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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 enable smooth school operation and maintain 

fairness. 

You are asked to understand and acknowledge the Guideline and without your 

understanding and acknowledgement, your child cannot join 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。 

アメリカの幼児教育クリエイティブカリキュラムⓇを使用し、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

育むことができ、子どもたちは「やれば出来るんだ」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、自分で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.   

 

Using the American early childhood education program called Creative CurriculumⓇ, 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 

to make their own choices and decisions in life. 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．開催日及び時間について School Days and Hours 

  1)当校では、原則として、以下の通り開校いたします。 

 

北千住校 

月曜日～金曜日 9：00～18：00 

 

南千住校 

月曜日～金曜日 10：00～18：00（月曜日は 18：30） 
 

また、週末はスペシャルイベントなどを開催することがあります。 

 

Aloha will be open during the hours specified below: 

 

 Kita-senju school  

 Monday to Friday 9am-6pm 

 

 Minami-senju school  

 Monday 10am-6：30pm 

 Tuesday-Friday 10am-6pm 

  

 Weekends may be open for special events. 

  

2)各クラスの開催時間については、クラス別のご案内をご覧ください。 

 The times of the classes can be seen on the information leaflet for each class.  

   

3)日曜日、祝祭日とその振替休日、お盆時期、年末年始、その他当校の定める日は休講になります。 

祝祭日には、レッスン日数によりレッスンが行われる場合もあります。 

詳しくは、年間スクールカレンダーをご確認ください。 

尚、開催日が変更になることもございますので、その際は当校よりご連絡を差し上げます。 

 School is closed on Sundays, public holidays, makeup holidays, Obon holidays, year-end and new-year’s holidays. 

School may open on a public holiday to balance the number of school days and may be closed on a normal day so 

please make sure to check the school calendar. If there are sudden changes in the open days the school will notify 

you in advance. 

   

4)一時保育（スポットケア）・Kindergarten（幼稚園コース）を除くプログラムは 、各曜日ごとに同日数をスクール 

  カレンダーに基づき開催いたします。 

ただし、休講日などの関係で１ケ月の開催日が異なることもありますので、予めご了承ください。 

    Programs other than Spot care and Kindergarten will be the same number of times for each day of the week. However, 

please be aware that our monthly schedules are subject to change due to the above-mentioned school-closed days. 

  

5)交通機関のストライキや、地震、台風、大雪などの災害が発生した場合および発生すると予想される場合は、 

当校の判断によりプログラムやバスの運行を中止する場合があります。その際の振替レッスンは行いません。 

予めその日に振替を取られていた方は別の日に変更が可能ですのでスクールまでご連絡ください。 

（振替レッスンの定めのないクラスもございます。別途ｐ.31参照） 
 In case of strikes in the transportation systems, earthquakes, typhoons, heavy snow, and other natural disasters, the 

school may close or cancel the bus service. There will be no make・up classes held for such days.  

   （Some classes have no make- up lessons allowed. Please look at p.31.） 

 

6）各クラス最低遂行人数を割った場合は、年度の途中でもクラスの閉鎖及び移動をお願いする場合がございま

す。予めご了承ください。 

 If the minimum number of children per class is not reached, we may close the class or ask you to transfer to a 

different class, even if it is during the middle of the school year. 
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3．入会について Admission 

1)当校は、0歳から 12歳までの心身ともに健康なお子様がご利用できます。 

お子様の発達状況により当校のプログラムにご参加が難しいと判断した場合にはご入会をお断りする場合や途

中退会とさせて頂く場合がございます。その場合、ご入会後の入会金のご返金はできません。 

 Our school’s programs are available to children between 0 and 12 years of age who are physically and mentally fit. If 

we determine that the child’s developmental stage is not yet suitable to join our program, we may decline the admission 

or ask for a mid-course withdrawal. In this case, we cannot refund the admission fee.   

 

2)プログラムへの参加は、入会申込書、各プログラムの申込書および必要書類をご提出いただき、入会金、月謝、 

教材費、維持費等初月度に必要な費用をお支払いいただいた時点で開始できます。 

お申込み後キャンセルをいただいた際には、ご入会金のご返金は致しかねます。 

The students may attend their programs once all the necessary application forms are submitted and all the necessary 

fees (enrollment fee, monthly fee, teaching-materials fee, maintenance fee, etc.) are paid. Once the application process 

is complete, please be aware that the enrollment fee will NOT be refunded. 

 

3)入会時に会員証（メンバーシップカード）をお配り致します。 

送迎時、来校時、各種 Aloha イベントの際は必ずご提示ください。 

 The parents will receive a membership card. Please use this membership card for drop-off/pick-up time, and during any 

Aloha events. 

   

4）教材費・維持費につきましては、前期分（4～9 月）・後期分（10 月～3 月）となります。ご入会月日に関わらず金額

の変更・割引はございません。予めご了承ください。 

 Material/maintenance fees are required for each half year (the first half for April to September, second half from 

 October to March). There are no changes/discounts for these fees, regardless of the month you joined the class. 

 

5)現在在籍している会員のご家族が入会される場合、2 人目からご兄弟割引として入会金より 5,000 円(税抜)が差

し引かれます。 

   If an applicant is a sibling of an already-enrolled member of Aloha, a sibling-discount of 5000yen (without tax)  

will be deducted from the Enrollment fee.    

  

6）以前在籍していた方が再入会される場合、入会金より 5,000円(税抜)が差し引かれます。 

For re-enrolling applicants (those who were an enrolled Aloha member in the past), 5,000yen（without tax） will be 

deducted from the enrollment fee. 
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4．月謝などについて Tuition and Fees 

1)入会金、月謝、教材費、維持費等はお渡しした資料もしくは計算書の通りとなっております。 

一度お支払いただいた費用は、いかなる理由にかかわらず返金できませんのでご了承ください。 

Enrollment fee, monthly tuition fee, teaching-materials fee, maintenance fee, etc. are as stated on the pricelist.   

Please understand that once the payment is made, the fees will NOT be refunded under ANY circumstances. 

   

2)月謝のお支払については、口座引落でのお支払いとなります。 

前月 27 日（土日・祭日の場合は翌営業日）に指定口座より引落されますので、前日 15 時までにご入金をお願い

します。1回につき手数料 150円が合わせて引落しとなります。 

口座引落のお手続きが完了するまで約 2 か月かかりますので、登録が完了するまでは、当校指定の下記口座ま

でお振込みをお願い致します。 

 

  ＜月謝等お振込み先＞ 三菱 UFJ銀行 千住中央支店 普通口座 0052815 

          カ）アロハ インターナショナル プリスクール 

 

※但し、イベント時等は振込口座が異なります。詳しくは各イベント毎の申込用紙をご覧ください。 

The monthly fees are made by bank transfer on the 27th (or the following day on which the bank is open in case the 

27th is a day on which it is closed) of each month.  Please be sure to have the necessary amount available in your 

account by 15:00 on the DAY BEFORE the transfer. An additional bank surcharge of 150yen will be charged upon 

every transfer. 

It will take about 2 months until the bank transferring process becomes activated, so until this activation is complete, 

please make the payments to: 

 

                             Aloha International Preschool 

                   Mitsubishi UFJ Bank, Senju-Chuo-Branch, account#0052815 

※Fees for special events are to be paid to a different account. Please check the event application forms. 

 

 

 

 

※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 
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5．健康について Children’s Health 

1)スクール滞在時間において発熱（0～3歳は 37.6℃以上、4歳以上は 37.0℃以上）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・治療費は保護者様負担となります。（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 (over 37.6℃ for 0-3yrs old, over 37.0℃ for 4yrs and above), or 

there is an apparent problem with their physical condition, 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 the necessary 

information by filling in the forms provided by Aloha.  

 

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、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、薬情を必ず添付してください。薬の外袋にお名前をご記入の上、プリスクー

ル・ジュニアキンダーガーテン生は連絡帳袋に入れて、アフター生はバッグに入れた上でスクールにお電話にて

ご連絡の上ご持参ください。 

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, put the medicine information with the medicine in the notebook bag, and send them 

to the school. Please be sure to label the medicine with your child’s name, and put it in the communications notebook 

bag for Preschool and Junior Kindergarten students, in the school bag after calling the school for afterschool 

students. 

 

6．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) スクール滞在時間において発熱（0～3歳は 37.6℃以上、4歳以上は 37.0℃以上）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。 

   If your child is injured at school, running a fever (over 37.6℃ for 0-3yrs old, over 37.0℃ for 4yrs and above), or 

there is an apparent problem with their physical condition, the school will contact parents immediately. 

    

 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、保護者様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. 
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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

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. 

 

 

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. 

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 
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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. 

 

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 

第三種 

Category III 

 

その他の 

感染症 

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. 

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. 

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

  1）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は、出欠席連絡フォーム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。尚、当日のバス送りキャンセルについては、出欠席連絡フォームを確認できない場合がござい

ます。キャンセルがお分かりになりましたら、スクールまでお電話頂きました上で、出欠席連絡フォームでのご

連絡をお願い致します。 

For your child’s absence, late arrival, or bus cancellation, please notify us by using the mobile contact service. 

    Regarding the cancellation of drop-off bus on the day of the lesson, we cannot confirm the mobile attendance            

   form sometimes. As soon as possible, when you know your child needs to cancel the bus, please make a phone      

   call to the school, and then, use the mobile attendance form.  

 

 2）ご利用方法は、別途お渡し致しました出欠席連絡フォームのご案内をご覧ください。 

   Please read the mobile contact service notice. 

 

3）本フォームよりのご連絡はスタッフの携帯にも配信されます。送信はＡＭ７：３０～ＰＭ２１：３０までにお願い致

します。 

          This notice will be sent to Aloha staff’s cellphones too. Please avoid using this system before 7:30am and after 

21:30pm. 

 

4)不具合等で出欠席連絡フォームが利用できないことがございましたら、直接お電話にてご連絡ください。  

（北千住校 03-6908-8150・南千住校 03-3803-4455） 

  If this system is not functioning, please contact the school directly. 

     (Kitasenju school 03-6908-8150/ Minami-senju school 03-3803-4455). 

 

5)送迎中に、送迎バスのドライバーや添乗の先生への伝言は、運行の遅延を招きますのでお控えください。 

    To avoid causing any bus delay, please do not leave a message with the bus drivers or bus attendants.  

. 

 

6）受講クラスの開始時間前までにご連絡のないまま、ご欠席をされた場合は振替レッスンをお受け頂くことは 

 できません。 

Please be aware that if we do not receive any contact regarding your child’s absence before the lesson, we will not 

be able to provide a make-up lesson. 

    

  7）早退について Leaving Early 

早退される場合は必ず、プリスクール・ジュニアキンダーガーテン生は連絡帳にその旨をお書きください。 

アフタースクール生の方は事前にスクールまでお電話にてご連絡ください。 

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。 

If your child is leaving early, please notify us using the communication notebook for Preschool and Junior 

Kindergarten students. For atfterschool students, please contact the school beforehand. As you pick up your child, 

please come directly to the building where your child’s classroom is located.   

 



11 

  

８．送迎について Drop-Off & Pick-Up Time 
1）送迎時には会員証（メンバーシップカード）のご提示をお願い致します。 

（スクールバス利用の場合もお願いします。） 

 Please show your child’s membership card as you pick-up your child. This applies to the children who use the school 

bus service as well.  

 

2）通常とは違う方がお迎えにいらっしゃる場合、会員証（メンバーシップカード）のご提示をお願い致します。 

万が一お持ちいただけない場合は、必ず事前に、その旨をスクールにご連絡ください。 

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

staff in advance. Also, please have him/her bring your child’s membership card with him/her.  

   ※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。 

   配布しており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、ブルーの紐のホルダーをご使用頂きますよう   

   お願い致します。 

  *Regarding Membership cards 

   A free membership card set (1 holder, 2 membership cards) are provided when you join Aloha. 

   If you require another set due to misplacement or damage, 1 set can be purchased for 150yen(without tax). 

   There are 2 membership cards in each set, so please keep one as a spare card. 

   If you will use your own card holder, please make sure that the holder has Aloha’s blue string through it. 

 

3）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.  

 

4）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.  

5）お迎え時間にいらっしゃれない場合は自動的にスポットケア（有料）に入ります。入り次第、料金が発生します。

（550円/30分、10％税込）。お迎え時に発生したスポットケア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, 

include10% tax). 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 an exact change. To avoid making your child anxious, please let the office staff member know that you 

are late. 

 

6）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。 

  ※ただし、学童ラーニング＆ケアサポートクラス生に限り、上記の限りではございません。 

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

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

※This rule does not apply to Learning and Care Support class children 



12 

  

＊北千住校/Kitasenju School Only 

北千住校では校舎の玄関が 3つあります。 

ご送迎時には、お子様のクラスのある玄関へお越しください。また、下記の点のご注意頂きますようお願いします。 

When you drop off or pick up your child, please go to the entrance of the building where your child’s classroom is 

located. And also please bear in mind the points below. 

Kitasenju School has three school buildings.  

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. 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。有料パーキングへの駐車

が難しい等やむを得ず停車をされる場合は土手沿いの道に停車し、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さけ下さい。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。 

4. 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。下記の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。 

5. 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。 

6. 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。 

We would like parents; 

              to park their bicycles in the designated area.  

              to wait for their children on the wooden deck.  

              to park their cars on the street that runs along the riverside.  

              to avoid parking in the designated area at the time specified so that the school bus will be able to park. 

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

them safe. 

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

building for a long period of time.   

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 at 

 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   

 

拡大図                全体図 
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9．曜日変更・休会・退会・復会・その他変更及び申請について  

Change of Schedule・Temporary Withdrawal・Permanent Withdrawal・Re-enrollment, etc.  

 1)曜日変更について Change of Schedule  

   お子様や保護者様のご都合により曜日変更やコース変更をする場合は、必ず変更される月の前月 15 日までに

文書にてクラス変更届をご提出ください。 

前月 15日を過ぎてお申し出のあった場合や届け出のない場合は翌月も同じコースを継続となります。月の途中

からの変更はできませんので予めご了承ください。 

（例：3月に月曜週一回コースから月・火曜週二回コースへ変更⇒2月 15日まで） 

   If you wish to change the school schedule, please submit a written request to the school office by the 15th of the 

month before you wish the change to apply. Please note that if a submission is made after the 15th or a written request 

is not submitted, we will not able to approve the request.     

  

2)休会について Temporary Withdrawal  

   お子様や保護者の方のご都合により 1ケ月以上欠席する場合は休会扱いとすることが可能です。 

この場合は、必ず休会される月の前月 15日までに文書にて休会届をご提出ください。 

尚、休会される場合は規定の在籍料の半額をお支払いただきますが、前月 15 日を過ぎてお申し出のあった場

合や休会のお申し出のない場合は、翌月の月謝を全額お支払いただきます。 

復会される場合も、復会される月の前月の 15日までに文書にて復会届をご提出ください。 

月の途中から休会または復会する場合でも、その月の月謝は全額お支払いただきますので、予めご了承くださ

い。（例：3月休会⇒2月 15日まで。4月復会⇒3月 15日まで。） 

  If a student will be absent for the program for over a 1-month period, it is possible to declare absent leave.   

  In this case, please be sure to make this request in written form by the 15th of the month before you wish the change 

   to apply. Once the request is accepted, certain monthly charges will be dropped to 50% of the usual charge.  

   However, if the declaration is not made, or if the declaration was made PAST the 15th of the month before,  

   the monthly charges for the following month will be charged at the full amount. 

  When resuming attendance of the program after absent leave, please also make the declaration to resume by the  

  15th of the month before. When taking absent leave or resuming in the middle of a particular month, the  

  monthly charge of that month will be made in full. 

 

 3)退会について Permanent Withdrawal 

   お子様や保護者の方のご都合により退会する場合は、退会される月の当月 5日までに、文書にて退会届をご提

出ください。 

当月 5日を過ぎてお申し出のあった場合は、翌月分の月謝は全額お支払いただきますのでご注意ください。 

月の途中から退会される場合でも、その月のお月謝は全額お支払頂きますので予めご了承ください。 

When permanently leaving the school, please notify the school by the 5th of the month before in writing. If the  

   notification is made PAST the 5th of the month, the fees for the following month will be fully charged. 

 

★以下の項目に該当する場合は、退会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ケ月以上滞納したとき 

②1ケ月以上連絡なしで欠席したとき 

③心身に重大な欠陥が生じ、プログラムへの参加に支障をきたす恐れがあるとき 

④当校の方針に従わなかったり、不利益をもたらしたとき 

     **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 If the student becomes physically or mentally unable to keep up with the class. 

       ④ Unable to follow our rules and policies, and/or inflicting any damage or loss to the school. 

 月の途中で退会する場合は、その月の月謝は全額お支払いただきますので、ご了承ください。 

 When permanently leaving the school in the middle of any month, fees for that month will be charged at the full amount. 

  

4）復会について 
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以前在校していた方が復会（再入会）される場合、入会金より 5,000円(税抜)が差し引かれます。 

復会される場合は、復会される月の前月の 15 日までに文書にて復会届をご提出ください。月の途中から復会す

る場合でも、その月の月謝は全額お支払いただきますので、予めご了承ください。 

（例：4月復会⇒3月 15日までに復会届を提出。4月 10日より復会の場合⇒4月分月謝全額前払い） 
Re-enrollment 

If a past Aloha member chooses to re-enroll, 5,000yen（without tax）will be deducted from the enrollment fee. Please 

submit a written re-enrollment request by the 15th of the month before. The following month’s fees will be charged at 

the full amount REGARDLESS of the starting day. 

 

5）その他変更及び申請 

その他変更及び申請につきましては、スクールまで都度お問合せの上、文書にて申請書をご提出ください。 

Other changes and requests 

For other changes and requests, please contact the school and submit written forms. 

The forms are available in the school office. 

 

※各種用紙は、Aloha ホームページ/会員ページ内、右下の「各種提出書類専用ページ」バナーよりプリントアウトし

てご利用ください。 

 All the forms can be printed out from our homepage/member’s page. 
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10．服装、持ち物について Clothes and Items to Bring 

  1)プリスクール・ジュニアキンダーガーテン生の持ち物  Preschool/Junior Kindergarten  

※別途お渡し致しますプリスクールハンドブックもご覧ください。 

＜服装について＞必ずすべての持ち物にアルファベットでお名前を記入してお持たせください。 

例：鈴木太郎⇒Taro. S 
プリスクール・ジュニアキンダーガーテン生は、登園時に指定の T シャツ・トレーナーをご着用ください。また靴

は外遊びに適したものをご着用ください。サンダル（クロックスタイプを含む）やブーツはご遠慮ください。 

ズボンやスカートは自由ですが、お子様が着脱しやすく、動きやすい服装でお越しください。 

  

下記３点は、プリスクール・ジュニアキンダーガーテンプログラムにご入会時にスクールよりご購入いただきます。

（随時ご注文可能です） 

  1．Tシャツ   1,995円（税込） 

  2．トレーナー   3,305円（税込）) 

  3．外遊び用のお帽子   715円（税込） 

   

＜Clothes＞Please make sure all items are labeled with your child name in English. Ex: Taro Suzuki 

 Preschool children should wear the school T-shirt/sweatshirt. Please have your child wear shoes appropriate for outdoor 

play. Please refrain from having your child wear sandals (including Crocs) and boots.  

 Please make sure pants or skirts are easy to move around in and easy for the child to take off and put on by themselves. 

 

 For the Preschool program, please purchase the 3 items below.  

 1. T-shirt   1,995 yen (include tax) 

 2. Sweatshirt   3,305 yen (include tax) 

 3. Cap for outdoor play  715 yen (include tax) 

 

 ＜その他持ち物 Other items to bring＞ ※別途、詳細はプリスクールハンドブックをご参照ください。 

                                      Please check the details in the Preschool Hand Book. 

  ・着替え一式・おむつ（3枚・それぞれ 1枚ずつビニール袋に入れる） 

   ※使用済みのおむつはビニール袋に入れてお持ち帰り頂いております。詳しくは別途お渡し致しますプリスクールハンド 

ブックをお読みください。 

・水筒（ストロータイプ） 

・スプーンフォークセット（スライド式ケース） 

・お弁当（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た方） 

※ご持参されるお弁当に関する詳しい注意事項は、別途お渡し致しますプリスクールハンドブックをお読みください。 

※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。アレルギーをお持ち

のお子さま等スクールに申請済みの方、遠足やイベント等でお弁当を持参される場合、以下のものは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 

・ひも付きのハンドタオルをご持参ください。 

 

・連絡帳・連絡袋 

※持ち物全てに、必ず英語でのお名前をご記入ください 

 

以上をご持参ください。連絡帳・連絡袋はスクールにて配布致します。 

お子様の持ち物には、おむつを含め必ず英語でお名前をご記入いただきますよう宜しくお願い致します。お箸や

シューズ・小物にも一つ一つお名前のご記入をお願いいたします。 

 ＊紅白帽は、通常スクールにて保管をさせて頂き、定期的にお持ち帰りいただきますので、お洗濯後、次の登園

日にお持ちください。 

＊ジュニアキンダーガーテン生の持ち物については、お子様の成長に合わせ、年度の途中で変更になることがご

ざいますが、その都度ご連絡を差し上げます。 
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 A change of clothes/ 3 diapers/ drink bottle (straw type)/ spoon and fork set/ Communication notebook/ a towel with a 

loop. 

  

 Communication notebook and bag will be provided by the school. Furthermore, please make sure all the items including 

diapers, chopsticks, and shoes, are labeled with the child’s name in English. 

*Red caps will be kept at school and will be sent home regularly. Please bring the clean cap back to school on the 

following school day. 

*Please note that for Junior Kindergarten more items might be added as the school year goes on. The parents will be 

informed in that case.  

 

＜連絡帳について Communication Notebook＞ 

① 連絡帳と連絡帳袋はスクールより配布いたします。 

② 連絡帳は連絡帳袋に入れて毎日お持ちください。連絡帳にはご家庭でご記入いただく欄がございますので、登

園前にご記入ください。また、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。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・金額・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予めご了承ください。 

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

② 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. 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.  

 

 

 

 

 

 

 

封筒には次のように、 

 

・ 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、 

左記内容をご記載ください。 

 

 

※支払い金額が 5,000円を超える場合は、 

  当校指定口座までお振込み下さい。 

  指定口座は、ガイドラインの 

  4．月謝などについて Tuition and Fees 

  に記載がございます。 

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) 
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＜使用済みおむつの持ち帰り＞ 

M&M、JKクラス、プリスクールの未就園児の皆さん（一部キンダーガーテンの皆さん）の使用済みのおむつ

は、ご自宅にお持ち帰りをお願い致します。 

1. Taking used diapers home 

-The children will bring their used diapers home at the end of the day (this applies to children in M&M class, JK 

Class, Preschool, Honey Course & kindergarten students who wear diapers.) 

 

＊JKクラス、プリスクールの皆様 

ご持参いただいたおむつと入れ替えに使用済みのオムツを入れてお持ち帰り頂きます。 

大きめのスーパーのレジ袋に、ビニール袋に 1 枚ずつおむつを入れたもの×3 を入れて、お持たせ下さい。

使用したおむつと入れ替えた袋は、口を締めてお持ち帰り頂きますので、ご自宅に戻られましたらそのまま

お捨てください。 

*For JK Class, Preschool & Honey Course parents: 

-The teacher will take the new diaper from the plastic bag & put the used diaper in the same bag. Please bring 3 

diapers, each one in its own plastic bag, inside a large supermarket carrier bag. We will tie the diaper bags after 

putting the used diapers in them so they can be thrown away when your child comes home. 

 

ご自宅でご用意いただくもの（全ての袋・オムツに名前をご記入ください） 

1.スーパーのレジ袋・大きめ×1枚＝使用済みのオムツが 3～4枚まとめて入る大きさ 

2.ビニール袋⇒未使用のオムツをそれぞれ小分けして入れたものを 3袋 

1.に 2.を入れたものを、カバンに入れて下さい。 

*What your child needs to bring (Please ensure that each plastic bag & diaper is labeled with your child’s name): 

-1. A large supermarket carrier bag which is big enough to hold 3 used diapers. 

-2. 3 smaller plastic bags with a diaper inside each bag. 

-Put #2 inside #1 and place it inside your child’s school bag. 

 

2)アフタースクールの持ち物 Items to bring  

  ★アフターキンダースクール・アフターキンダーアドバンス・エレメンタリースクール・プログレッシブ・ 

   インタラクティブ・学童ラーニング＆ケアサポート生・ファン・トゥ・ラーン・イングリッシュは下記のものを 

   ご持参ください。水筒（お水・お茶等）、えんぴつ・消しゴム・色鉛筆・宿題のファイル 

    After Kinder school/ After Kinder Advance/ Elementary School / Learning and Care Support / Fun to learn English   

   students should bring the following: 

    Drink bottle, Pencil, Eraser, Color pencils, and homework folder 

  ★エレメンタリークラス・プログレッシブ・インタラクティブ生は、その他配布された教材をご持参ください。 

    For Elementary, Progressive, Interactive, Learning and Care Support class, please bring the provided course  

    materials  (textbook, workbook, reading book) 

  ★学童ラーニング＆ケアサポート生、For Learning and Care Support class  

   連絡帳・マイカード（スクールより配布）・ひも付きのハンドタオルをご持参ください。 

   Please bring a notebook and “My Card” that the school has provided, and a hand towel with a loop to hang it up. 

 

3)その他注意事項 Other Precautions 

＊各自、ハンカチもしくはハンドタオルのご持参をお願い致します。 

＊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が、そ

の間にご連絡がなかった場合は廃棄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。  

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

 ＊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・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。 
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 * Please have your child bring something with them to wipe & dry their hands on after washing. 

 * If a Preschool, a Preschool or a junior kindergarten student is on any kind of medication, please notify the school   

beforehand. As for generic medications such as that for a common cold, please fill out the relevant form, and put it in 

the Communication Notebook Bag. Please be sure to put medication for ONLY ONE DOSE, and WRITE THE NAME 

of the student. 

 * Lost and found items at school that have no names will be kept at the school for 1 month. Please notify the school as 

soon as possible in the case of any lost items. 

 * Please do not have the student bring anything that is not necessary for the lessons, such as personal toys. 

 * Please do not have the student give/trade presents to each other at school. In addition, due to potential conflicts  

   among the students, please understand that we forbid any items (such as band-aid, pocket tissues, insect repellent,  

etc.) to be given or exchanged among students. 

 

 

皆様のご理解とご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 
Thank you very much for your co-operation. 

 

 

＊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 that parents take these items with them as they      

drop off their child. 

※学童生は、上記の限りではございません。This rule is not for the Learning and Care Support class 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 umbrella. 

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

※学童生は、上記の限りではございません。This rule is not for the Learning and Care Support class child. 

 

＊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。 

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

contact us beforehand. 
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11. スクールバスについて（北千住校のみ）School Bus Service (Kita-Senju School Only) 

＊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、スクールまでご相談ください。 

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や

ご希望に沿えないこともございます。 

また、ルートの開示は致しておりません。予めご了承くださいますようお願い致します。 

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. 

We do not disclose the bus route. 

 

＊プリスクール・ジュニアキンダー生に関しましては、初登園の朝はスクールバスをご利用いただけません。直接ス

クールまで保護者様にてお送りくださいますようお願い致します。お帰りのバスよりご利用いただけます。 

 Preschool and Junior Kindergarten students cannot ride the bus on their first day to school. The bus service is 

provided from after their first class. Please bring your child to school.  

 

＊アフタースクール（AKS/AKA/ELE/Progressive Advance/Interactive）のスクールバス送迎に関しましては、基本的

に添乗員はつきません。ご了承ください。 

 Bus services for Afterschool programs will not have a bus attendant both ways. 

＊学童生は、送迎場所を保護者の皆様と相談の上、決定致します。 

  For the Learning and Care Support class children, bus stops will be picked after a consultation. 

＊スクールバス送迎のご利用の際は、ルールを守ってお乗り頂くことが条件となります。ルールをお守り頂けず安全

面に支障をきたすようなことがございましたら、ご乗車をお断りさせて頂きます。その際は、保護者の方にご送迎

をお願いいたします。 

 Your child is asked to obey the minimum rules in utilizing our bus services. Should your child violate minimum rules 

which may lead to safety issues, he/she is asked to refrain from using our bus services. In such a case, you are asked 

to pick up your child. 

 

＊バスを円滑に運行するため、予定時刻に送迎場所にいらっしゃら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でも、出発時刻を過ぎてお待ちすることはできかねます。 

ご了承ください。お迎えに遅れられた場合にはバスのお迎え時刻よりスポットケア代金が発生致します。 

他の皆様にご迷惑がかかりませんよう、マナーをお守りください。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 the 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.  
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＊バス送迎が必要のない日（バスキャンセル）がございましたら、IT連絡フォームにて、キャンセルのご連絡をお入

れください。 

If there is a day where you do not require the bus service, please contact us using IT service or by directly contacting 

the school beforehand.  

    ＊連絡フォームアドレス 

「5. 登降園のきまり  School Life」の「欠席・早退・遅刻時の対応について Absence, Leaving Early and Coming 

Late」「IT連絡フォームご利用方法」をご覧ください。 

Please read the “How to Use IT service” under “Absence, Leaving Early and Coming Late” section of “5. School 

Life”. 

＊バス停の変更は、月毎とさせていただきます。前月 20 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。 

Changes for bus stops cannot be made on the day. If you wish to make a change, please make sure to provide a form to the 

school by the 20th of the previous month. Any submissions after the 20th will be dealt with the month after.  

 

＊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 15th of the month before you wish for 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、近隣のご迷惑に 

  ならないよう道をあけて静かにお待ちください。また、バス停・バス停付近では遊ば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. At the same time, please avoid bringing toys to the 

  bus stop or playing around the area.  

 

＊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。 

 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 operated； Blue Bus足立 230 せ 8600, Two Buses：Yellow足立 230 き 8600・Pink/ 

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 the children riding. Please note that we will not inform 

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

kindergarten, but there will be no staff in the VAN(White) because the van uses child seats. In addition, there will be no 

staff on any of the buses for 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
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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 more than 10 minutes due to the 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 children get on, 

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

 

＊バス送迎時には会員証（メンバーシップカード）のご提示をお願い致します。 

 Please show your child’s membership card as you pick-up your child. This applies to the children who use the 

 school bus service as well.  

 

＊通常とは違う方がお迎えにいらっしゃる場合、会員証（メンバーシップカード）のご提示をお願い致します。万が一

お持ちいただけない場合は、必ず事前にその旨をスクールにご連絡ください。 

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

 staff in advance. Also, please have him/her bring your child’s membership card with him/her.  

   

＊送迎を円滑に行うために、バス送迎時のドライバー及び先生への伝言は行わず、必ず連絡帳をご利用くださるか

スクールまでご連絡ください。 

 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 or contact the school with any queries or 

 messages for the school. 

 

＊午前のクラス（プリスクール）に関しましては、振替日には、ルート・時間・定員の都合上、送迎バスを利用いただく

ことができません。予めご了承ください。 

   For the morning classes (Preschool), if your child comes to a different day because of making up, there will be no bus 

 service due to the difficulty of adjusting the route, the time or the vacancy. 

 

＊ 月極延長保育をお申込みの皆様は、延長保育に合わせた朝便やアフタースクール後の遅便にてお席をご予約

させていただきます。ご希望をされる方は、「13.月極延長保育について」の項をご覧ください。 

Seats on the morning bus or the bus after school will be available for those who apply for spot care service. If you 

are interested in this service, please read 13. “Monthly Spot Care Service”. 

 

＊送迎バスの次月のご変更やキャンセルをする場合は、変更する月の前月 15 日までに申請書をご提出くださ

い。キャンセルの場合 15 日を過ぎてお申し出は、翌月分のバスご利用料金は全額お支払いただきますので

ご注意ください。 

   If you would like to change or cancel the school bus from the next month, please inform the office by the 15th of 

the month before. If you cancel the bus for the next month after the 15th, please note that you will be fully charged 

for the next month’s bus fee.  

 

＊イベント時等は、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。 

イベント毎に別途お支払をお願い致します。 

 Buses will not run on event days. 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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バスご利用料金 （金額は全て税込価格です） 

＜プリスクール＞ 

       週 1日 1,720円/月 

       週 2日 3,440円/月 

       週 3日 5,150円/月 

       週 4日 6,870円/月 

       週 5日 8,580円/月 

    ＜ジュニアキンダーガーテン＞ 

       5,150円/月 

＜アフタースクール生＞ 

       週 1日 1,280円/月 

       週 2日 2,560円/月 

       週 3日 3,840円/月 

 

   片道のみ利用の場合は半額となります。 

   単発でのご利用はできません。月単位でお申込み下さい。 

   ご利用料金は月毎となります。ご利用にならない日があっても返金及び減額はございません。 

 

 Regarding afternoon classes (Preschool and Pre-preschool), due to the limited route times and personnel, please 

 understand that the school bus can NOT be used by a student when making up for missed classes. 

  *Those who applied for extended care will have seats reserved for morning and late routes after afterschool.   

 If you would like to request these, you are eligible for full-year usage, so please see 13.Monthly spot care service.  

 For 8:00 – 8:30 early pickups, an additional fee of 500yen will be necessary. 

 *For safety reasons, please hold the child’s hand until the bus arrives. 

  *In order to ensure smooth service, please use the communication notebook instead of talking to the teachers on 

  the bus. 

  *If a child cries and/or resists to be away from the parent(s), please stay calm and tell the child that the parent will 

  be waiting at home with a big smile. 

 *There will be no teachers on board the buses for afterschool students and the grey bus (caravan). 

  *If a request to cancel or change the bus needs to be made, please notify the school by the 20th of the month before 

  you wish the change to be made and submit the necessary form.  If a cancellation request is made after the 20th, 

  the bus fee for the following month will be charged at the full amount.  

 

 Bus Fares (include tax ) : 

 <Preschool> 

    1 pick-up & drop-off/week: 1,720yen/month 

    2 pick-up & drop-off/week: 3,440yen/month 

    3 pick-up & drop-off/week: 5,150yen/month 

    4 pick-up & drop-off/week: 6,870yen/month 

    5 pick-up & drop-off/week: 8,580yen/month 

 <Junior Kindergarten> 

    5,150yen/month 

 <Afterschool> 

    1 pick-up & drop-off/week: 1,280yen/month 

   2 pick-up & drop-off/week: 2,560yen/month 

    3 pick-up & drop-off/week: 3,840yen/month 

 

 Half-price discount will be given if only pick-up or drop-off is needed. 

 We are sorry, but a one-time-only use of the bus is not offered. Please apply for the whole month. 

 The price is set for a monthly service. No discounts will be made for missed days. 
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12. 延長保育について Spot Care Service (Extended Care) 

スポットケア料金・・・30分（500円、税抜） 

 

＊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。 

スポットケアをご希望の際は、前日 PM15：00まで申請書をご提出ください。 

また、スポットケア当日の連絡帳にも、必ずご記載ください。 

 

ご利用料金は、お申し込み時に連絡袋にお入れください。 

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・金額・使用目的を必ずご記載いた

だいてから、連絡袋等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。 

 

通常バスをご利用のお子様であっても、スポットケア前後のバスのお席の確保はできかねますので、基本的には

スクールまでご送迎いただきますようお願いいたします。 

 

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。別の日へのお振替え対応は行っておりませんので、ご了承ください。 

 

Spot Care Fee ・・・ 500 yen per thirty minutes, without tax 

Spot Care (Extended Care) service will be provided from 9 A.M., before the lesson starts, to 6 P.M. with the supervision 

of either Japanese or foreign staff.  

Please apply for spot care service at least one day before by application form. 

In addition to the above, please let us know about spot care by making a note in the communication notebook on the 

day which you would like your child to be in spot care. 

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. 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.  

Under certain circumstances, we may not be able to provide 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 bag at the time of application.  

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

if the child uses regular bus service.  

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 to be paid. 
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13. 給食について（プリスクール・ジュニアキンダーガーテン） School Lunch 
＊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、別途食物アレルギー規

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 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 the 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。 

パンの日はピンクのマーカーで印がされておりますので、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。黄色のマーカー部分は鶏卵除去のお料理です。 

 We offer egg-free school lunch. If you 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 pink, so please provide egg-free bread from home. Lunches highlighted in yellow are  

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

 

お休みをされた場合もお振替日数内での変更をお願いし、同金額とさせていただきます。 

（返金・減額はございません）またお給食費は年間の日数を計算させていただき月割りになっております。 

お支払いはお月謝と同様口座引落しとさせていただきます。 

(記載価格は、全て税込価格です) 

 

  ＜プリスクール＞                            ＜ジュニアキンダーガーテン＞    

   週 1日  1,680円/月                              5,040円/月 

        週 2日  3,360円/月 

        週 3日 5,040円/月 

        週 4日  6,720円/月 

        週 5日  8,400円/月 

    

          

 

If a lesson is missed, we request that a make-up lesson be taken WITHIN the permitted number of make-up days, and 

the fee will remain the same. (No refunds or discounts will be made.)  Regarding the lunch fee, it will be bank transferred 

the same way as with the other fees, with the cost as follows (include tax): 

   <Preschool>     <Junior Kindergarten> 

    1 day /week: 1,680yen/month     5,040yen/month 

    2 days/week: 3,360yen/month 

    3 days/week: 5,040yen/month 

    4 days/week: 6,720yen/month 

   5 days/week: 8,400yen/month 
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14．ルーム内外でのお願いについて Rules and Manners 

 1)プログラム開始の 10 分前よりお入りいただけます。お早めに到着された方は開扉まで入口付近にて通行の妨げ

にならないようお待ちください。 

15分以上早くいらっしゃる場合はスポットケア（別料金）となりますので事前にご連絡をお願い致します。 

また、レッスン中は安全のため、玄関の扉の鍵を閉めていることがございます。 

終了 5分前にはお迎えいただき、お待ちくださいますようお願い致します。 

詳しくは「8.送迎について」の項をご覧ください。 

バスをご利用の皆様は、スクール開始よりバスが早く到着する場合でも、スポットケア代などは発生いたしません。 

レッスン終了後は、次のレッスンの準備がございます為、速やかに退室してください。ご協力お願い致します。 

  The door will open 10 minutes before each lesson. Please do not get in the way of traffic if you arrive too early. Please 

note that there will be spot care fee charge if you wish your child to arrive more than 15 minutes early. The school 

entrance door is locked for security reason during lessons. We request parents arrive 5 minutes before the lesson 

finishes for pick-ups. Children who arrive early using the school bus service will not be charged for Spot Care Fee. 

Please see 8.Drop-off and Pick-up time. 

2)プログラム終了時刻には、遅れずにお迎えにいらしてください。Please be on time for pick-ups.  

 

3)急なご都合でお迎えが遅くなる場合は、お迎えの 30分前までに必ずご連絡ください。 

尚、お迎えが 15分以上遅れた場合、一時保育料金（スポットケア：30分 500円、税抜）をお支払いただきます。  

If you are going to be late to pick up your child, please notify the school 30 minutes before the class finishes. 500 yen 

(without tax) spot care fee will be charged for 15 minutes delay.    

 

4)お迎えは、原則としてお預かり時と同じ方にお願いしております。メンバーシップカードを必ずご提示ください。 

  代理の方がお迎えに来られる場合は、メンバーシップカードをご掲示いただくか、スクールまで事前にご連絡を頂

き、代理の方のお名前をお知らせくださいますようお願いします。 

  Please have the membership card when picking up your child. 

If your child is going to be picked up by someone who does not normally do pick-ups, please notify the school. 

 

5)プログラム中は、お子様がプログラムに集中できるよう、保護者の方には施設内でのご滞在をご遠慮いただいて

います。施設のスペースにも限りがございますので、送迎の際は外でお待ちいただきますようご協力ください。  

We would like the children to concentrate on the activities during the lesson. For this reason and due to limited space, 

we request the parents not to stay in the school while their child is in the lesson.  

 

6)プログラム参加中は、担当講師の指示に従ってください。 

  When the parents attend a lesson, we would like to ask their cooperation to carry out the lesson as smoothly as possible.   

 

7)教室内外の備品や遊具は大切に使用いただけますよう、ご協力をお願い致します。 

  We would like to ask the parents and the children to be respectful of our school facility and materials.  
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15．事故などについて Accidents 

  1)プログラム参加中にお子様の体調が悪くなった場合やけがをされた場合は、「入会申込書」にご記載いただい

た連絡先に、ご自宅、携帯電話、緊急連絡先の順で連絡をさせていただくとともに、当校の判断により医療機関

にお連れすることがあります（この場合の実費については、ご負担いただきます）。  

If a child feels under the weather or injured during a lesson, we will contact the parent immediately using the 

provided contact numbers, and at the same time we may take the child to a hospital depending on the situation. 

Please note that the medical fee will be charged to the parents in this case.    

 

  2)当校は、傷害保険、賠償責任保険に加入しております。プログラムの進行には万全の体制を整えておりますが、

万一事故などが発生した場合は、これらの保険の範囲内において対応いたします。 但し、お子様の行為に起

因する偶然な事故については、法律上の損害賠償に基づき、お子様及び保護者様（法定監督義務者）が解決

にあたるものとします。 

Aloha International Preschool is insured by accident/liability insurance for a possible event or occurrence. In case 

of an accident, we will be able to indemnify the family within the insurance protection.  

For an unexpected accident that is caused by a child’s behavior, the guardians will solve the problem, based on the 

liability assumed by the law.  

16．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によりお休みとなります。 

School may be closed when transportation strikes and natural disaster such as typhoon, earthquake, or heavy snow 

and contagious diseases have occurred. 

 

 警報：大雨・暴風・大雪警報が足立区(北千住校)・荒川区（南千住校）に発令された場合はお休みとなります。 

 メール配信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（北千住校生徒）、荒川区（南千住校）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 use the mailing   

 system to notify you, but will not contact each family individually. They will be only notified by the school’s Mail  

 Service (please see p.19.), we 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 in the area issued with severe weather warnings.     

 

2)避難場所につきましては、下記の通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 and Arakawa 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 a 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.   
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 北千住校 Kita-Senju School 

●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) 

 

 南千住校Minami-Senju School 

  ●災害時一時避難場所： 

 第一避難場所 荒川区立第一中学校 ／ 第二避難場所 荒川区立瑞光小学校 

Temporary Gathering site:  

   No. 1   Arakawaka-kuritsu Daiichi Chuugakkou (Arakawa Dai 1 Junior high school) 

  No. 2   Arakawa-kuritsu Zuikou Shougakkou (Arakawa Zuikou Elementary school) 

  ●広域避難場所：荒川自然公園一帯 / 都立荒川工業高校 

Evacuation site: Arakawa Shizen Koen (Arakawa nature park) / Arakawa Kogyo High School  

  

  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メール配信にて

お知らせをさせていただきます。 

  Please note. In the case that a great earthquake disaster like 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 mail service if the school is able to run the bus service. 

 

※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。 

 Our evacuation area is Arakawa riverside that is specified by Adachi ward and Adachi Takasago community. Also, we 

will evacuate to an elementary or junior high school (Adachi elementary school etc.) that is specified for the first 

evacuation area when we cannot stay there due to the collapse of buildings or destruction by fire. Depending on the 

situation, we may evacuate to another place that has not been specified here. In that case, we will put a notice of our  

evacuation place in front of the entrance, after our situation has settled. Please come to the evacuation place posted to 

pick up your child. 

 

As stated above, we prepared/ practiced for the evacuation following the government rules, but if the Arakawa area is 

actually destroyed, we will follow the large-scale flood hazard map, that has been published by Koto five wards wide 

area evacuation propulsion committee. We will take disaster refuge in a larger area (Saitama prefecture, the West area of 

Tokyo and so on) or perform a vertical evacuation in this area. This is based on Koto Five wards or a ward mayor’s 

recommendation, instruction, or evacuation information. 

 

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、スクールで応急処置をいたします。 

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。 

  If a child gets injured on school property: 
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  If the injury is mild, it will be treated at school with first aid. 

 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. 

 

 5)当校では、外遊びやアートをはじめ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. 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.  

 

 

 

 

 

17． メール配信サービスについて Mail Service  

1)当校では携帯配信サービスを利用して保護者の皆様に重要なお知らせを送らせていただきます。 

ご入会頂きましたらすぐにご登録をお願いいたします。登録方法・詳細につきましては入会時に別途専用用紙を

お配り致しますのでそちらをご覧ください。 

メールアドレスの変更がございました際は速やかに変更をお願い致します。 

また曜日変更・退会などの変更・配信停止につきましても保護者様にてお願い致します。 

ご不明な点等ございましたら、スクールまでお問い合わせください。 

 

Aloha International Preschool uses the Mail Service to send important information to the parents. Please register 

immediately upon enrolling your email address from this website.  http://www.it-service.co.jp/b/9257/33153/56099  

We are sorry but this website is only available in Japanese. 

Please see the separate sheet for details and update any new email addresses, change of dates, stopping the use of this 

system. Please contact the school for additional details. 

 

http://www.it-service.co.jp/b/9257/33153/56099
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18． 振替レッスンについてMake-Up Lesson 

レッスンの振替については下記の通りです。 

振替を申し込まれる場合は原則として振替申込用紙の提出が必要です。前日のお昼 12時までにご提出ください。 

お電話の受付は受け付け間違いを防ぐためにお断りさせていただきますのでご了承ください。 

振替申し込みは添付されている振替申込用紙をコピーしてお使いください。 

Please submit a request for a Make-Up Lesson if you wish your child to make up the lesson that he/she missed. The 

submission should be made by 12 pm on the day before the lesson that you wish your child to attend. Please note that we 

are not able to take your request on the phone. Please refer to the form on the next page.  

 

＊早退･遅刻された場合にはレッスンに参加されたものとし、振替レッスンはお受けできません。 

また、レッスン開始時刻前までに欠席のご連絡がない場合も振替レッスンはお受けできません。 

  Make-up lesson will be only available when a child misses a lesson with a notification. If the parents fail to 

  inform the school of the absence in advance, their child is not able to make-up the lesson that he/she missed.  

  Also if your child comes in late or leave early, it will also be considered that he/she attended the lesson, so make-up  

  lesson will not be available.     

 

＊振替レッスン当日に欠席されますと、そのレッスンの振替はお受けできません。 

  Your child will not be able to make-up when he/she missed the make-up lesson.  

 

＊お休みされる日の月、もしくは、前月、次月にお振替が可能です。 

それを過ぎますと無効になりますのでご注意ください。 

（例：5月 15日を欠席の場合、4・5・6月中のいずれかのレッスンで振替が可能です。）  

但し、年度をまたいだ振替はお取りできませんので、ご注意下さい。 

（例：3 月中のお休み⇒4 月にはお取りできません。2 月または 3 月中に振替。4 月中の欠席⇒3 月にはお取りで

きません。4月または 5月中に振替） 

また、休会中及び退会後の振替もお取りできませんので休会前月もしくは退会月中にお振替ください。 

（例：8月欠席、9月休会⇒9月にお振替はお取りできません。7月または 8月中にお振替ください。9月退会⇒10

月以降お取りできません） 
  Your child may make-up the lesson in the previous month/the current month/ or in the month after. Ex: If your child  

missed the lesson on May 15th, he/she may make-up the lesson in either April, May or June.   

Please take the make-up lesson within the same school year.  Ex. You cannot make up for classes missed in March 

2020 in April 2020. 

Please make up in February or March. Classes missed in April cannot be made up in March either. 

 

但し、年度末にあたる 3月につきましては、年度をまたいでのお振替はお受けできません。 

2月もしくは 3月中に振替をお取りください。 

 

 

＊アフターキンダーアドバンス・エレメンタリークラスにつきましては、お子様が参加されているクラス以外でもお振替

をお受けいたします。 

英語に触れていただくことを目的としておりますので、授業内容が異なることをご了承ください。 

  Please see the information below to see the classes that the children in After Kinder Advance, and Elementary Class 

can attend for make-up lesson. The purpose of a make-up lesson is to provide the children with an English speaking 

environment, so they may attend a different after school class if they wish. Please note that in this case the activities 

will be different from your child’s regular class.  

 

＊ジュニアキンダーガーテン・プログレッシブクラス・インタラクティブクラス・学童ラーニング＆ケアサポートクラスは、

特別クラスのためお振替制度はございませんので、予めご了承ください。 

＊Junior Kindergarten, Progressive, Interactive, Learning and Care Support classes have no makeup lessons. 



30 

  

プリスクール/Preschool   

週 1日 月 1回可能   1 day/week  One lesson a month  

週 2日 月 2回まで可  2 days/week  Up to two lessons a month 

週 3日 月 2回まで可  3 days/week  Up to two lessons a month 

週 4日 月 2回まで可  4 days/week  Up to two lessons a month 

週 5日 振替は不可   但し、キャンプ（Summer・Spring）は参加費半額、パーティー（Halloween・Christmas）は 

参加費無料となります。 

※振替用紙にご記入の上、申込用紙に添付してご提出ください。 

※各キャンプ・パーティー毎に、ランチ代・アート代・保険代等その他諸経費は別途お支

払が必要です。 

          5 days/week   Make-up lessons are unavailable, however discounts for events are 

provided. Half price for summer camp, free participation for parties (Halloween, 

Christmas)  

 Please fill out a make-up form and submit it together with an application form. 

Lunch/Art/insurance fees will be charged for any special events. 

M&M親子クラス                                                                                          

原則としてお振替はできません。  Make-up lesson is only available when M&M lesson is offered twice a week.  

 

アフターキンダースクール/After Kinder School 

週 1日 月 1回可能     1 day/week  One lesson a month  

週 2日 月 2回まで可能   2 days/week  Up to two lessons a month 

週 3日 月 2回まで可能   3 days/week  Up to two lessons a month 

 

アフターキンダーアドバンス/After Kinder Advance 

週 1日 月 1回可能     1 day/week  One lesson a month  

週 2日 月 2回まで可能   2 days/week  Up to two lessons a month 

週 3日 月 2回まで可能   3 days/week  Up to two lessons a month 

 アフターキンダーアドバンスもしくは、アフターキンダースクールへの振替が可能 

Your child may attend After Kinder School or After Kinder Advance Class for a Make-up Lesson. 

 

ファン・トゥ・ラーン・イングリッシュ/Fun to Learn English 

  アフターキンダースクールもしくは、アフターキンダーアドバンスへの振替が月 1回可能 

  One lesson a month: Your child may attend After Kinder School Class or After Kinder Advance Class for a Make-up 
lesson. 

 

エレメンタリースクール/Elementary School 

  エレメンタリースクールもしくは、アフターキンダーアドバンスへの振替が月 1回可能 

  One lesson a month: Your child may attend Elementary School Class or After Kinder Advance Class for a Make-up 
lesson. 

 

ジュニアキンダーガーテン 

特別クラスの為、振替授業は行いませんのでご了承ください。 

  Please note there is no make-up lesson available for Progressive course and Interactive course due to the specialty of 

the curriculum. 

 

プログレッシブコース・インタラクティブコース・学童ラーニング＆ケアサポートクラス 

特別クラスの為、振替授業は行いませんのでご了承ください。 

 Please note there is no make-up lesson available for Progressive course, Interactive course and Gakudo Learning & 

care support class due to the specialty of the curriculum.  
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19．その他 Others 

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、授業中やイベント等無断での、写真・動画撮影は禁止させて頂いております。  

また各種イベントや授業参観等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。 
 For the safety of the children we request that parents do not take videos/photographs during class time and events 

 without our permission. We also request that videos/photographs taken at special events and visitation days not be 
uploaded to the Internet.   

3)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 

 

 4)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 is not allowed to establish personal relationships with the children’s families. 

 

 5)Halloween Party・Christmas Party といったスクール全体で行われるスペシャルイベントは別途有料にてお申し込

みが必要です。定員によりご参加いただけない場合もございますので、お早めにお申し込みください。 

 Special school events such as Halloween parties and Christmas parties will require separate fees. It is on a first 

come first serve basis so please apply before the maximum number of applicants is reached. 

 

6）キャンプ（Summer・Spring）、パーティー（Halloween・Christmas）等カレンダーで★印が付いているイベント日に

関しましては、準備の都合によりスポットケアはお受けすることができません。 

 There are some days marked with stars on the Aloha calendar. This means there are special events on those days. 

We cannot accept any spot care requests on these days due to event preparation. 

 

7）アフタークラスの授業参観等、保護者の方にお集まりいただき開催する行事につきましては、基本的に保護者  

様のみのご参加とし、ご年齢にかかわらずお子様連れのご参加はご遠慮願います。 

 詳細につきましては行事ごとに注意事項をご連絡させて頂きますので、それらに従いご参加下さい。 

 尚、歩行が未だできない乳児のお子さまで、おんぶ紐またはだっこ紐で終始お母様と静かにご参加できる場合

はお越しいただいても構いませんが、泣いてむずかったりする場合は教室外に一旦ご退出頂き、落ち着かれて

から再度お入りいただきますようご協力をお願い致します。 

 スクール会員のお子さまは有料スポットケアにてお預りも可能です。（予約制／事前に空き状況をお問合せ下さ

い）非会員のお子さまは恐れ入りますが、ご家族ご友人または一時預かり施設をご利用いただく等のご協力を

お願い致します。 

 Please do not bring siblings to events such as Parents’ Visiting Day when the parents are invited to class. 

 We will inform you of the details before any special days. Please make sure to check them and follow the cautions. 

 If your child’s sibling is an Aloha student, we can accept paid spot care requests. (Please contact us beforehand to 

make a reservation.) 

 If your child’s sibling is not an Aloha student, please make alternative arrangements for child care such as with 

family, friends or at day nursery. 

  8）Aloha指定フォーム以外の書類の発行料は、200円／1通（税抜）。Issuance fee for special document is 

required. 200yen/1sheet(without tax)  

  9)本規約の改定及び変更は当スクールにより為されるものとし、その効力は当該改定及び変更時に在籍する 

   全てのスクール生に及ぶものとします。なお、本規約の改定及び変更を行うときは改定日の原則 2週間前 

   までにその内容をメール配信システムにてスクール生保護者に告知するものとします。 Revision and change in 

 terms will be performed by Aloha International Preschool, and the effect reaches to all the students at the time.as a 

 general rule, the parents are notified two weeks prior to the revision and change date via IT service. 

 

     10)本規約は、2021年 4月 1日より施行します。 This term is effective as of April 1, 2021. 
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<北千住校用/Kitasenju School>       

 

振 替 申 し 込 み 用 紙 Make-up lesson application form 

※こちらは振替申込専用用紙です。欠席連絡はモバイル連絡フォームにて別途ご連絡ください。 

※受講クラスの開始時間前までにご連絡のないまま、ご欠席をされた場合は振替レッスンをお受け頂くことはできません。 

 

振 替 申 し 込 み 用 紙 Make-up lesson application form 

※こちらは振替申込専用用紙です。欠席連絡はモバイル連絡フォームにて別途ご連絡ください。 

※受講クラスの開始時間前までにご連絡のないまま、ご欠席をされた場合は振替レッスンをお受け頂くことはできません。  

   

振 替 申 し 込 み 用 紙 Make-up lesson application form 

※こちらは振替申込専用用紙です。欠席連絡はモバイル連絡フォームにて別途ご連絡ください。 

※受講クラスの開始時間前までにご連絡のないまま、ご欠席をされた場合は振替レッスンをお受け頂くことはできません。 

クラス Class・曜日 Day                氏名 Name               電話 tel 

欠席日 Absent day           振替希望日 Preferred makeup day 1        ・         2 

/   (  ) ⇒        /    (  )  ・     /    (  ) 
送迎希望(○をつけてください。※ﾌﾟﾘﾌﾟﾘ・ﾌﾟﾘｽｸｰﾙの振替による送迎はありません)      有/yes↓   無/no  

Does your child need to be picked up by school bus?(No school bus service available for preschool students.)   お迎え（行き）  ・  お送り（帰り）                     

スタッフ記入欄 For Staff Use 

振替受付日 Date received    /             保護者様への連絡日 Date returned        / 

バス 行き（バス停：       時間:   ：    ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ：     ） 帰り(バス停：       時間：   ：    ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ：      )      

クラス Class・曜日 Day                氏名 Name               電話 tel 

欠席日 Absent day           振替希望日 Preferred makeup day 1        ・         2 

/   (  ) ⇒        /    (  )  ・     /    (  ) 
送迎希望(○をつけてください。※ﾌﾟﾘﾌﾟﾘ・ﾌﾟﾘｽｸｰﾙの振替による送迎はありません)      有/yes↓   無/no  

Does your child need to be picked up by school bus?(No school bus service available for preschool students.)   お迎え（行き）  ・  お送り（帰り）                     

スタッフ記入欄 For Staff Use 

振替受付日 Date received    /             保護者様への連絡日 Date returned        / 

バス 行き（バス停：       時間:   ：    ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ：     ） 帰り(バス停：       時間：   ：    ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ：      )      

クラス Class・曜日 Day                氏名 Name               電話 tel 

欠席日 Absent day           振替希望日 Preferred makeup day 1        ・         2 

/   (  ) ⇒        /    (  )  ・     /    (  ) 
送迎希望(○をつけてください。※ﾌﾟﾘﾌﾟﾘ・ﾌﾟﾘｽｸｰﾙの振替による送迎はありません)      有/yes↓   無/no  

Does your child need to be picked up by school bus?(No school bus service available for preschool students.)   お迎え（行き）  ・  お送り（帰り）                     

スタッフ記入欄 For Staff Use 

振替受付日 Date received    /             保護者様への連絡日 Date returned        / 

バス 行き（バス停：       時間:   ：    ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ：     ） 帰り(バス停：       時間：   ：    ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ：      )      

＊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。 
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<南千住校用/Minamisenju School>      

 

 

振 替 申 し 込 み 用 紙 Make-up lesson application form 

※こちらは振替申込専用用紙です。欠席連絡はモバイル連絡フォームにて別途ご連絡ください。 

※受講クラスの開始時間前までにご連絡のないまま、ご欠席をされた場合は振替レッスンをお受け頂くことはできません。 

 

振 替 申 し 込 み 用 紙 Make-up lesson application form 

※こちらは振替申込専用用紙です。欠席連絡はモバイル連絡フォームにて別途ご連絡ください。 

※受講クラスの開始時間前までにご連絡のないまま、ご欠席をされた場合は振替レッスンをお受け頂くことはできません。 

 

振 替 申 し 込 み 用 紙 Make-up lesson application form 

※こちらは振替申込専用用紙です。欠席連絡はモバイル連絡フォームにて別途ご連絡ください。 

※受講クラスの開始時間前までにご連絡のないまま、ご欠席をされた場合は振替レッスンをお受け頂くことはできません。 

 

クラス Class・曜日 Day                氏名 Name               電話 tel 

欠席日 Absent day           振替希望日 Preferred makeup day 1        ・         2 

/   (  ) ⇒        /    (  )  ・     /    (  ) 
スタッフ記入欄 For staff use         担当        

振替受付日 Date received      /             保護者様への連絡日 Date returned        / 

クラス Class      曜日 Day           氏名 Name            電話番号 tel 

 

欠席日 Absent day        振替希望日 Preferred makeup day 1   ・   2 

/   (  ) ⇒    /  (  )・ /  (  ) 
スタッフ記入欄 For staff use         担当        

振替受付日 Date received    /    保護者様への連絡日 Date returned        / 

クラス Class      曜日 Day           氏名 Name            電話番号 tel 

 

欠席日 Absent day        振替希望日 Preferred makeup day 1   ・   2 

/   (  ) ⇒    /  (  )・ /  (  ) 
スタッフ記入欄 For staff use         担当        

振替受付日 Date received    /    保護者様への連絡日 Date returned        / 

＊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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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 
 

 


