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            出願出願出願出願のごのごのごのご案内案内案内案内    

 

出願は、年度を通してお受けしております。 

年度途中の入学をご希望の場合は、お子様の学習面及び生活面での習熟度を鑑み、年度内でも 1 月前ま

でにご入学されることをおすすめしております。 

 

年齢の条件 

小学校 1 年生の出願者は、入学する年の９月１日までに満６歳になっていることが条件です。 

 

学校見学 

学校の見学を希望される場合は、TYIS オフィスまでお電話（03-3615-5632）、もしくはメール

(tyis@tokyoymca.org)にてご連絡下さい。ご見学の際、TYIS スタッフが必要に応じて、みなさまのご質

問にお答え致します。 

 

出願に必要な書類 

出願手続きには、下記の書類が必要です。 

・出願者の過去２年間の成績表のコピー 

・入学願書 

・出願者の保健書類（保護者による記入） 

・出願者の健康診断書（医師による記入、要署名） 

・推薦状 

小学生の方は、現在通われている学校の担任の先生に推薦状の記入を依頼して下さい。 

この推薦状は、出願者の学習意欲、出席率、学校での様子、クラスメート及び先生との関係、社会

性、そして学校において学習レベルごとにクラスが分かれている場合は、そのレベルを記載してく

ださい。 

なお、こちらの推薦状は、出願者が現在通われている学校から直接TYISオフィスに郵送願います。 

・TYIS に関する確認書（要保護者署名） 

 

国内にお住まいの方 

上記の書類を TYIS オフィスが受け取り次第、当方より、保護者の方(少なくとも 1 名)と出願者を含め

た面接の日程を連絡させて頂きます。入学の可否に関しては、書類と面接を通して選考させて頂き、後

日保護者の方にお伝え致します。場合によっては、追加の面接をお願いすることがございます。 

国外にお住まいの方 

国外にお住まいの方は、すぐに東京にある TYIS にて三者面接を実施するのは難しいかと思います。ま

た、希望されている学校に入学できるかどうかで、引越し先を決める方もいらっしゃるかと思います。

そのため、国外にお住まいの方で三者面接をすぐに実施することが難しい方は、上記の書類のみで入学

の可否を選考させて頂きます。その場合、保護者の方に下記のような選考結果をご連絡させて頂きます。 

・ 合格：選考の結果、合格となり TYIS への入学を認めます。合格者が入学、もしくは登校する前に、 

保護者の方(少なくとも 1名)と入学者を含めた三者面接を実施させて頂き、その際、オリエンテー

ション、クラス分け、配慮すべきことなどを話し合います。 

・ 不合格 
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英語を第一言語としない出願者英語を第一言語としない出願者英語を第一言語としない出願者英語を第一言語としない出願者    

英語力は、試験や面接を通して審査されます。出願者の英語力によっては、TYIS の EAL(English as an 

Additional Language)に入って頂く場合がございます。また、夏休み中のサマープログラムや放課後の

チュータリングも受けて頂く場合がございます。 

 

ただし、自宅及び学校で英語を使用しており、TYIS の授業についていける充分なサポートがなされると

判断した場合は、例外として EAL を受講しない場合がございます。 

 

各学年、１クラスの最大各学年、１クラスの最大各学年、１クラスの最大各学年、１クラスの最大受け入れ人数受け入れ人数受け入れ人数受け入れ人数    

Grade 1～Grade 7、各学年１クラス 定員２３名 

春入学プログラム(Spring Enrollment Program) 定員１５名 

 

TYITYITYITYISSSS 春入学プログラム春入学プログラム春入学プログラム春入学プログラム    

TYIS では、3 月に幼稚園、保育園を卒園し、夏休み明けの 8月末から新年度の TYIS Grade1 に入学する

方対象に、4 月からの TYIS 春入学プログラムを実施します。このプログラムにより、日本の 4 月始ま

りのカリキュラムからスムーズに移行していただくことができます。プログラムは 4月から 6月までの

３カ月間に渡って行われます。 

この TYIS 春入学プログラムは、よりスムーズに Grade 1 の授業や英語を使う学習環境へ適応できるよ

うサポートすることが目的です。このプログラムに参加した生徒たちは、集中的に英語を学びます。ま

た、夏休み中はサマー・プログラムへも参加することができます。 

夏休み明けの新学期からは、新学期開始前にテストを行い、Grade 1 のクラスとあわせて English as an 

Additional Language（EAL）を履修するか、あるいは Grade1 のクラスのみで学ぶかを判断致します。 
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お支払いに関する規定お支払いに関する規定お支払いに関する規定お支払いに関する規定 

 

� 出願料は、入学試験日に全額お支払い下さい。お支払い後、返金はありません。 

� 入学が決定された方は全員、入学金を指定の期日までにお支払いをお済ませください。 

入学者が入学する日や退学日に関わらず、入学金の返金はありません。 

� 入学金は、合格通知が出されてから 10日以内にお支払い下さい。入学金の請求書は、出願者の 

合格通知と共に、同封致します。入学金のお支払いが全て完了してから、正式に学校へ登録となり

ます。 

� TYIS に通う生徒は全員、毎年授業料が請求されます。学期開始後は、その学期の授業料の返金はあ

りません。 

� 次年度の授業料は、その新学年となる年の 6 月末までにお支払い下さい。7 月以降に入学が決まっ

た方は、なるべく早い時期にお済ませ下さい。 

� 授業料は、１回払い、もしくは３回払いでお支払いただきます。注意：３回払いの方は、手数料と

して授業料、施設設備維持費、教材費の合計の 3％の金額が発生致します。この手数料は、最初の

授業料振込み時にお支払い下さい。3 回払いの期日は下記の通りです。 

� 授業料およびその他の費用には消費税がかかります。年度の授業および関連する全ての費用に対応

する消費税は８％となっています。 

 

3 回払い 

 支払い期日 金額 

1 学期 新学年が始まる年の 6 月末まで \569,700 (本体価格\527,500/消費税\42,200) 

※３回払い手数料含む 

2 学期 その年度の 10月末まで \521,640 (本体価格\483,000/消費税\38,640) 

3 学期 その年度の 2 月末まで \521,640 (本体価格\483,000/消費税\38,640) 

 

� 学期の途中で転入した場合は、転入したその学期の通学日数に応じて授業料をお支払頂きます。 

� 学年を修了する前に退学する場合は、未消化分の学期については、授業料を返金致します。但し、

学期開始後については、その学期分の授業料の返金は致しません。施設設備維持費、教材費は、日

割り計算にて返金致します。 

� \50,000 以上の金額を支払う場合は、必ず下記の振込み先にてお支払い下さい。 

� ご兄弟姉妹でご入学の場合、二人目の方は授業料のみ１０％割引になります。その他、施設設備維

持費、教材費の割引はありません。 

 

銀行振り込み先銀行振り込み先銀行振り込み先銀行振り込み先    

三菱東京 UFJ 銀行 神田支店 (普)1179893 公益財団法人 東京 YMCA 
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授業料とその他費用について授業料とその他費用について授業料とその他費用について授業料とその他費用について    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上記は全て消費税（８％）込の価格となります。 

※SEP の入学時にお支払い頂いた入学金（￥270,000）は、G1 へ継続の時には免除致します。 

 

教材費には、授業内でのテスト料、教科書代、教材費、遠足費用、イヤーブック、その他のイベント代

が含まれます。 

 

下記の費用は、上記金額には含まれておりません。 

 

EAL サービス  年間  ¥453,600（本体価格¥420,000/消費税¥33,600） 

   ３回払い ¥151,200（本体価格¥140,000/消費税¥11,200）×３学期 

 

バスサービス（年間） 江東区  往復 ¥237,600（本体価格¥220,000/消費税¥17,600） 

江東区  片道 ¥118,800（本体価格¥110,000/消費税¥8,800） 

            江東区外 往復 ¥351,000（本体価格¥325,000/消費税¥26,000） 

江東区外 片道 ¥175,500（本体価格¥162,500/消費税¥13,000） 

※途中入学の場合は、金額を調整してご案内いたします。 

 

秋季キャンプ(2 泊 3 日)  ¥28,620（本体価格¥26,500/消費税¥2,120 ～(年度により金額の変更あり) 

冬季キャンプ(3 泊 4 日)  ¥43,200 (本体価格¥40,000/消費税¥3,200) ～(年度により金額の変更あり) 

 

PTA 費         ¥12,000 ～ (年度により金額の変更あり) 

G1-G7 G1-G7 SEP

新規生徒 継続生  春入学プログラム

出願料 ¥21,600 ― ¥21,600

入学金 ¥270,000 ― ¥270,000

年間授業料 ¥1,296,000 ¥1,296,000 ¥378,000

施設設備維持費 ¥183,600 ¥183,600 ―

教材費 ¥86,400 ¥86,400 ―

合計合計合計合計 ¥1,857,600 ¥1,566,000 ¥669,600

3回払い手数料 ¥46,980 ¥46,980 ―


