
募集要項  

Admission Requirement  
 

 

2023 年度 Kindergarten（幼稚園コース週 5日制） 

2023-2024 School Year Kindergarten Class 
※認可外保育施設承認・幼児教育無償化対象クラス 
*Certified to be subject to the partial free tuition project 

 

 

★募集人数/ The Number of Students Admitted   

・1st 年少クラス 3 歳児：  募集人員 18 名 × 2 クラス 

・Primary Level Age 3: 18 Students × 2 Classes 

  

★出願資格/ Qualification for Applicants 

1. 2019年 4月 2日～2020年 8月 31日生まれ 

2. Kindergartenご説明会にご参加いただき、Alohaの教育理念・方針にご賛同いただけた保護者様 

 
1. Children born between April 2, 2019 and August 31, 2020 

2. Parents who attend the Kindergarten school tour and orientation and agree with Aloha education philosophy 

and policy 

 

★オンライン説明会/ Online School Orientation 

                   9月 30 日（金）13：00 開始です。 

 ホームページからご予約ください。ID とパスワードは追ってご案内差し上げます。 

   * Friday September 30 at 13:00. Please make a reservation on HP. We will notify you of ID and password later. 

    

★願書配布日/ Application Distribution Date 

 10月 3日(月)～7日(金) 10：00～16：00 

北千住校にて配布します。事前にご予約ください。 
from Monday October 3 to Friday October 7 between 10:00 and 16:00  

at Kita-senju school. Please make a reservation. 

 

 ★願書優先受付日/ Accepting Application Period 
  10月 11日(月)～10月 14日(金) 

 ※郵送のみの受付となります。期間内必着でお願いいたします。 
 

between Monday October 11 and Friday October 14  

 * Application forms will be ONLY accepted by mail. Please have it arrive within the period. 

 

★願書送付先/ Mailing Address  
 

      〒120-0015 東京都足立区足立 1-3-11 

             Aloha International Preschool 宛 

 

Aloha International Preschool 

1-3-11 Adachi, Adachi-ku, Tokyo 120-0015 

 

         ★親子面接テスト/ Parent and Child Interview Test 

願書受付後、親子面接テストをお受けいただきます。 

面接及びテスト内容についてのご質問やお問合せは、一切お受け出来かねますのでご了承ください 

日程等の詳細は後日ご案内いたします。   

All applicants will have a scheduled a parent and child interview for evaluation 

after we receive an application form. 



Please understand that we cannot answer any question regarding the interview. 

  Details to be announced. 

 

 

 

 

★合否について/ Interview Result 

    親子面接テスト後、2 週間以内に郵送にて合否の通知をさせていただきます。 

ご入園金等は、合格通知後のお振込となります。 

合否結果についてのご質問やお問合せは、一切お受け出来かねますのでご了承ください。 

  

All applicants will be assessed and the result will be mailed out in two weeks. All payments need to be com-

pleted after the applicants receive their acceptance letter. Please understand that we will not accept any ques-

tions regarding the result.  

  

★諸費用について/ Tuitions 

諸費用につきましては、ガイドライン内に記載しております。 

「 諸費用納入について Payment Methods」をご参照ください。 

  
Please refer tuitions and fees to “ Payment Methods” in the Kindergarten Guidelines.  

 

 

その他、ご入学に関しましての詳細は見学説明会にて配布するガイドラインをご覧ください。 

ご不明な点がございましたら、北千住校までお気軽にお問合せください。 

皆さまのご入学を心よりお待ちしております。 
 

Please refer the details to the guidelines. 

If you have any questions regarding applications, please contact the school office. We are looking forward to     

meeting you.  

 

 

※合格後のご辞退について 

 合格証を受け取ってからのご辞退は、考査料・事務手数料として 5,500 円（10％税込）を 

 お支払いいただきます。 

 ご辞退については、合格証受領後 1 週間以内にお申し出ください。 

 

※When you decline admission after receiving a certificate of acceptance, an examination and administrative  

fee of 5,500 yen (10% tax included) will be charged. 

Please notify us within a week of receiving a certificate. 

 

 

   

  アロハインターナショナルプリスクール Aloha International Preschool 

北千住校 東京都足立区足立 1-3-11  TEL 03-6908-8150／FAX 03-3889-8747 

       Kitasenju School 1-3-11 Adachi, Adachi-ku Tokyo  TEL 03-6908-8150／FAX 03-3889-8747 


