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ＹＭＣＡの願い Our Hopes at YMCA 
 

思いやりのある｢心｣、 

豊かな｢知性｣、 

たくましい｢身体｣ の バランス良い成長を願っています 

 

YMCA is dedicated to the holistic growth of all persons in spirit, mind, and body. 

 

YMCA は Young Men’s Christian Association の略で、キリスト教青年会と訳します。世界約 120 の

国と地域にある非営利団体です。YMCA のロゴである逆三角形は Spirit, Mind, Body の３つの言葉を表して

おり、精神、知性、身体の健全なバランスのとれた全人教育を目指しています。東京 YMCA は公益財団法人

でもあり、英語などの語学教育、ウエルネスセンター、青少年を対象とした野外教育キャンプ、専門学校、イ

ンターナショナルスクール、幼児保育など、キリスト教に根ざした様々な社会教育活動を展開しています。 

 

YMCA stands for Young Men’s Christian Association. YMCA is an international non-profit 

organization serving people in about 120 countries and regions in the world. We strive to achieve 

a healthy and balanced growth of all persons in spirit, mind, and body, as symbolized by the 

inverse red triangle. Tokyo YMCA is not only a non-profit organization but also a foundation 

offering various Christian-based social and educational programs, including language education 

programs, wellness centers, out-door education camps for youth, vocational colleges, an 

international school, and child-care programs. 

 

 

キッズガーデンでは、お子様が園での生活を通して、将来自立した、積極的に社会の中で活躍する人格が形成 

されていくよう願っております。 

We hope that experiences at Kids Garden will encourage children to grow into independent and active 

adults who achieve great success in the future. 

人格形成に必要とされる価値は様々ですが、その中でもＹＭＣＡは４つの価値に注目しています。 

Among many values required for character formation, YMCA emphasizes the following four values: 

 

 

Ｃａｒｉｎｇ  思いやり 

Ｒｅｓｐｏｎｓｉｂｉｌｉｔｙ  責任感 

Ｈｏｎｅｓｔｙ  誠実さ 

Ｒｅｓｐｅｃｔ   尊敬心 

 

これらを保育の中に組み入れ、様々な体験を通してお子様の成長を促します。さらにはＹＭＣＡの 

大きなテーマとして、以下の運動を進めて行きます。 

These above-mentioned values are integrated part of our experience-oriented curriculum 

that encourages children’s holistic development. We also work towards the mission stated 

below.   

Ｗｅ ｂｕｉｌｄ ｓｔｒｏｎｇ ｋｉｄｓ, 

ｓｔｒｏｎｇ ｆａｍｉｌｉｅｓ, 

ｓｔｒｏｎｇ ｃｏｍｍｕｎｉｔｉｅｓ. 
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ＹＭＣＡの英語教育 English Education at YMCA 
 

1890 （明治 23）年、東京 YMCA は、「青年夜学校」を開設しました。これは当時、東京で働く若者た

ちや学生たちに英語を学ぶ機会を提供し、将来のステップアップに備えてもらう目的で設立されました。当時

の担当者による記録には「英語の夜学校に力をいれた。生徒は 50 名ばかりで、月謝は 1 カ月 50 銭。先

生は多くの有志の方々が指導に当たられた」と書いてあります。アメリカの YMCA から派遣された 2 人の

協力主事を中心に、何人ものボランティアによる講師陣が、熱心に指導し、生徒たち（当時は男性だけ）は石

油ランプの灯りの下で、真剣に勉強していました。 この学校はのちに「青年英語学校」、「東京 YMCA 英語

学校」と改称され、現在の東京 YMCA 語学教育センターへと引き継がれています。 

 

In 1890, Tokyo YMCA established “Evening School for Youth”. This school was founded to 

provide working youth and students living in Tokyo with opportunities to learn English in order to 

prepare for their future careers. According to the records kept by staff back in these days, great 

efforts were invested in this school. They had 50 students and charged tuition fees of 0.50 yen 

per month. Many teachers were volunteers. A group of many enthusiastic teachers led by two 

education directors from the U.S. taught students who were also hard-working and studied 

under kerosene lamps at night. The school was renamed to “English School for Youth”, and 

eventually to “Tokyo YMCA English School” which is the foundation of the current “Tokyo 

YMCA Language Education Center. 

 

 

 

YMCA 語学教育ミッションステートメント 

YMCA English Education Mission Statement 
 

 ※1 

YMCA は、英語教育を通して地球市民を育てます。 

ＹＭＣＡは 100 年以上の英語教育の歴史と実績のもとに、あらゆる人々と共に生きる、多文化共生社会の実

現に寄与します。そのために、 

1. グローバル社会において有効な、英語によるコミュニケーション力を養成します。 

2. 多様性を受け入れるこころと、主体性を大切にした教育を実践します。 

 

 

 ※1 

The YMCA pledges to foster global citizens through English education. 

For more than 100 years the YMCA has contributed to the realization of an ethnically diverse 

society where all peoples live in harmony through English. Toward this end, we recognize the 

need to… 

 

1. Foster English communication skills to be successful in globalized environment  

2. Offer educational programs that emphasize the development of attitudes accepting of 

cultural diversity, individual differences and a proactive lifestyle. 

 

※１ 地球市民： 

世界的視野に立って考え、行動する人。地球規模の課題（平和・人権・開発・環境・多文化など）に対し、これを自らの現実の

問題として捉え、自分の選択が影響を与えるという意識と責任をもって行動する市民を指します。 

“Global citizens” refers to those who can “think globally” and “act locally”. More specifically, it refers to individuals 

who recognize that global issues such as peace, human rights, development, environment, and cultural diversity, 

as serious ongoing issues, and are aware that their own decisions can make a difference to these issues. 
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クラス内容のご案内 About KG-Pre School 

KG- Pre School は、1 歳半～２歳児を対象とした、インターナショナルキッズガーデン（英語幼児園）の

準備クラスです。 

年間を通して、英語での楽しいアクティビティがたくさんあり、先生やお友だちと一緒に過ごす生活の中から、

自然な形で英語を身につけます。インターナショナルデーやクレイジーヘアデー、ハロウィンなど、キッズガ

ーデンのイベントにも参加します。 

登園日数は、週２日から 5 日までの選択制ですので、英語が初めてのお子さまでも少しずつ英語環境に馴染

んでいくことができます。 

KG-Pre School is a school of preparing English and social skills for international 

kindergarten.  It has variety of fun events and activities throughout year, which helps 

children to learn English in natural setting. Students will join some events in KG, such as 

International Day, Crazy Hair Day, and Halloween!  Those who are new to learn English will 

also be able to enjoy the class. 

※ 当園は東京ＹＭＣＡ東陽町語学教育センターが独自で運営する、英語幼児園準備クラスです。国籍を問わずご

入園頂けます。 
 
※ 当園はインターナショナルキッズガーデン（KG 年少～年長）、及び、東京ＹＭＣＡインターナショナルスクー

ル（TYIS G1～G8）と連携して教育に取り組んでいます。ＫＧ、ＴＹＩＳへの入園・入学に際しては、担当

者との面接などの手続きの後、入学可否を判断しています。 
キッズガーデンプレスクール卒園生には、キッズガーデン入園時に、登録料免除の優遇がございます。 

詳しくはお問い合わせください。 

 

＊ Please note that KG-Pre School is not a pre-school authorized by the Ministry of Education, 

Culture, Sports, Science and Technology. It is a child-care program operated by Tokyo YMCA 

Language Education Center. We welcome applicants of any nationality.  

 
 

＊ KG-Pre School is working together with International Kids Garden (KG) and Tokyo YMCA 

International School (TYIS) to provide best education for children. Acceptance to KG and TYIS is 

based on the results of their own admission processes that include personal interviews. For the 

applicants who graduated from KG Pre-school are able to get benefits in payment such as enrolment 

fee. Please contact us for further details.   
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KG-Pre School の一日 Basic Daily Schedule （例 Sample） 
  

Time Basic Class 

9:45 Morning Routine 

朝のごあいさつや、お歌を歌います 

10:00 Free Play 

英語を使いながら自由遊びをします 

10:20 Morning Circle 

みんなで輪になって英語の歌を歌います 

11:00 
Learning Time  

カレンダーや天気等、身近な表現を使いながら英語を学んだあとは、ワー

クブックを使ってアルファベットに慣れ親しみます。 

クッキング等、季節やイベントに合わせたアクティビティも行います 

11:30 
Snack Time 

おやつを食べます 

11:45 Quiet Time 

絵本を読んだりしながら、静かに過ごします 

11:50 Learning Center Activity 

アーツ&クラフトやその月にちなんだアクティビティを行います 

12:10 Parents-teacher information time 

先生から保護者へお知らせ 

12:15 Dismissal 降園 

年間行事 Seasonal Events 

April  ： Easter イースター  

May  ： Mother's Day 母の日  

June  ： Crazy Hair Day クレイジーヘアデイ  

July  ： Star Festival 七夕  

   International Day インターナショナルデイ     

October ：  Halloween ハロウィーン  

November ：  PE Day ミニ運動会  

December ：  Christmas クリスマス  

February ：  Valentine's Day Event バレンタイン・イベント  

March ：  Graduation Party 卒園・進級を祝う会 
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2018 年度募集要項（4 月入園） 

 

キッズガーデン プレスクール  
 

対 象： 1 歳児半（KG１）  ２０１６年４月２日 ～ ２０１６年１０月１日生 

 ２歳児 （KG２）  ２０１５年４月２日 ～ ２０１６年４月１日生 

 ３歳児 （KG２継続生）  ２０１４年４月２日 ～ ２０１５年４月１日生 
＊3 歳児について、2018 年度は継続生のみお入りいただけます。新規入会の募集は行いません。 

なお、2019 年度からは３歳児の募集は行わない予定です。 

 

定 員： 1 歳児半クラス １２名/1 日 

２歳児クラス  ２４名/1 日 

 

保育日数： 週５日（月～金） ＊週２回～週５回まで選択制でお取りいただけます。 

 

保育時間： 基本保育 午前 ９時４５分～午後１２時１５分 

 

講師体制： 外国人講師／日本人講師 

 

開講日数： 年間３８週 （ＧＷ休暇、夏季、冬季、春季休暇あり。一部休館期間があります。）       
※月曜日は、3３週となります。火曜日から金曜日の日程で５回分振替していただくことが可能となります。 

 

登録料 ：10,800 円［税込］（ＹＭＣA 新規登録の方のみ） 

 

教材費 ：21,600 円［税込］（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 ：月謝払い[税込] *8 月を除く 11 ヶ月 

回数／週 ２・３歳児 １歳半児 

週２回 34,560 円 
（本体価格 32,000 円 消費税 2,560 円） 

35,640 円 
（本体価格 33,000 円 消費税 2,640 円） 

週３回 36,720 円 
（本体価格 34,000 円 消費税 2,720 円） 

37,800 円 
（本体価格 35,000 円 消費税 2,800 円） 

週４回 46,440 円 
（本体価格 43,000 円 消費税 3,440 円） 

47,520 円 
（本体価格 44,000 円 消費税 3,520 円） 

週５回 51,840 円 
（本体価格 48,000 円 消費税 3,840 円） 

52,920 円 
（本体価格 49,000 円 消費税 3,920 円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他： 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。 

 

 

 

 

 

 

＜休暇期間中保育について＞ 

 

夏休み、冬休み、春休みなどの休暇中の保育も行っています。[土日祝日を除く] 
＊お盆、お正月など、一部休館の期間があります。 

＊詳細は開催時期になりましたらご案内致します。 
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Application Information 

for the School Year of 2018-19 (April – March) 
 

KG Pre-school 
Age: 1・1/2 year (KG1) Children who were born between April 2, 2016 and October 1, 2016 

 2 year  (KG2) Children who were born between April 2, 2015 and April 1, 2016 

 3 year  (KG2) * continuing student only 

Children who were born between April 2, 2014 and April 1, 2015 

 

Maximum Capacity: （KG1）12 children /per day 

 （KG2）24 children /per day 

 

Days:  5 days a week (Monday to Friday) *selectivity system (twice a week to fifth a week) 

 

Hours:  9:45 a.m. ～ 12:15 p.m. 

 

Teaching Style: Taught by international and Japanese teachers 

 

Weeks：Open 38 weeks a year 

 (We have golden week holidays, summer holidays, winter holidays, and spring holidays. 

  Day care programs are available during vacations. ) 

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

only 33 weeks a year on Monday. 

 

Enrolment Fee      ：\10,800 First time only 

Material Fee          ：\21,600 /year 

              

Tuition Fee : Monthly Installment  

 ２・３year old １and a half year old 

2 days a 

week 

\34,560/month 

（\32,000 tax\2,560） 

\35,640/month 

（\33,000 tax\2,640） 

3 days a 

week 

\36,720/month 

（\34,000 tax\2,720） 

\37,800/month 

（\35,000 tax\2,800） 

4 days a 

week 

\46,440/month 

（\43,000 tax\3,440） 

\47,520/month 

（\44,000 tax\3,520） 

5 days a 

week 

\51,840/month 

（\48,000 tax\3,840） 

\52,920/month 

（\49,000 tax\3,920） 

 

 

Program of During Vacations 
 

Kids Garden has a day care program during summer/winter/spring vacations. (only weekdays) 

School is closed during Obon and New Year’s holidays.  

Holiday information will be released in a timely manner. 

 

※Fees above include 8% tax. 

※Bus Service is not available. 
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延長保育（予約制） 
 

お預かり時間 
早朝保育 
Early Bird 

8:00-9:45 

午後保育 
Afternoon Program

12:15-14:45 

放課後保育 
International Club 
14:45-18:00 

夕方保育 
Evening Program 

18:00-19:00 

費 用 540 円/日 2,160 円/日 2,700 円/日 1,080 円/日 

※ 早朝保育（Early Bird）は KG- Pre School・KG 在園生、放課後保育（International Club）と夕方保育

（Evening Program）は KG Pre-school・KG 在園生、KG 卒園生（KG に１年以上在籍した、小 1～小３

のお子様）、ＳＥＰ生徒、ＴＹＩＳの１～３年生が対象となります。 

 

入園申し込み 
 

① 入園願書受付  

【第１期受付期間】 ２歳児のみ  2017 年 12 月 5 日（火）～ 12 月 12 日（火） 

 

【第 2 期受付期間】１歳半/２歳児  2018 年 1 月 9 日（火）～ 1 月 16 日（火） 

 

窓口受付時間： 午前 10 時～午後 5 時（日曜・祝日休み） 

※ 入園願書は、キッズガーデンオフィスまで直接ご持参ください。 

※ 1 月 17 日（水）以降のお申し込みは、各クラスの定員に空きがあ

る場合に限り受付いたします。空き状況は、キッズガーデンオフィ

スにお問い合わせください。 

 

② 入園面接 

【第１期】 ２歳児のみ 2017 年 12 月 19 日（火） 

 

【第２期】  １歳半/２歳児 2018 年 1 月 23 日（火） 
 

※ 面接には入園予定ご本人と保護者と一緒にお越しください 

※ 面接時間は願書受理後、ご案内いたします 

 

面接結果  面接日より 1 週間以内にご自宅宛に結果を郵送いたします 

 

③ 入園手続き  

入園手続きの際には、登録料、教材費をご入金頂きます。 

 

※ 入園手続き終了後のキャンセルにつきましては、登録料のご返金はありませんので予めご了承下さい。 

ご返金は、教材費のみとなります。（返金の際は口座振込となり、振込手数料はご負担頂きます。） 

 

④ 授業料支払いのお手続き方法等は入園前説明会にてお知らせ致します。 
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Extension Programs 

※ The early Bird program is for KG and KG-Pre School kids. The International Club and Evening 

Program are for KG-Pre School, KG, enrolled in KG at least a year (G1-G3), SEP students 

and TYIS G1-G3. 

Admission Process 

① Application Timing 

[First application timing]  For two year old children only  

December 5 (Tue) to December 12 (Tue), 2017 

 

[Second application timing] For 1 and a half and two year old children 

January 9 (Tue) to January 16 (Tue), 2018 

Office hours: Monday through Saturday from 10 a.m. to 5 p.m. (Closed on 

Sundays and national holidays) 

＊ Please submit the application form to the office. 

＊ After January 17(Wed), 2018, applications will be accepted only when we have vacancy 

in the class. Please contact the office for confirming vacancies. 

 

② Interviews 

[First timing]  December 19 (Tue), 2017 

[Second timing]    January 23 (Tue), 2018 

For interviews, both the child’s and the parent(s)’ participation is required. 

※ The interview date and time will be scheduled and informed after the application form is 

submitted. 

 

Notification of Acceptance: 

The results will be notified by mail within a week after the interview. 

 

③ Registration Process 

The registration fee and the material/program fee are due upon registration. 

※ Please note that the registration fee is not refundable after the registration process is 

completed. Only the material/program fee can be refunded to your bank account. 

 

④ Detailed information on the tuition payment plans will be provided during 

orientations prior to the school year. 

 

 Early Bird Afternoon Program International Club Evening Program 

Time 8:00-9:45 12:15-14:45 14:45-18:00 18:00-19:00 

Fee \540 \2,160 \2,700 \1,080 


