Grace Montessori Academy
トドラークラス案内 Toddler Class 2019

定員 Enrollment limit：

8 名まで

8 students

日程 Dates：

月曜〜金曜日

MON – FRI

時間 Duration：

09:00 〜 15:00

言語 Language：

英語

English

入園可能年齢 Enrolling timing：

1 歳 〜 2 歳 11 ヶ月

1 〜 2 years and 11 months old

期間 Duration：

〜 3 歳 11 ヶ月まで

〜 3 years and 11 months old

(※2020 年に 3〜6 歳のクラス「子どもの家」開校予定。**We are planning to open a 3-6 year old Children’s House program in 2020.

Daily Schedule
Time

Base Schedule

時間割

08:45-09:00

登園

Arrival

09:00-10:15

モンテッソーリお仕事/おやつ

Montessori work/Snack

10:15-10:35

サークルタイム/ストーリータイム

Circle time/Story time

10:35-10:45

トイレ/公園への準備

Toilet/Prepare for park

10:45-11:30

公園

Park

11:30-11:40

トイレ/昼食準備

Toilet/Prepare for lunch

11:40-12:40

昼食/昼食が終わればお仕事

Lunch/Work (when finished with lunch)

12:40-14:00

モンテッソーリお仕事/お昼寝

Montessori work/Nap time

14:00-14:45

アート/音楽/運動

Art / Music / Movement time

14:45-15:00

片付け

Pack Up

15:00-15:15

お迎え

Pick Up

Year Schedule
休暇スケジュール

Schedule of holiday

春休み：3 月終わりの週

Spring Break - Last week of March

夏休み：7 月中旬 〜 8 月終わり

Summer Break - Mid-July to end of Aug

クリスマス休暇 ：12/23 〜 1/3

Christmas Break - 12/23 〜 1/3

※祝日はすべて休校です

※All national holidays the school will be closed, as well.

Things to Bring

持ち物
⚫

リュックサック(簡単に持て、開け閉めのできる物) ⚫

⚫

お弁当、水筒 (お茶もしくは水)

⚫

Bento lunch

⚫

トイレトレーニングが終わっていない場合は

⚫

Tea bottle (with tea or water)

オムツの替え一袋 & おしりふき

⚫

Diapers and wipes if your child is not yet fully potty-trained

⚫

Change of clothes

(替えが必要な度にお知らせします）

Backpack ※ easy for your child to carry, open/close

⚫

着替え（汚れた時に必要）

⚫

Plastic bag for taking home dirty clothes

⚫

汚れた服を入れるビニール袋

⚫

Hand towel with a loop

⚫

ループつきハンドタオル

⚫

Toothbrush and cup

⚫

歯ブラシ、コップ

⚫

Raincoat and booths when rainy

⚫

雨の日は雨でも問題が無い格好

**Please make sure your child’s name is on all of his/her belongings.

(レインコート・長靴等)
※すべての持ち物に名前を書いてください

What do I need to sign up for the school?

入園登録に必要なもの
⚫

登録用紙

⚫

Registration form

⚫

健康保険証のコピー

⚫

Copy of child’s health insurance card

⚫

入園費

⚫

Payment of enrollment fee

⚫

もし何か持病等があれば、医師の診断書

⚫

Medical Report if applicable

⚫

アレルギー等あれば、その報告

⚫

If any allergy, please let us know

About Fee

費用について
⚫

支払い期限：次の月の費用を月末までにお支払い

⚫

授業料は年間設定ですが、月ごとの支払いになって ⚫

The payment for the class is for the year, but broken up into 11

います。月ごとの支払いは、年間授業料を 11 回で割

equal payments to pay monthly. (However, August payment will

ってご請求させていただいております。（8 月はす

be only ¥20,000 for facility management fee.) You can choose

べて夏休みです。8 月のお支払いは施設維持費

if you would like to pay monthly, every 6 months, or yearly.

¥20,000 のみになります。）また、お支払いは月払

(Half yearly payments: 2% off / Yearly payments: 3% off)

い・半年払い・年払いからご選択いただけます。一

Advanced payment is applied to all the method.

括支払割引（半年払：2%割引 / 年払（3%割引）。

⚫

⚫

Payment due: By the end of month for next month

If you will take a break for more than a month, we can hold

支払いはいずれの場合も前払いです。

your seat in the class at 70% of the normal monthly fee. Please

長期の欠席（1 ヶ月以上）の場合は、座席確保料と

let us know 1 month in advance. If the notice is less than a

して授業料の 70％をお支払い頂きます。お休みされ

month, the normal monthly fee will be charged.

る期間のはじまる 1 ヶ月前迄にご連絡下さい。ご連 ⚫

Siblings will receive a 10% discount on the monthly fee. There

絡がなかった場合、通常の授業料のお支払いが必要

will be no discount on the fees other than monthly fee.

となります。
⚫

⚫

2 人目以降のお子様の入学は授業料を 10％割引させ
て頂きます。授業料以外の費用の割引適用はござい
ません。

2019 School Fee (Morning Class ~13:00)
日数

授業料

保険・衛生費

教材費・スナック

月合計

入園費

年会費

Days

Fee/month

Insurance・Sanitation

Materials・Snacks

Monthly Total

Enrollment

Annual fee

3 days/week

¥45,000

4 days/week

¥50,000

¥30,000

FREE

5 days/week

¥55,000

¥49,000
¥2,000

¥2,000

¥54,000
¥59,000

2019 School Fee (Full Day ~15:00)
日数

授業料

保険・衛生費

教材費・スナック

月合計

入園費

年会費

Days

Fee/month

Insurance・Sanitation

Materials・Snacks

Monthly Total

Enrollment

Annual fee

3 days/week

¥60,000

4 days/week

¥70,000

¥30,000

FREE

5 days/week

¥80,000

¥65,000
¥2,000

¥3,000

¥75,000
¥85,000

・入園費 4/26 までの登録で無料 Enrollment fee is Free until 4/26.

Payment to

費用振込先

Bank: The Minato Bank, Ltd.

銀行：みなと銀行
店番：163

支店：神戸駅前店

番号：1697961

口座：普通

SWIFT Code: HSINJPJK

Branch Code: # 163

Savings Account (Futsu) # 1697961

名義：グレイスアカデミー

*お振込手数料はご負担下さい。

Name: "gureisuakademi"
**Please own the cost of transfer fee

Information

English

日本語

住所 Address

神戸市中央区東川崎町 5-5-5

5-5-5 Higashikawasaki-cho, Chuo-ku, Kobe

設置者/施設名称 Organization

グレイスモンテッソーリアカデミー

Grace Montessori Academy

管理者 Administrator

長川幸政

Yukimasa Nagakawa

Mobile

050-5532-1769

050-5532-1769

School’s LINE@

@opx7000m

@opx7000m

Email

contact@gracemontessori.jp

contact@gracemontessori.jp

教師陣 Teachers

長川 アリソン

Allison Nagakawa

方 英淑 (パン ヨンスク)

Yongsuk Pang

他

Others

建物 Building

木造 2 階建て

2001 年建設

建物 Building 1F

保育室約 22 ㎡、トイレ、洗面所

Wooden based 2 levels, built in 2001
22m2 Classroom, Toilet, Washbasin

