
Aloha International Preschool              2021.4~2022.3 

Preschool  プリスクール北千住校 

・週 1 日から選択可能なプリスクール(1 歳 5 ヶ月〜未就園児対象) 

母子分離をひと足早く体験し、外国人講師・バイリンガルティーチャー・ケアギバーの 3 名のスタッフが

生活面とメンタル面の成長を手厚いケアで徹底してサポートする中、お子様の持つ可能性と才能を引き出

します。国際人としてのファーストステップとして、最適なクラスです。また、興味分野に応じた環境設

定の中での発達段階に合わせた活動により創造性や自立心の芽生えをしっかりとサポートしていきます。

デイリープランでは、Music&Movement（音楽と運動）、ストーリー（お話）、

アクティビティタイム(サイエンス・マス・アート・グループゲーム)を月のテ

ーマごとにバランス良く学び、頼もしい 3 名のティーチャーとのかかわりを通

して英語への好奇心と自信を育みます。この時期の子どもたちの可能性は無限

大です。Aloha での経験を通し、立派なプリスクーラーに成長していきます！ 

ク ラ ス 時  間 対象＆定員 費  用 

プリスクール 

就園準備クラス 

（外国人＋日本人講師） 

月・火・水・木・金曜日 

９：３０～１３：３０ 

週１日コース 

１歳 5 ヶ月～   

未就園児 

15 名 

◇入会金       ２２，０００円 

◇月 謝      ２２，０００円 

◇教材費（半年分）   ３，３００円 

週２日コース 

◇入会金       ２２，０００円 

◇月 謝      ３８，５００円 

◇教材費（半年分）   ６，６００円 

週３日コース 

◇入会金       ２２，０００円 

◇月 謝      ５２，２５０円 

◇教材費（半年分）   ９，９００円 

週４日コース 

◇入会金       ２２，０００円 

◇月 謝      ６６，０００円 

◇教材費（半年分）  １３，２００円 

週５日コース 

◇入会金       ２２，０００円 

◇月 謝      ７９，７５０円 

◇教材費（半年分）  １６，５００円 

★制服代 T ｼｬﾂ 1,925 円・ﾄﾚｰﾅｰ 3,025 円・紅白帽 715 円が必要です。 

★他にランチ代・維持費 3,300 円×週○日(半年分)と、スクールバスをご利用の方は別途バス代が加算されます。 

★M&M クラスからの進級の方は、入会金の差額がかかります。                  [表示金額は全て 10%税込です] 

  Preschool クラスの特徴 

  ①『カリキュラムのゴール』 
 子どもたちが熱意あふれる意欲的な学習者になることをサポートします。母子分離のサポートをしっかり行い、
子供たちが安心して過ごせる環境の中で、自立心や社会性を発達させるアメリカの総合幼児教育プログラムで
す。 

 ②『インタレストエリアとワークタイム』 
ドラマチックプレイ、ブロック、テーブルトイズ、アート、ライブラリーコーナー等、子どもの興味分野に基
づく環境設定により、ワークタイム（個々の興味に応じて遊ぶ時間）を多く取り入れ、クリエイティビティー・
問題解決力・協調性・セルフヘルプスキルズ等幼児教育分野において必要なスキルを身につけます。 

 ③『アクティビティ』 
サークルタイム(ミュージック＆ムーブメントやストーリータイムなど)  や、アクティビティー(アート・サイ
エンス・マス・グループゲーム)を、毎月のテーマに沿ってバランス良く取り入れトータル的な構成とさまざま
な角度からのアプローチで、子供たちが興味を持って楽しく学ぶことができます。 

  ④『オープンエンディド・クェスチョン』                                   
  ティーチャーは、一つの答えだけを導く語りかけや質問ではなく、個々の想像力を伸ばすことのできるような
さまざまな答えが導き出せる語りかけで、創造性と考える力を伸ばします。 
⑤『社会性』 
幼児期のお子さまに必要なスキルの一つとして、社会性を身につけることがあげられます。そのためには、ま
ず自分に自信を持つことも、とても大切なスキルの一つです。ティーチャーやご家族の皆さまから、たくさん
のことを具体的に褒めてもらうことにより、将来必ず必要となる自信を身につけることができ、自信をしっか
りと身につけたお子さまは、次にお友達を尊重する力や協調性を学びます。 

 

                    Aloha International Preschool 北千住校 

                  TEL:03-6908-8150  FAX:03-3889-8747  

受付時間:月～金曜日 9:00～18:00 

 



 
 
Aloha International Preschool               2021.4~2022.3 
 

Minami-Preschool（Mon/Wed/Fri）  
南千住校プリスクール週 3 日コース (2 歳～未就園児対象) 
 

 

 

 

 

 

 

ク ラ ス 時  間 対象年齢 費  用 

南千住校 

プリスクール週 3 日コース 

定員 12 名 

月・水・金曜日 

10：0０～１4：00 

2 歳のお誕生日を 

迎えたお子さま 

♢入会金     ２２，０００円 

 

♢月 謝     ５２，２５０円 

 

♢教材費（半年分） ９，９００円 

 

♢維持費（半年分） ９，９００円 

[上記表示金額は全て税込（10％）で計算されています] 
 

★ 他にランチ代 4,620 円、 制服代 T シャツ 1,925 円・トレーナー3,025 円・紅白帽 715 円【税込（10％）】が

必要です。スクールバスをご利用の場合には別途バス代が加算されます。 

 

  

南千住校プリスクール週３日コースの特徴 

①固定クラス制 

外国人ティーチャー・日本人ティーチャーのペアティーチングと 

なります。また、同じクラスメイトのお友達で行ってまいります。 

②クラスイベント・年間行事への参加 

・学期ごとに Field Trip（遠足）や社会科見学、授業参観がございます。 

・週 5 日コースをご希望の場合には、こちらのコースと並行してプリスクール（火曜日・木曜日） 

も別途受講可能です。 

空き状況についてはお問い合わせください。 

・Field Trip(遠足)や社会科見学を通し実物に触れた教育を行っています。 

・保護者様へ、月毎にクラスの Newsletter（次月カリキュラムのご案内）や Monthly Report 

（写真付月間報告）を発行いたしますので、クラスの予定や様子がより明確に楽しくご確認 

いただけます。 

 

 

 

                     Aloha International Preschool  

                    お問合せ：TEL:03-6908-8150 FAX : 03-3889-8747        

                                受付時間:月～金曜日 9:00～18:00  

  

 

 

 

 

南千住校 Preschool 週 3 日コースは、週 3 日制（月・水・金）固定コースとなります。 

All in English での生活の中、子ども同士の交流やグループでの遊びの経験を通しグループ活動の基礎を

育むサークルタイム、個人の興味を重視したワークタイムを始め、授業参観・遠足、社会科見学を通し

実物に触れた教育を行ってまいります。興味分野に基づいた様々なアクティビティーを通し、英語力の

みならず個々の才能を楽しみながら引き出します。 

tel:03-6908-8150


Aloha International Preschool                2021.4~2022.3 

Minami-Preschool（Tue/Thu）  
南千住校プリスクール週 1～2 日コース 

・週 1 日～選択可能なプリスクール(1 歳 5 ヶ月〜未就園児対象) 
母子分離をひと足早く体験し、外国人講師・バイリンガルティーチャーが生活面とメンタル面の成長を手厚いケアで

徹底してサポートし、お子様の持つ可能性と才能を引き出します。国際人としてのファー

ストステップとして、最適なクラスです。また、興味分野に応じた環境設定の中での発達

段階に合わせた活動により創造性や自立心の芽生えをしっかりとサポートしていきます。

デイリープランでは、Music&Movement（音楽と運動）、ストーリー（お話）、アクティ

ビティタイム(サイエンス・マス・アート・グループゲーム)を月のテーマごとにバランス

良く学び、頼もしいティーチャーとのかかわりを通して英語への好奇心と自信を育みます。

この時期の子どもたちの可能性は無限大です。Aloha での経験を通し、立派なプリスクー

ラーに成長していきます！ 

ク ラ ス 時  間 対象＆定員 
費  用 

◇入会金       ２2，０００円 

プリスクール 

就園準備クラス 

（外国人＋日本人講師） 

10：00～１4：0０ 

週１日コース 

火 or 木 
１歳 5 ヶ月～

未就園児 

15 名 

◇月 謝      ２２，０００円 

◇教材費（半年分）   ３，３００円 

◇維持費（半年分）   ３，３００円 

週２日コース 

火・木 

◇月 謝      ３８，５００円 

◇教材費（半年分）   ６，６００円 

◇維持費（半年分）   ６，６００円 

週３日コース 

月・水・金 

2 歳～ 

未就園児 

12～15 名 

◇月 謝      ５２，２５０円 

◇教材費（半年分）   ９，９００円 

◇維持費（半年分）   ９，９００円 

週４日コース 

月・水・金 ＋ 火 or 木 

◇月 謝      ６６，０００円 

◇教材費（半年分）  １３，２００円 

◇維持費（半年分）  １３，２００円 

週５日コース 

月・水・金 ＋ 火・木 

◇月 謝      ７９，７５０円 

◇教材費（半年分）  １６，５００円 

◇維持費（半年分）  １６，５００円 

                   [表示金額は全て税込です] 

★他にランチ代 1,540 円×週〇日（1 ヶ月当たり）、 制服代 T シャツ 1,925 円・トレーナー3,025 円・紅白帽 715

円【税込（10％）】が必要です。スクールバスをご利用の場合には別途バス代が加算されます 

★M&M クラスからの進級の方は、入会金の差額がかかります。 
★1 歳 7 ヶ月から、週 3 日以上を希望される方、月・水・金のいずれかを希望される方は北千住校をご利用ください。 

  Preschool クラスの特徴 
  ①『カリキュラムのゴール』 

 子どもたちが熱意あふれる意欲的な学習者になることをサポートします。母子分離のサポートをしっかり行い、
子供たちが安心して過ごせる環境の中で、自立心や社会性を発達させるアメリカの総合幼児教育プログラムで
す。 

 ②『インタレストエリアとワークタイム』 
ドラマチックプレイ、ブロック、テーブルトイズ、アート、ライブラリーコーナー等、子どもの興味分野に基
づく環境設定により、ワークタイム（個々の興味に応じて遊ぶ時間）を多く取り入れ、クリエイティビティー・
問題解決力・協調性・セルフヘルプスキルズ等幼児教育分野において必要なスキルを身につけます。 

 ③『アクティビティー』 
サークルタイム(ミュージック＆ムーブメントやストーリータイムなど)  や、アクティビティー(アート・サイ
エンス・マス・グループゲーム)を、毎月のテーマに沿ってバランス良く取り入れトータル的な構成とさまざま
な角度からのアプローチで、子供たちが興味を持って楽しく学ぶことができます。 

  ④『オープンエンディド・クェスチョン』                                   
  ティーチャーは、一つの答えだけを導く語りかけや質問ではなく、個々の想像力を伸ばすことのできるような
さまざまな答えが導き出せる語りかけで、創造性と考える力を伸ばします。 
⑤『社会性』 
幼児期のお子さまに必要なスキルの一つとして、社会性を身につけることがあげられます。そのためには、ま
ず自分に自信を持つことも、とても大切なスキルの一つです。ティーチャーやご家族の皆さまから、たくさん
のことを具体的に褒めてもらうことにより、将来必ず必要となる自信を身につけることができ、自信をしっか
りと身につけたお子さまは、次にお友達を尊重する力や協調性を学びます。 

 
                    Aloha International Preschool  

                  TEL:03-6908-8150  FAX:03-3889-8747  

受付時間:月～金曜日 9:00～18:00 


