
 

201７年度募集要項（４月入園） 
 

 

キッズガーデン プレスクール (２・3 歳児) 

※１歳６ヵ月を過ぎたお子様も入園検討可能です。ご希望の場合お問合わせ下さい。 

 

対 象 ：満２歳の誕生日を迎えた男女（１歳半～２歳児の方はご相談下さい） 

講師体制 ：外国人講師と日本人講師の 3 名程度 

保育日数 ：週５日（月～金） 

保育時間 ：基本保育 午前 ９時４５分～午後 12 時１５分 

午後保育 午後 12 時 15 分～午後 ２時４５分 

早朝保育   ：午前８時 00 分～９時 45 分 

放課後保育   ：午後２時４５分～午後６時または 7 時 

開 講 週 ：年間３８週  

ＧＷ休暇、夏季、冬季、春季休暇あり。休暇中の保育も可能です。一部休館期間があります。
      ※月曜日は、35 週となります。火曜日から金曜日の日程で補講していただくことが可能となります。 

  ※4 月の入園後 2 週間程度は、短縮保育（午前のみ）となります。 

定 員 ：各日２０名程度 

登録料  ：10,800 円（ＹＭＣA 新規登録の方のみ） 

教材費  ：21,600 円（年額） 

         ※教材費にはプログラム費、おやつ代も含まれます。 

 

保育料 

 

 早朝保育 

8:00-9:45 

基本保育（月額）

9:45-12:15 

午後保育 

12:15-14:45 
（オプション） 

放課後保育 

14:45-18:00 
(International Club) 

夕方保育 

18:00-19:00 
（日本語保育） 

週１回  

 

 

540 円/日 

17,280 円  

2,160 円/日 

 
1 日当たり 

2,160 円で 

1 日保育に 

延長できます。 

 

 

 

2,700 円/日 

 
 

 

 
 

1,080 円/日 
 

 

週２回 34,560 円 

週３回 36,720 円 

週４回 46,440 円 

週５回 51,840 円 

 

       
 

休暇期間中保育 
 

夏休み、冬休み、春休みなどの休暇中の保育も行います (平日のみ) 

（お盆、お正月など、一部休館の期間があります） 

基本的に日本語保育になりますが、午前中２時間 English Time があります 

 

 

一日保育 
8:00-18:00 

(基本日本語保育   

英語タイムあり) 

4,320 円/日 
 

 

夕方保育 
18:00-19:00 

（日本語保育） 

1,080 円/日 

 

※登録料、保育料、教材費には、消費税 8％が含まれています。（2016 年 11 月現在） 

 

 

※通園バスはご利用いただけません。保護者の方の送迎をお願い致します。 

 

 

 

 

 



 

Application Information for the School Year of 2017-2018 

（April - March） 
       

 

Kids Garden Pre-school (2 years old and 3 years old) 

※Children aged 1 year and 6 months can be considered as applicants. Please contact us. 

 

Age       ：Male and female children born between April 2, 2013 and April 1, 2015 

Teaching Style      ：Pair teaching with foreign teachers and a Japanese teacher  

Days:        ：5 days a week (Monday through Friday) 

Basic Class      ：9:45～12:15 

Afternoon Class     :12:15～14:45 

Early Hours Program : 8:00～ 9:45 

Afterschool Program :14:45～18:00 or 19:00 

Weeks          ：Open 38 weeks a year 
             (We have golden week holidays, summer holidays, winter holidays, and spring holidays) 

                    A day care program is available during Vacations. (There are some closed period) 

* Those who sign up on Monday can make up class on Tuesday to Friday 

since we have only 35 weeks a year on Monday. 

* About two weeks in April, program will be shortened. 

Maximum Capacity  ：About 20 children per a day 

Enrolment Fee      ：\10,800 (For those who register YMCA for the first time) 

Material Fee          ：\21,600 (per a year) 

             *The material fee covers costs for program and snacks too. 

 

Tuition Fee 

 

  

Early Hours  

Program 

8:00-9:45 

 

Basic Class 

 

9:45-12:15 
(Monthly) 

 

Afternoon Class

 

12:15-14:45 
（Optional） 

 

International 

Club 

14:45-18:00 
(Afterschool 

Program) 

 

 

Evening Hours

Childcare 

18:00-19:00
（Japanese）

 

 

1day a week  

 

 

 

\540/day 

\17,280/month  

\2,160/day 

It can be extended 

to full day childcare  

with additional fee 

of \2,160 per day

 

 

 

\2,700/day 

 

 

 

 

 

\1,080/day 

 

 

2 days a week \34,560/month 

3 days a week \36,720/month 

4 days a week \46,440/month 

5 days a week \51,840/month 

 

 

 

Program of During Vacations 

 
Kids Garden has a day care program during 

summer/winter/spring vacations. (only weekday)  

There will be no program during Obon and New Year’s  

holidays. The program is in Japanese normally and has 2 

hours English Time in the morning. 

 

 

Full Day 

8:00-18:00 

(Japanese program but has English 

Time during morning 2 hours.) 

 

\4,320/day 

 

 

Evening Hours

18:00-19:00

(Japanese 

program） 

 

\1,080/day 

 

※All those fees above include 8% tax (January, 2017). 

※Bus Service is not available. 


