクー

ル内で待機をさせていただく場合もございます。保護者様は、まずはスクールに一度お越しください。避難をし

ている場合には、玄関扉前にお子様の避難をしている場所のお知らせを掲示させていただきますので、避難

場所を確認していただき、お迎えをお願いします。 

外出時に災害が起きた際も、スクール近辺での外出の場合は、安全を確認しながらスクールに戻り、スクール

にて待機、もしくは、全員で避難を致します。 

Our evacuation sites designated by Adachi Ward are listed below. Depending on the situation, we may not move 

to the evacuation site and remain in the school building instead. First, parents should come to the school. Your 

children will be at the school with the school staff, or we will put a notice of an evacuation site on the front door 

of the school building so parents can come to meet their child at that location. If a disaster occurs, while children 

are outside the school building the school staff will either bring the children back to the school or take them 

directly to an evacuation place.   

 

２０１１年３月の東日本大震災のような大きな震災時には、交通の状況が読めませんので、バスの運行は基

本的には行われません。 

スクールまでお子様をお迎え頂きます様、お願い致します。震災後、バスの運行を行う場合には連絡システム

（アイティーサービス）にてお知らせをさせていただきます。 

Please note. In case a great earthquake disaster like the 2011 Tohoku Earthquake and tsunami occurs, the school 

will not be able to operate the school bus. Parents are requested to pick up their child at school. Parents will be 

notified by the school’s communication system (IT service) if the school is able to run the bus service. 

災害時一時集合場所及び避難場所：荒川土手（荒川北岸・河川敷一帯避難所内） 

Temporary Gathering Site: Arakawa River side (Arakawa Hokugan, Kasenjiki emergency site) 
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③当校では緊急の場合、足立区（北千住校）・荒川区（南千住校）の救急医療機関へお連れ致します。 

The following clinics in Adachi Ward and Arakawa Ward are cooperating with our school in case children have to 

be seen by a doctor. 

 

④スクール内での怪我について、擦り傷など微傷のときは、スクールで手当てをいたします。裂傷骨折等の場

合、スクールより病院にお連れする場合がございます。この場合に掛かる診療費・治療費は保護者様負担となり

ます。緊急時に備え、お子様の乳児医療証のコピーのご提出をお願い致します。 

If a child gets injured on school property; 

If the injury is mild, it will be treated at school.  

If the injury is severe such as fractures, lacerations, etc., he/she will be taken to a clinic.  

Please note that in this case the cost of medical treatment will be charged to the parents.  

To prepare for an emergency situation, parents are asked to submit a copy of their insurance card.  

 

※補足 

避難場所につきましては、足立区と足立高砂町会の指定する一時集合場所・避難場所である荒川土手（荒川北

岸・河川敷一帯避難所内）とさせて頂いております。 

また、倒壊・焼失等で生活が出来ない場合の第一次避難場所に指定されております小中学校（足立小学校等）

に避難する場合もございます。上記以外の場所に避難する場合も状況により起こり得ます。 

その場合は状況が落ち着き次第、避難場所をスクールの玄関前に掲示致しますので、避難場所までのお迎えを

お願い致します。 

 

上記の通り行政の定めに従い避難すべく準備しておりますが、実際に避難場所である荒川一帯が被災した場合

は、江東 5 区広域避難推進協議会発行の大規模水害五ハザードマップに記載の通り、江東 5 区及び区長の指

示・勧告及び避難情報に基づいて、広域避難（埼玉・東京西部その他）または域内垂直避難を致します。 

 

※Supplement 

For emergency evacuations, we will evacuate to the riverside of the Arakawa river  (north bank of Arakawa river ・ 

whole evacuation area of riverbed ) as designated by Adachi ward and Adachi Takasago town assembly. 

Also, we might evacuate to an elementary or junior high school (e.g. Adachi Elementary School) which are designated 

as the first evacuation area when we have trouble to live due to houses being destroyed by collapse or fire, or some 

other location depending on the situation. 

We will put the notice of location on the door of the school office as soon as we get settled so please come to pick up 

your child at the location. 

 

As written above, we prepare for emergency evacuations according to the regulations of administration, however, in 

the case that the Arakawa area is damaged by disaster, according to the flooding hazard map issued by Koto 5 wards 

large area disaster and prevention council, we will enforce a large area evacuation ( Saitama ・ west side of Tokyo ) 

or vertical evacuation based on the order・counsel and evacuation information by Koto 5 wards.   
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15．キンダーガーテンアフタースクール（別途有料）について 

Kindergarten Afterschool (Option) 

アフタースクールについて Afterschool classes 

キンダーガーテン生の皆様が受講して頂けるアフタークラスは以下の通りです。 

ご希望される場合は、別途入会申込書をご提出ください。 

Afterschool class for Aloha’s Kindergarteners are as listed below. If you wish to apply, please fill in a separate 

application form. 

 

1） Progressive Basic（年少）、Progressive Intermediate(年中長) 

キンダーガーテン生の皆様のみお通い頂けるオプションプログラムです。 

Progressive Basic Class and Intermediate Class are optional programs provided only for Kindergarten 
students which belong to the guideline.  
こちらのクラスは、キンダーガーテンプログラムのオプションクラスとなりますので、年間カレンダーはキンダ
ーガーテンカレンダーをご覧ください。 

This class follows the same yearly calendar as the kindergarten program.  

 
※キンダーガーテンが、区、都、保健所等からの指示による休園、並びに自然災害時等の休園時に 
は、こちらのクラスも休校となります。なお授業料並びに諸経費のご返金、振替授業は致しかねま 
すのでご了承ください。 
These 2 classes will be closed whenever the Kindergarten classes are closed. 
Whenever the Kindergarten classes are closed temporarily due to the regulations of  Tokyo, Adachi- 
ku or public health care center etc. and natural disaster, we will not refund the class tuition and 
miscellaneous expenses nor any make up lessons. 
 

 

2）アフターキンダースクール（AKS：年少・年中）、アフターキンダーアドバンス（AKA：年長・小 1） 

After Kinder School (AKS: 1st year, 2nd year), After Kinder Advance (AKA: 3rd year, Elementary 1 st grade) 

Aloha以外の幼稚園・小学校に通っている一般会員の皆様を対象としたアフタースクールプログラムです。 

キンダーガーデン生はアフタースクール（AKS/AKAクラス）を割引価格で受講していただけます。ただし、

AKS/AKAクラスは一般会員の皆様（Kindergarten生以外）のお申込みを優先とさせて頂きますので、空き

状況と受講料をご確認の上お申し込みください。定員の関係上、ご希望に添えない場合もございますので、

ご了承ください。注意事項等につきましては別途 Pre・JK・AKS・AKA・ELE用 GUIDANCEをご覧ください。

年間カレンダーにつきましては、別途 Pre・JK・AKS・AKA・ELE用カレンダーをご覧ください。 

AKS and AKA classes are provided for general members who attend kindergarten/ Elementary school outside 

of Aloha. AKS/AKA classes are prioritized for general members (non-Aloha kindergarteners). Please confirm 

the availability of the classes and fees to apply for these classes. Please note that these classes will not be 

available for Aloha’s Kindergarteners if the classes are full. Please take a look at guidance for 

Pre/Jk/AKS/AKA/ELE for precautions and Afterschool calendar for the schedule. 

 

※キンダーガーテンの休日に、アフタースクールのみにお越しの際、スクールバスをご利用される場合に
は、別途スクールバス料金が発生致します。（キンダーガーテンのスクールバス代には含まれておりませ
ん）If you require the bus service for an afterschool class on days that kindergarten is closed, a separate school 

bus fee will be charged. (This bus fee is not included in the kindergarten bus fee) 

 

※Progressiveをお申込みの方は Progressive後のお送りバスにてお席を確保させて頂きますので

Progressiveをお休みして Kindergartenの降園時間にお帰りになる場合でも、基本はキンダーガーテンの

送りバスにはお乗りいただけません。Progressiveをお休みされる場合はスクールまでお迎えをお願い致

します。For the Kindergarten children who join Progressive class, we will reserve their seats on the drop-off 

bus after the Progressive class finishes, therefore they cannot get on the drop-off bus right after 

Kindergarten finishes if your child will be absent from Progressive class. Please come to pick up your child 

at school if your child will be absent from Progressive class. 
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16. その他のお知らせ Others （１） 

③ 提携医療機関について  

認可外保育施設指導監督基準に基づき、継続して保育している児童の健康診断を入所時、及び一年に二回

実施することを義務付けられています。入園後の健診は、下記提携医療機関に依頼し当園で実施いたしま

す。 健診料は、実施時に別途実費となりますので、現金にてお支払い頂きます。 

スクールでの健診日に欠席される場合には、各ご家庭で健診をお受け頂き、ご報告ください。 

     【医療機関】 

     あべ内科小児科 

     〒123-0851 東京都足立区梅田 1-18-5   電話 03-3886-6017  

Children have a health checkup at/by the clinic below at a time of admission and twice during a school year.  

We will request to pay the fee in cash. If your child is absent on the day of a checkup, please have it done by 

yourself and report it to school. 

 【Clinic】 
  Abe Internal Medicine Pediatrics 

 1-18-5 Umeda Adachi-ku, Tokyo 123-0851   TEL 03-3886-6017 

 
※健診の内容に関しましては、提携をさせていただいておりますあべ内科小児科の先生のご判断の 
もと聴診・触診を行なっております。 保護者さまへの健診結果報告につきましては、所見有りという
結果でない限りはご連絡いたしません。（有所見と診断された場合は、担任よりご連絡いたします）
The annual medical check from Abe Clinic involves auscultation and palpation of the stomach area. If 
there aren’t any abnormal findings after the medical check, we will not call the parents.  
(If there are any abnormal findings after examining the children, the class teacher will notify the 
parent. ) 
 
※園内実施の健康診断につきましては、保護者の皆さまのご負担を軽減させていただく事を目的と 
しております。 かかりつけ医さまにて健診をお受けされたい場合には、その旨事前に担任へ連絡帳 
にて知らせいただき、当園の健診実施日までに必ず診断書のコピーをご提出ください。 
The reason for our annual medical check is so that the guardians do not have to visit the clinic with 
their children in their own time. If you would like to have your medical checks done by your own 
doctor, please notify your class teacher via notebook and make sure to bring a doctor’s note before 
our medical check. 
 

④ 保険の種類、保険事故及び保険金額について 

当園は、以下の保険に加入しています。 

      保険の種類  賠償責任保険 

      保険事故  施設内で事故が起きた際の損害賠償保険 

      保険金額  最高 対人賠償  1億円 

  対物賠償        500万円 

お子様同士のトラブルの際には、施設の賠償保険が適用とならないケースもございますので、各ご家庭でも

個人賠償保険のご加入をお勧めします。 

 We have an insurance as follows; 

   Insurance type: Liability Insurance 

   Insured events: Accidents occurred on school property 

   Insurance amount: Bodily Injury Liability: Maximum 100 million JPY 

       Property Damage Liability: Maximum 5 million JPY 

Troubles between children may not be covered. We highly recommend that you have a personal liability 

insurance. 

 
⑤ 当校では、スクール生活においてお友達とのコミュニケーションを積極的に経験していただきたいと思っ 

ております。安全面には十分配慮させていただきますが、お友達同士のトラブルによるお怪我があった場合
は、スクールスタッフ立会いのもと両ご家族様でのお話し合いをしていただくこともございます。 

ご理解とご協力をお願い致します。 

 Children will learn by playing with other children in different situations through their school lives. We would 

like to make sure that children have various learning experiences. We would like parents to understand that 

children may unlikely but possibly get mildly injured while they are playing with others. Please note that if a 

child is seriously injured by another child, the school may hold a meeting for both parents.  
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17. その他（２） Others（２） 

① 当校ではプログラム中に撮影したお子様の写真・映像を広告・出版物・ホームページ等に使用することがあ
りますので、予めご了承ください。望まれない方は個別にご相談ください。Aloha International Preschool has 

an official website. The photographs and movies of children taken during school hours will be used on this 

website as well as on the advertisements and publications. If parents do not wish their child’s photos and 
movies to be used, please talk to the school staff. 

 

② 当校では、授業中やリサイタル・イベント・スクールバス内等の写真・動画撮影は禁止させて頂いておりま

す。また、一部撮影可のイベント時にお撮りいただいた写真・動画のインターネット上のページ掲載も禁止さ

せて頂きます。 

At our school, we request parents not to take videos/photographs during class time and special events such as 

recitals. We also forbid any videos/photographs taken at special events and visitation days including recitals to 

be uploaded to the Internet.   

   

③ 当校では、メール配信システム（ITサービス）を利用して保護者の方にスクールからのお知らせを送信させ
ていただいております。アドレスの変更や受講クラスの変更があった場合にも再度ご登録が必要となりま
す。緊急時にも対応しておりますので、必ずご確認・ご登録をお願いいたします。Aloha International 

Preschool has a Mail Service system to notify the parents of important information.  If there has been a change 

in your mail address or the class you are taking, you will need to update your information within the system, 

so please ensure that such an update is made.  This system will be used in case of emergencies as well, so 

please make sure that you are registered in the system.  

授業参観やイベントにより、安全面と授業をお受け頂く生徒の皆さんの妨げになりませんよう、小さなお子さ

まのご同伴をご遠慮頂いております。各ご家庭にてご協力くださいますようお願い致します。 

We kindly ask you to refrain from bringing the younger siblings to the parents visiting days and some events 

for the safety and to avoid disturbing the event. 

 

④ 公式ホームページには会員専用ページがございます。会員専用ページの IDとパスワードにつきましては
別途お知らせいたします。このパスワードをスクール関係者以外に公開することは原則として禁止させてい
ただきます。ご了承ください。The Official School Website has member’s only pages. Parents will be noticed 

separately of their ID and password. Please note that the member’s only pages contain private information and 

parents are asked not to share the ID and Password with others. 

公式ホームページ/ Official School Website      https://aloha-inter.com  

 

⑤ スクールスタッフと保護者の方の個人的なお付き合いは控えさせていただきます。ご理解ください。   

Please note that the school staff are not allowed to establish personal relationships with the children’s families. 

  

⑥ 課外レッスンについては、事前にお申込みが必要です。 

バスケットボールクラス（年中長）・ダンスクラス（年少～年長・卒園生）となります。 

課外レッスンのお月謝は、月謝袋を毎月配布致します。お月謝はおつりのないようにお願い致します。 

レッスン開催日は、Kindergartenスクールカレンダーの表記をご覧ください。 

※課外レッスンは、課外の先生のスケジュールにより変更となる場合もございます。Kindergartenのガイドラ 

インとは異なりますので、ご注意ください。 

For extracurricular classes, an application form must be submitted in advance. 

・Basketball class (2nd/3rd year)  

・Dance class (1st~3rd year). 

Please provide monthly fees for these classes in the envelope provided by the school (given out every month). 

Please only provide the exact amount in the envelope. 

Please take a look at our Kindergarten school calendar to check the dates on which lessons will be held. 

※Due to the schedule of the teachers of extracurricular lessons, lessons might have some changes.  

Please be aware the extracurricular lessons do not belong to our Kindergarten guideline. 

 

⑦ Summer Camp等へのご参加は割引料金でご参加いただけます。料金はその都度お知らせ致します。

Kindergarten children will receive a discount on participation fees for Summer Camp, etc. Fees will be 

notified per event. 

 

⑨ お弁当について 
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遠足やイベント等でお弁当を持参される場合や、鶏卵以外のアレルギーをお持ちのお子さま等スクールに申請し

て許可を得ている方が毎日お持ちになるお弁当に関してお願い致します。 

以下の食品はアレルギーを起こすと重篤な状態になりやすい為、ご持参を禁止させて頂いております。お入れい

ただきませんようご協力をお願い致します。 

キウイ・ナッツ類・魚卵・そば 

About bringing lunch from home 

When your child brings lunch from home due to a field trip or a special event, or you submitted to our        

school to bring his/her own lunch from home due to their food allergy except egg, please make sure not to    

put KIWI, NUTS, FISH ROE, SOBA in your child’s lunch because these foods have a strong risk of   

causing heavy allergic symptoms.  

 

⑩ 強制退園について 

以下の項目に該当する場合は、退園とさせていただくことがあります。 

①  月謝などの費用を 2ケ月以上滞納されたとき 

②  1ヶ月以上連絡無しで欠席され、保護者様とご連絡が取れなかったとき 

③  当校の方針に従わず、不利益をもたらしたとき 

※ 退園時に全ての費用を一括にてご精算いただきます。 

     

  **You may be asked to permanently leave under the following conditions: 

1. Fees are unpaid for 2 months or more. 

2. Absence for over 1 month WITHOUT any notice. 

3. Unable to follow our rules and policies, and/or inflicting any damage or loss to the school. 

※We request that you pay all the fees upon leaving. 
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治癒証明書/Doctor’s Permission Form 

 

 

Aloha International Preschool 

 

こども氏名                      年齢        

 

 

上記の者は 

（                        ）が治癒しましたので 

 

       年      月     日より、 

 

集団生活に入っても差し支えありません。 

 

 

      年     月     日 

 

医療機関名・住所 

 

医師名 

 

 

＊こちらは原本です。コピーをしてお使い頂きます様ご協力ください。 

This is the original. Please copy this form for use 
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記入日/Date    年 y   月 m   日 d 

お薬れんらく表 Medication Authorization Form 

＊お薬の外袋にもお子様のお名前をご記入ください。Please make sure to label the medicine with your 

child’s name.  

お子様氏名 Child’s Name  

病名・症状 
Sickness ,Symptoms  

 

お薬の名前 Medication １ ２ 

お薬の効能 Medical Effect １ ２ 

使用する日時 

Date and time to be given 

Start from                     Ends 
     月/m    日/d ～    月/m    日 d 
時間/time to be given（食前・食後等） 

使用方法 Instruction 
 

記入日/Date    年 y   月 m   日 d 

お薬れんらく表 Medication Authorization Form 

＊お薬の外袋にもお子様のお名前をご記入ください。Please make sure to label the medicine with your 

child’s name.  

お子様氏名 Child’s Name  

病名・症状 
Sickness ,Symptoms  

 

お薬の名前 Medication １ ２ 

お薬の効能 Medical Effect １ ２ 

使用する日時 

Date and time to be given 

Start from                     Ends 
     月/m    日/d ～    月/m    日 d 
時間/time to be given（食前・食後等） 

使用方法 Instruction 
 

 

 

 

 

＊こちらは原本です。コピーをしてお使い頂きます様ご協力ください。 

This is the original. Please copy this form for use 
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認可外保育所について 
2019年 10月から、幼児教育・保育の利用料の一部が無償となりました。 
当スクールでは、利用料一部無償化の対象施設である認可外保育施設等（東京都認証保育所、ベビーホテル

など）として東京都に申請を済ませ、2021年 3月より指導監督基準を全て満たした認可外保育施設として承認さ

れています。 保育の必要性の認定を受けられ、お住まいの市区町村で申請を受理された対象の保護者の方

が給付金を受け取ることが可能となりました。 

市区町村により、通常の給付金（37,000円）に上乗せして給付される市区町村もございます。（例：荒川区） 

詳細はお住まいの市区町村にご確認ください。 

1、 お住いの市区町村へ申請し、ご自身の「保育の必要性の認定」をお受けください。 

(その際、就労等の要件を満たす必要がございます) 

2、 ご自身の保育の必要性がお住まいの市区町村で認められましたら、自治体発行の『認定証』のコピーを 

スクールまでご提出ください。 

(原本は、ご自宅で大切に保管願います) 

3、 特別書類発行手数料を添えて、スクールまでご依頼ください。 自治体への補助金申請に必要な証明書を

お渡しいたします。 

★ 自治体発行の『認定証』には有効期限がございます。 

認定証が更新された場合は、改めてスクールまで認定証のコピーをご提出ください。 

 

＜施設の概要＞ 

 施設の名称・所在地 Aloha International Preschool 東京都足立区足立 1-3-11 

 施設の構造  Annex1 鉄骨造 3階建て 

     教室（1階 2室）面積 33.1m2、 32.4m2 
               （2階 2室）面積 37m2、 37m2 

     その他 面積 151.5m2 

    Annex2 木造 2階建て 

     教室（2階 1室）面積 38 m2 

〈設置者〉 

 設置者の氏名及び住所 

 又は名称及び所在地    株式会社 Aloha International Preschool 

                        東京都足立区足立 1-3-11 

<施設管理者〉 

 施設の管理者の氏名    晝間由佳 

                         

◇保育内容等に関する問い合わせ、苦情等の受付先 

  事業者は、保育に関する相談、要望、苦情等に対し、誠実かつ迅速に対応します。 

  担当者氏名     晝間 由佳 （スクール代表） 

  連絡先  電話 03-6908-8150 

  受付時間 午前 9時から午後 6時 

 

 

当校は児童福祉法第 35条の認可を受けていない保育施設（認可外保育施設）として、同法第 59条の 2に 

基づき東京都への設置届出を義務付けられた施設です。 

 

【設置届先】 東京都福祉保健局少子社会対策部保育支援課 （電話）03-5320-4131 
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Regarding Ninkagai Hoiku-sho: 

 

Part of preschool education/childcare has been free since October 2019. 

We applied to Tokyo as a Ninkagai Hoiku-sho such as nursery schools certified by Tokyo and baby hotels, etc. who 

are subject to the partial free tuition project. It is now possible for you to receive the benefit if your child’s necessity 

of childcare qualifies and your application is accepted by your ward. 

 

1. Please apply to your ward and receive a certification that your child needs a childcare. (There are some 

conditions then you have to meet such as working, etc.) 

2. When your child’s necessity of childcare qualifies in your ward, please submit a copy of certificate issued by 

your ward. Please keep the original at home. 

3. Please request to the school with a special document issuance fee.  

★ A certificate issued by a ward has a deadline. When your certificate renews, please turn in a new copy. 

 

＜Facility Summary＞ 

 Facility Name･Address Aloha International Preschool 

    1-3-11 Adachi Adachi-ku, Tokyo 

 Facility Structure  Annex1 Steel framed 3 floors 

     Classrooms (2 rooms on 1st floor) 33.1㎡, 32.4㎡ 

          (2 rooms on 2nd floor) 37㎡, 37㎡ 

     Other 151.5㎡ 

    Annex2 Wooden structured 2 floors 

     Classroom (1 room on 2nd floor) 38㎡ 

＜Installer> 

 Installer Name･Address Aloha International Preschool, Co., Ltd. 

  / Location  1-3-11 Adachi Adachi-ku, Tokyo 

 

＜Facility Manager＞  

 Facility Manger Name･ Yuka Hiruma 

  Address   1-3-11 Adachi Adachi-ku, Tokyo 

 

 

◇Contact for questions for childcare and complaints 

  The owner responds to consults, requests, complaints regarding childcare sincerely and quickly. 

 Person in charge Yuka Hiruma, Company representative 

 Contact  03-6908-8150 

 Reception hours 9a.m. – 6 pm 

 

Aloha International Preschool is a facility required to notify establishment to Tokyo under Article 59-2 of Child 

Welfare Act 


