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KIPS のミッション 

 
K インターナショナルプリスクール(KIPS)は、子どもたちが将来、国際バカロレア教育（International Baccalaureate：
IB）等、難易度の高いカリキュラムで成功するために必要な知識やスキルの習得に必要な能力(認知能力と非認知能

力)を身につける。 
 

 
 
 
ケイ・インターナショナルプリスクール(KIPS)に興味をお持ちいただき、ありがとうございます。 
 
KIPS は、学校法人ケイ・インターナショナルスクールが運営する、0-2 歳児を対象とした、企業主導型保育事業として内
閣府より助成を受けているインターナショナルプリスクールです。 
 
学校法人ケイ・インターナショナルスクールは、KIPS の他、3 歳児以上の教育施設としてケイ・インターナショナルスクー
ル東京(KIST)を運営しております。KIST は男女共学のインターナショナルスクールとして 1997 年に創立、現在は幼稚
園から 12 年生(高校 3 年生)まで、約 45 ヶ国、600 名以上の生徒が学んでいます。 
 
KIST の特徴は、まじめでボランティア精神に富んだ、向学心の高い生徒が多く在籍し、良い教育環境を作ることに貢献
していることです。多くの卒業生たちは優秀な成績をおさめ、アメリカの IVY リーグのプリンストン大学やペンシルバニア
大学をはじめ、UC バークレー、ボストン大学、イギリスのユニバーシティ・カレッジ・ロンドン、インペリアルカレッジロンド
ンやロンドンスクールオブエコノミックス、韓国のソウル大学や延世大学（医学部）、日本では東京医科歯科大学(医学
部)、東京大学、京都大学、慶応義塾大学、早稲田大学（政経学部や理工学部等）など、世界中の一流大学に進学して
います。 
 
KIST のミッションは、「文化的社会的に多様な背景をもった学習意欲の高い子どもたちに、安全で人を支える環境の中
で、質の高い教育を提供し、国際社会に有意義な貢献をする、学力的にも人格的にも優れた有能な若者を育成するこ
と」です。 
KISTが採用している国際バカロレア(International Baccalaureate：IB)のプログラムのうち、高校最後の2年間で履修す
る大学入学資格が付与されるディプロマプログラム(DP)は、非常に難易度が高いカリュキラムとして世界的に知られて
います。学校が生徒に一番求めていることは、大学やその先の人生で活躍する為に必要なスキルや知識を手に入れる
ことです。DP スコアは、そのスキルや知識、学力がどれだけ身に付いたかを測る一つの有効な指標であり、将来の大学
や就職において成功できる進路を示します。 
  
KIST が最後の 2 年間にディプロマプログラム(DP)を採用した最大の理由は、リサーチ力や分析力、大学や国際的な社
会で成功するために必要な論理的思考力や批判的思考力、ライティング、プレゼンテーション、ディベートなどのコミュニ
ケーシン能力、将来の学問やキャリアに備える為の高い知識、ボランティア精神を養う機会など、様々なスキルを育成す
るカリキュラムだからです。DP(及び IGCSEで補われた IBカリキュラム全体)は、KISTのミッションを達成するため、将来
の活躍に必要なスキルや知識を養う質の高い教育を、エレメンタリーの段階から卒業まで一貫して提供する為のフレー
ムワークとなります。DP 試験で得た高いスコアは、生徒がこれらの知識やスキルを習得したことを国際的に証明するも
のです。 
 
KIPS では提供するプログラムを通して、お子さんの早期発達の土台を、質の高い教育・学習環境できめ細やかに注意

深く支えます。KIPS の 0-1 歳児クラスでは、安心で安全なゆとりある環境で保育をバイリンガルで行います。2 歳児クラ

スでは、KISTの 3歳児クラスから提供される国際バカロレアの初等教育を開始できるレベルに到達することを期待値と

し、保育/教育の全てを英語で行い、KIST をはじめ将来 IB など英語を指導言語とした、最高レベルのカリュキラムを学

習するための準備を提供します。 
 
KIPS では、子ども達の成長と発達を見守りながら、お子さんがカリキュラムや遊びを通じて学ぶ姿勢や感動する心、探

究心、お子さんの自主性や自分自身の力で出来るようになる喜び(達成感、忍耐力)、更に人を思いやる優しさや、丁寧

なあいさつや言葉遣い、公共でのマナーや食事中のマナー等、非認知能力を育みます。これらの成功の鍵は保護者の

皆さまからの十分なサポートも必要不可欠となります。 
 
プリスクール選びは保護者の皆さんにとても大切なことです。勿論、当園がどなたにでも合うということはありません。ど

のプリスクールもさまざまな特徴を持っていますので、良くお調べ頂き、ご家族の価値観にあった、お子さんにとって最

適なプリスクールをお選びいただきたいと思います。 
ケイ・インターナショナルプリスクール 
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Section 1: 入園および出願資格 
 
1.01: 入園 
KIPS では、人種、国籍、民族、宗教、性別、社会的背景を問わず、あらゆるお子さんの入園の出願を受け付けています。
ただし専門家がおりませんので、特別教育/特別支援が必要なお子さんの願書は受け付けておりません。 

企業主導型保育事業として運営しておりますので、KIST、KIPS のスタッフの子どもが優先となります。それ以外の空き席を、
企業枠、地域枠の順で規定の割合に応じて入園ができます。受入れ定員の半分までが企業枠、残りの半分がそれ以外の
方が入園することができる地域枠となります。企業主導型保育事業として運営しておりますので、企業枠、地域枠どちらに
関しても保護者の皆さまは保育を必要とする証明の提出が義務となります。 
企業枠の対象者：  KIST、KIPS 教職員の子ども、学校法人ケイ・インターナショナルスクールと企業枠契約をされている対

象会社の社員のお子さん、及び一定の基準をクリアしている企業枠契約が可能な個人事業主のお子
さん 

地域枠の対象者： 上記以外の方のお子さん 

1.02: 年齢資格 
KIPS では KIST の K1 への進学を見据え、KIST と同じ 7 月 31 日を区切りとして各学年の年齢設定をしております。お子さ

んは、7 月 31 日までに下表の通り希望する学年の年齢に達している必要があります。 
0 歳児につきましては、KIST、KIPS のスタッフの子ども以外は生後 6 か月以降から入園可能となります。 
2 歳児クラス(P2) への入園希望者は、必ずしもトイレトレーニングを完了している必要はありません。KIPS ではご家庭と協

力の上、トイレトレーニングのお手伝いを致します。 
 

年齢資格早見表 
学年 年齢 誕生日 
P0 0 2021 年 8 月 1 日 –  2022 年 7 月 31 日 
P1 1 2020 年 8 月 1 日 –  2021 年 7 月 31 日 
P2 2 2019 年 8 月 1 日 –  2020 年 7 月 31 日 

 
1.03: 学年度と保育/授業時間 
KIPS の学年度は 8 月に始まり 6 月に終わります。 

全学年（P0、P1、P2）とも保育/授業時間は 8:30-16:30 となります。開園時間は 7:30-18:30 となります。 
7:30 からビフォーケア(早朝保育)、16:30 からアフターケア(延長保育)となります。 

P0-P2 Timetable (例): 

 P0/1 (0-1 歳児):個人のリズムに応じて P2(2 歳児) 

7:30 早朝保育 早朝保育 7:30 早朝保育 

8:30 視診・オムツ交換 視診・オムツ交換 8:30 視診・室内遊び 

8:50 ステーション・室内遊び ステーション・室内遊び 8:50 ステーション・室内遊び、 

トイレ 9:20 午前のおやつ 午前のおやつ 

9:30 
朝の会・授業(ランゲージ・ア
ーツ、音楽、アート、日本語、
体育) 

朝の会・授業(ランゲージ・
アーツ、音楽、アート、日本
語、体育) 

9:20 
朝の会・授業(ランゲージ・ア
ーツ、音楽、アート、日本語、
体育) 

9:50 戸外散歩 戸外散歩 9:50 午前のおやつ 

11:00 着替え、オムツ交換 着替え、オムツ交換 
10:00 戸外散歩 

11:00 着替え、トイレ 

11:20 離乳食（午前食） 食事 11:20 食事 

12:00 各自午睡 各自午睡 12:00 午睡 

14:20 目覚め・オムツ交換、体温・
室内あそび 

目覚め・オムツ交換・体温・
室内あそび 

14:20 目覚め、トイレ、室内あそび、
絵本の時間 

14:40 午後のおやつ 午後のおやつ 14:40 午後のおやつ 

15:00 授業・さよならの会 授業・さよならの会 15:00 授業・さよならの会 

15:30 ステーション・室内遊び ステーション・室内遊び 15:30 ステーション・室内遊び 

16:30- 
18:30 延長保育 延長保育 

16:30- 
18:30 延長保育 
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1.04: 在校生の弟妹の入園 
KIST/KIPS在校生の弟妹の入園は、通常の受験者と同じプロセスを受ける必要があります。セクション 2.07の事項が選考

時に在校生の弟妹にも考慮されます。 
 
1.05: 進学 
KIPS から KIST の K1 へ進学を希望される際には進学審査があります。進学審査では以下の点が考査されます。 
● 社会性の発達 
● 心身双方の健康状態 
● 上級プログラムで学習できる基礎学力 
● 学習意欲、学習態度、生活態度 
● 保護者のサポートと協力 
上記審査項目が進学に際し十分なレベルに到達していないと判断された場合、サマースクールへの参加等、条件付で進

学を許可される場合があります。もしくは進学できません。 
 
1.06: ウェイティング リスト 
合格した場合でも、入園希望のクラスに空きがない場合、ウェイティングリストに名前がのります。 
 
 

Section 2: 出願 – 入園選考 
 
2.01: 選考の手順 
以下に示すとおり、出願は様々な段階を経て進みます。 
 

ステージ 1 
空席状態確認 

 願書をお出しになる前に、KIST アドミッションオフィスに空席状況をご確

認下さい 
  

ステージ 2 
願書提出 

 願書を学校ウェブサイトからオンラインにて応募してください。 

  

ステージ 3 
保護者インタビュー&親子試験(P2 のみ) 

 願書提出後、インタビュー/入園試験日をご案内します。 
P0-P1: 保護者インタビューのみ 
P2: 最初に保護者インタビューを行ない、インタビュー後、親子試験を受

けていただきます。試験はお子さんと保護者との親子教室のような形式

で行われます。 
  

ステージ 4 
最終結果の通知 

 選考結果は、インタビューおよび試験後おおよそ 1 週間以内に e メール

で通知されます。 
  

ステージ 5 
保育料の支払い 

 合格者は席を確保するために契約締結後、2 週間以内に保育料をお支

払い下さい。 
 
2.02: 主な入園時期とその出願期間 
主となる入園時期は、新学年度がスタートする 8 月です。 
 
2022 年 8 月 P0-P2 入園希望者(2022 – 2023 学年度) 
入園願書受付期間 2021 年 11 月 1 日(月) – 2022 年 2 月 28 日(月) 
P0-P2 保護者インタビュー 2022 年 3 月 14 日(月) – 2022 年 3 月 16 日(水) 
P2 受験者への親子試験 2022 年 3 月 19 日(土) 
全受験者への選考結果通知日(E メールにて) 2022 年 3 月 25 日（金） 
オリエンテーション(合格者のみ) 2022 年 5 月 12 日（木） 
保育料納入締切日 2022 年 5 月 27 日（金） 
追加募集 2022 年 4 月 4 日（月）より空席がある場合受け付けます 
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2.03: その他の入園時期とその出願期間 
主な出願期間以外でも空席がある場合は年間を通して願書の受付をしております。その場合願書提出から最終決定まで

おおよそ 2-3 週間かかります。保護者へのインタビュー日(および親子試験(P2 のみ))の日程は、受験者へ順次学校から受

験可能なインタビュー日を指定されますが、願書提出のタイミングと受験者の数によりインタビュー日までの期間は異なりま

す。インタビュー日(および親子試験(P2 のみ))の通知は E メールで 1 週間前までに送られます。 P2 受験者への親子試験

は KIPS にて行われます。 
 
2.04: 空席状況の確認 
主な出願期間以外に願書を提出される際は、提出前に空席状況をお問い合わせ下さい。お問い合わせの際には、お子さ

んの生年月日、ご両親の国籍等をお聞きいたします。空席が無い場合願書の提出はできません。 
空席状況は常時変わりますのでご注意下さい。空席状況を確認後、願書の提出が遅れると、願書が当方に届いた時点で

状況が変わっていることがあることを予めご承知ください。 
 
2.05: 出願必要書類 
願書他、提出を求められた書類は全て入園希望者の責任でご用意下さい。全ての文書をご提出されるまで選考手続きに

は入りません。 
 
提出必要書類 
全ての出願者に、以下を学校ウェブサイト上のオンラインシステムから提出していただきます。 
 生年月日を証明できるものとして、出生証明書のコピー、パスポートの生年月日のページ、保険証のコピー等 
 パスポートサイズの顔写真  
 家族写真 (お返ししませんので、スナップ写真やプリンターで印刷したもの等で可) 
 
願書提出の一般条件 
● ご提出頂いたものは結果の如何を問わずお返し致しません 
● 受験される際には、学校から配信される情報を見ることが出来るよう、ご家庭にコンピューターで E メールが受信できる

環境が整っている必要があります。 
● 何か特別な学習に関する問題がありましたら、その詳細もお知らせ下さい。願書提出時に判っていたことを明らかにしな

かった場合、合格は取り消されます。 
 
2.06: 願書提出 
願書及び必要書類はオンラインからのみご提出いただけます。追加書類に関しては、入学希望者の現在、あるいは過

去の在籍校から直接以下宛にメールあるいは郵送にてお送りください。 
 
E メール：info@kist.ed.jp 
 
ケイ・インターナショナルスクール東京 入園担当者あて 
〒135-0021 東京都江東区白河 1-5-15 
 
入園についてのお電話によるお問い合わせは入園担当まで、月曜日から金曜日の午前 9時から午後 5時の間にご連絡下

さい。 
• Tel(英語/日本語): 03-6666-9890 / +81-3-6666-9890 
 
2.07: 入園選考 
入園に当たり幾つかの要件が考慮されますが、もっとも重要なことは KIPS の教育理念や環境が、入園を希望される保護

者とお子さんの期待とニーズに合っていることです。受入れ可能人数には限りがありますので、全てのお子さんに入園頂く

ことは出来ません。 
 
選考プロセスの段階を通して、以下の評価基準が注意深く検討されます。 
学校側： 
• 空席の有無 
• 年齢の資格 
受験者： 
• 身体的発達 
• 十分な社会性(P2 のみ) 

mailto:info@kist.ed.jp
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保護者: 
• 高い学問的向上心のある教育に対する明確な考え方 
• 国際的教育の目的についての理解 
• 教育に対する考え方と子供の未来についてのビジョン 
• 当校のミッションと教育理念への理解と賛同 
• 子どもの成長発達を家庭でサポートできる 
• 学校の催しや行事をサポートする意志 
 
2.08: インタビューおよび入園試験 
入園選考として、保護者インタビューおよび親子試験(P2 のみ)を受けて頂きます。 
 
1. 保護者インタビュー 

インタビューは、学校のミッションと教育理念が保護者の方の教育的信念や希望と合致しているかを確認させていただく

ためのものです。インタビューは通常他の受験保護者の方とのグループ形式で、30 分から 1 時間くらいかけて行われま

す。インタビューは、英語または日本語で行われます。英語でも日本語でも意思の疎通ができない保護者の方は通訳を

お連れ下さい。すでに受験者の兄弟姉妹が KIST/KIPS の生徒/園児である保護者の方は、インタビューを免除される場

合があります。 
 
2. 受験者本人および保護者への入園試験 

2 歳児(P2)は、親子による入園試験があります。親子一緒に活動していただき、その交流状況の様子を観察させていた

だきます。試験では受験者の身体的・精神的・社会性の発達についても確認します。試験時間はだいたい 30 分位です。

0-1 歳児(P0-P1)には試験は行いません。 
 
 

Section 3: 合否通知および入園時期延期 
 
3.01: 合否の通知 
合否は、保護者インタビュー、親子試験(P2 のみ)、そして選考段階における様々な基準を十分に考慮し最終的に決められ

ます(セクション 2.07 参照)。 
通常結果は、インタビューおよび試験の約 1 週間後に E メールでお知らせします(新年度からの入園希望者を対象とした試

験等、同時期に多くの受験者がいた場合は除く)。結果は受験者の保護者の方のみに通知されます。いかなる事情があっ

ても、受験者の保護者から学校に直接要請がない限り結果を教育コンサルタントや第三者に知らせることはありません。 
 

試験結果についての個人的なお問い合わせにはお答え出来ませんのでご了承下さい。 
 
3.02: 合否区分 
選考結果には次のような種類があります。 
● 入園許可 – 選考の結果合格となりクラスの席が確保されました。学費を指定期日までにお支払い頂けなかった場合は、

入園は自動的にキャンセルになります。 
 
● 不合格 – 選考の結果、不合格となりました。不合格は通常セクション 2.07 に概説されたいろいろな判断基準の組み合

わせに合致しなかった結果です。これについて学校としてどのような意見も申し上げることはできませんので、再度願書

を提出なさる場合は、事前に概説された基準をしっかりと見直すことをお勧めします。不合格になった場合は、同一年度

内での再受験は認められません。願書再提出には次の学年度までお待ち下さい。同一年度でない場合でも再受験まで

は 6 か月以上経過する必要があります。 
 
● ウェイティング合格 – 選考の結果は合格となりましたが、現在該当学年に空席がないため空席が出るまでお待ちいた

だくことになります。ウェイティングの有効期限は願書を提出された学年度の夏期休暇の終了時までとなります。夏期休

暇終了時に自動的にウェイティングは無効になります。ウェイティング合格の場合は他の学校への入園も選択肢として

検討されることをお勧めします。お待ちの間、いつ空きが出るかはわかりません。空席が出次第学校からお知らせいた

します。その際、なんらかの理由ですぐ入園できない場合は、そのままウェイティングリストに載せるか、または、入園を

キャンセルされるかをお知らせ願います。 
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● Re-assessment (再選考) – 入園試験日に評価判断できなかった場合(評価中ずっと泣いていていた等)、新たに日時

を決め再度入園試験を行います。再選考が完了するまで選考結果は保留となり、クラスの席は確定されません。再選

考が行われる前に空席が全て埋まってしまう可能性があることを予めご了承ください。 
 
3.03: 合格受理 
合格されたご家族には、後日保育委託契約書の締結をしていただきます。契約を結んだご家族は、お子さんの席を確保す

るために保育料を払込期日まで支払いください。期日までにお支払いがない場合は入園の意思がないものと判断し、入園

許可は自動的にキャンセルとなります。 
入園許可後に、入園にあたり必要な入園手続き書類一式をお送りします。全員が登校初日までに全ての必要書類を提出し

なければなりません。登校初日以前に全ての書類が提出されていない場合、お子さんの登園は許可することができませ

ん。 
 
3.04: 入園時期の延期 
合格が決まったお子さんの入園日は、願書に書かれた入園希望日、もしくはそれに一番近い学校側が提示した日付となり

ます。しかし入園希望日を 1 か月以上延期する必要が生じた場合、最大で園の長期休暇を挟んだ期間(すなわち、8 月から

12 月、1 月から 3 月、4 月から 6 月)1 ターム期間のみ入園時期を遅らせることが可能です。 
延期方法には次の 2 種類があります。 
● 席を確保した入園時期延期 – お子さんが欠席するターム期間分の保育料をお支払い頂きます。お席はその間確保さ

れます。 
● 席を確保しない入園時期延期 – ターム分の保育料をお支払頂きませんので、お席は確保されません。延期期間中、

他の合格者が出た場合、その時点でお子さんの席は新たな合格者に移ります。入園を希望した時点で空きが無くなって

いた場合は、その学年度末までウェイティングリストに載せることは可能です。 
 
3.05: 入園後の再審査 
入園後に入園選考時と異なる事情がお子さんに生じた場合(例： 選考時には認識されなかったお子さんの発達障害が明ら

かになった場合など)、KIPSは再審査を行います。再審査の目的は、お子さんのニーズを認識し、園がお子さんのニーズに

十分に見合った設備やスタッフを用意できるかどうかを判断するためです。KIPS は学習支援の専門家を用意していません

ので、再審査においてKIPSがそのお子さんのニーズに適切な対応ができないと判断した場合、残念ながら退園という措置

をとらせていただきます。 
 
 

Section 4: 園児サポート 
 
4.01: スペシャルニーズのサポート 
KIPS では学習支援スペシャリストを採用しておりませんので、スペシャルニーズを必要とするお子さんの願書を受け付ける

ことはできません。また入園後にサポートが必要と判断された場合は、お子さんのニーズにあった他の園を探していただく

ようお願いします。 
 
4.02: 慣らし保育 
学校生活に出来るだけスムーズになじむことができるように KIPS では、入園時期に関係なく新入園児には必要に応じて慣

らし保育を行っています。このことで園児は時間をかけて徐々にプリスクール生活になじめるようになります。お子さんの様

子によって慣らし保育の期間や方法は異なります。 
 
 

Section 5: 保護者 
 
5.01: 保護者のサポート 
良い園というのは、学習面で優れているというだけでなく、暖かくお子さんを見守る園環境、地域社会、そしてなによりご家

庭との強い絆があってこそ成り立つものです。この絆は、保護者が、ご家庭でお子さんの学習をサポートしていただくととも

に、園の教育プログラムをお手伝いいただくことによってさらに強まると思います。KIPS では、お子さんの教育や園行事に

積極的に参加していただく保護者の姿が、子供たちのよきお手本になると信じています。 
 
いくつかの年間行事への保護者の参加は必須となっています。保護者説明会、親子参観 WEEK 等。年間行事の日程はで
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きるだけ早くご家族にお知らせいたします。多くの保護者の方にはお仕事など、それぞれの都合があることは承知しており

ますが、園全体のご家族がお子さんのために KIPS をサポートしていただくことをお願いします。 
 
1. Parent Welcome Night: ようこそ/おかえりなさい、新年度向け説明会 

新年度開始前に行われるこのセッションでは、保護者にその学年度の説明を行います。保護者はこの機会に担任に会

い、新しいクラスでの決まりごとや、求められていることを知ることができます。 
 
2. 親子参観 WEEK(5-10 日間) 

保育参観を通して、日々の園での様子を観て頂けます。1 日 2-3 組の見学となります。 
 
 

Section 6: 保育料や他費用 
 
6.01: 2021-2022 保育料 
当園では、企業主導型保育事業として内閣府から助成を受けております。企業枠のご利用と補助については各企業で制度

が違いますので、各自でご勤務先にお問い合わせください。当園では企業枠活性化のため、企業枠特別割引を設けており

ます。 

保育料やその他の費用は毎年見直されます。 変更がある場合には、出来るだけ早い段階で保護者の皆様にお知らせい

たします。  

KIPS は東京都より認可外保育施設として認可を受けておりますので保育料に係る消費税が非課税となります。 

また、お住いの区市町村によっては、証明書が交付されている施設を利用している保護者に対し保育料補助を行っている

場合があります。詳しくはお住まいの区市町村にお問い合わせください。 

P0-P1 保育料(年額)   
保育時間 地域枠 企業枠 支払い回数 

P0-P1 保育料 

保育標準時間 11 時間: 7:30-18:30 
￥2,975,000 ￥2,735,000 

年 1 回 

もしくは 3 回 

P0-P1 保育料 

保育短時間 8 時間: 8:30-16:30 
￥2,040,000 ￥1,800,000 

年 1 回 

もしくは 3 回 
 
P2 保育料(年額)   

保育時間 地域枠 企業枠 支払い回数 

P2 保育料 

保育標準時間 11 時間: 7:30-18:30 
￥2,210,000 ￥1,970,000 

年 1 回 

もしくは 3 回 

P2 保育料 

保育短時間 8 時間: 8:30-16:30 
￥1,440,000 ￥1,200,000 

年 1 回 

もしくは 3 回 

 

1. 制服 
KIPS には制服はありませんが、指定の帽子(P0-P2)、スモック(P2 のみ)を購入していただきます。園帽およびスモック

は学校で販売しています。 
 
2. オムツとミルク 

オムツは園が用意します(別途費用は発生しません)。しかし、個人的な希望ブランドがある場合は各自でご用意ください。

0-1 歳児（P0-P1）の授乳については、母乳のお預かりはできません。粉ミルクのみの対応となります。学校は固定メー

カー(1 種類)の粉ミルク、および哺乳瓶&乳首を用意しますが、個人の嗜好が合わない場合は、各自でお子さんが 1 日

に必要とする授乳回数分のセット(哺乳瓶&乳首、粉ミルク)をご用意ください。 
 
3. スクールランチおよびスナック 

お子さんの成長に合わせ、前期離乳食・後期離乳食・完了食・幼児食、スナックを提供します(別途費用は発生しません)。
家庭レベル程度の離乳食、スナックとなります。 簡単なアレルギー除去食には対応できますが、アレルゲンの種類が

多い場合やアレルゲンとなる食材を除いて調理することが困難な場合等、当園でのアレルギー除去食では対応できな

い場合は、ご自宅からお弁当を持参していただきます。 
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4. 超過料金 

お子さんを引き取る時間に 5 分以上遅れた場合は、超過料金として 30 分につき 1,500 円(税込)をいただきます。 
 
 

Section 7: 支払い 
 
7.01: 支払い 
園児の保育料は、1 年分を一括でお支払いいただくか、3 回の分割払いのいずれかでお支払いいただきます。契約締結後
に各ご家庭に保育料の請求書を通知します。銀行振り込みのみとなります。 
 
3 分割払いの場合、お支払は 8 月から 11 月分、12 月から 3 月分、4 月から 7 月分でお支払いただきます。 
 
学年度途中からの入園の場合は、契約締結後、2 週間以内にお支払いいただきます。お子さんの登園初日が 2 週間以内
の場合は、登園前日までにお支払いください。 
 
7.02: 支払い遅滞の事務手数料 
お支払い期限を過ぎた場合、別途 2,000 円(税別)の事務手数料を請求させていただきます。 
 
7.03:学期途中の入園と退園 
学期途中の入園、退園時の保育料は月割りで計算され、日割り計算はされません。 
 
7.04: 返金規定 
保育料は、初登園日前に入園辞退の連絡があった場合は払い戻しいたします。 
病気やその他個人的な理由により欠席した場合、および自然条件（天候や地震など）により KIPS が休園となった場合の費

用の減額や免除はありません。 
 
園で購入した物品は、未着用未使用で包装も残っていて、購入後 1 週間以内のみ、返金または交換が可能です。 
 
なお、保護者の勤務先よりお支払いいただいている場合は、勤務先に返金させていただきます。各ご家庭への返金はいた

しかねますのでご了承ください。 


	入園および出願資格
	Section 1:
	1.01: 入園
	1.02: 年齢資格
	1.03: 学年度と保育/授業時間

	1.04: 在校生の弟妹の入園
	1.05: 進学
	1.06: ウェイティング リスト
	出願 – 入園選考
	Section 2:
	2.01: 選考の手順
	2.02: 主な入園時期とその出願期間
	2.03: その他の入園時期とその出願期間
	2.04: 空席状況の確認

	2.05: 出願必要書類
	2.06: 願書提出
	2.07: 入園選考
	2.08: インタビューおよび入園試験
	合否通知および入園時期延期
	Section 3:
	3.01: 合否の通知
	3.02: 合否区分
	3.03: 合格受理
	3.04: 入園時期の延期
	3.05: 入園後の再審査
	園児サポート
	Section 4:
	4.01: スペシャルニーズのサポート
	4.02: 慣らし保育
	保護者
	Section 5:
	保育料や他費用
	Section 6:
	支払い
	Section 7:

