
2018年度
ナーサリースクール募集要項

ファーストステップスインターナショナルスクールでは、バイリンガルの道を歩ませたいとお考えの保護
者の方々には、 少なくとも小学校を卒業するまでは、英語の手を緩めることなく、続けていただきたいと

１~２歳歳児　ナーサリースクール
英語の扉を開こう︕

ファーストステップスインターナショナルスクールでは、バイリンガルの道を歩ませたいとお考えの保護
者の方々には、 少なくとも小学校を卒業するまでは、英語の手を緩めることなく、続けていただきたいと
考えております。
コツコツ続けていただければ、確実に子供たちはその成果を見せてくれますし、がんばった子供たち自身
もまるでご褒美をもらうかのように、社会から認められるようになります。

このようなスクールに通うことは、スケジュール的にも精神的にも、大変なことかもしれません。しかし、
それが何十年も続くわけではありません。子供たちのまだ始まったばかりの人生のなかで、小学生までが
んばってください！！そうすれば、今まで私たちが歩んできたのとは別の道を、子供たちは自力で歩き始
めます。楽しみではありませんか？？

ファーストステップスインターナショナルスクールでは、子供に大きな財産を与えてあげたいとお考えの

ご両親を心より歓迎致します。

入園に関するお問い合わせはこちらまで

東京都豊島区東池袋４－６－３　小松ビル２F

☎０３－５９１１－６６５７

✉schoolinfo@firststeps-net.com

ファーストステップスインターナショナルスクール
ご家庭の⽣活に合わせ、週１〜５⽇よりコースをご選択いただけます。充実した保育サービスも⾏っています

ので、共働きのご家庭の方にも安心してお子様を預けていただくことができ、保護者の方がお仕事をされている

間に子ども達はバイリンガルの道へ着々と進んでいくことができます。

満１歳からご入園いただけるクラスです。ご家庭と連結し子どもの成⻑を共に⾒守り、育て、教育していきます。

年齢に合わせて考え抜かれた英語でのプログラムにより、子ども達は様々な英語の体験を通して英語を体で

習得し、自然な発話へと導かれていきます。

✉schoolinfo@firststeps-net.com



7:30〜8︓00  7:30〜8:00 7:30〜8︓00  7:30〜8:00
10分単位  ￥300 10分単位  ￥300 10分単位  ￥300 10分単位  ￥300

⽉〜⾦ 火・木 ⽉〜⾦ ⽉・⽔・⾦ 8︓00〜8︓40 8:00〜10:00 8︓00〜8︓40 8:00〜9:30

対象年齢

コース 週4・5 デイケアコース 週4・5 デイケアコース週1・2 ショートコース 週1〜3 ショートコース

１、募集内容 ２、スペシャルケア

早朝保育

対象年齢

コース

2016.4.2〜2017.4.1⽣まれのお⼦様2016.4.2〜2017.4.1⽣まれのお⼦様

Teddy Bear Class(2歳児クラス)

2015.4.2〜2016.4.1⽣まれのお⼦様

Honeybee Class(1歳クラス) Honeybee Class(1歳クラス) Teddy Bear Class(2歳児クラス)

2015.4.2〜2016.4.1⽣まれのお⼦様

週4・5 デイケアコース 週1・2 ショートコース 週4・5 デイケアコース 週1〜3 ショートコース

募集人数 4名 3名（定員6名）未定 4名

⽉〜⾦ 火・木 ⽉〜⾦ ⽉・⽔・⾦ 8︓00〜8︓40 8:00〜10:00 8︓00〜8︓40 8:00〜9:30
8:40〜17:00 10:00〜11:30 8:40〜17:00 9:30〜13:30 10分単位  ￥250 10分単位  ￥250 10分単位  ￥250 10分単位  ￥250
☆週4の場合曜日選択 ☆週1〜2より曜日選択制 ☆週4の場合曜日選択 ☆週1〜3より曜日選択制 11:30〜16:00 11:30〜16:00
☆早朝保育 7:30〜 ☆年間レッスン回数 / ☆早朝保育 7:30〜 ☆水曜日必須 30分￥630 30分￥630

 延⻑保育 19:00まで有     各曜日︓⽉３回  延⻑保育 19:00まで有 ☆年間レッスン回数 / 17:00〜18:00 17:00〜18:00
（別料⾦）  ★年間スケジュール表を （別料⾦）     各曜日︓⽉３回 10分￥270 10分￥240 /30分￥720

☆⼟日祝日・年末年始     前もってお渡しします。 ☆⼟日祝日・年末年始  ★年間スケジュール表を 18:00〜18:30 18:00〜18:30 
 （12/28〜1/3）休業 ☆早朝保育 7:30〜  （12/28-1/3）休業     前もってお渡しします。 10分￥340 10分￥300 /30分￥900

 延⻑保育 19:00まで有 ☆早朝保育 7:30〜 18:30〜19:00 18:30〜19:00
（別料⾦）  延⻑保育 19:00まで有 10分￥400 10分￥370 /30分￥1,110

（別料⾦） 一食￥600 延⻑保育ご利⽤の場合のみ 一食￥600 一食￥600
牛乳￥50 一食￥600/牛乳￥50 牛乳￥50

スクールの延⻑保育

デイケアの延⻑保育

給食

早朝保育

レッスン
日時

牛乳￥50 一食￥600/牛乳￥50 牛乳￥50
一回￥160 延⻑保育ご利⽤の場合のみ 一回￥160 延⻑保育ご利⽤の場合のみ

￥37,800-（税込） ￥10,800-（税込） ￥43,200-（税込） ￥21,600-（税込） 一回￥160 一回￥160
進級の場合 ￥20,000－ 進級の場合￥16,200-

週4コース ￥86,500- 週1コース ￥15,700- 週4コース ￥84,500- 週1コース(⽔)￥25,000-
週5コース ￥97,000- 週2コース ￥28,000- 週5コース ￥95,000- 週2コース(⽉⽔)￥47,000- ⼊園までの流れ
☆税込み・教材費込み ☆税込み・教材費込み ☆税込み・教材費込み 週3コース￥63,000- 2017年5⽉〜 ⾒学・説明会開催 / 募集要項・願書配布 
☆給食代・おやつ代別途 ☆給食代・おやつ代別途 ☆税込み・教材費込み      ⼊園証明書順次発⾏ / ⼊園⼿続き ＊詳細は⼊園決定のお知らせに同封いたします。

2017年7⽉3日⽉曜日9:00〜 第一回願書受付開始 ★受付は先着順となり、定員に達し次第締め切らせていただきます。
2018年2⽉ ⼊園オリエンテーション（⼊園のための説明会）

・ユニフォームのＴシャツ・ユニフォームのＴシャツ ・ユニフォームのＴシャツ・ユニフォームのＴシャツ   ※日程は追ってお知らせいたします。
 （火・木  着⽤必須）  １着 ￥1,080-  （⽉・水・⾦  着⽤必須） １着 ￥1,080- ※ユニフォームの販売・年間スケジュール表の配布なども予定しております。

トイレトレーニング 無   料

給食

おやつ

⽉謝

⼊園⾦

 （火・木  着⽤必須）  １着 ￥1,080-  （⽉・水・⾦  着⽤必須） １着 ￥1,080- ※ユニフォームの販売・年間スケジュール表の配布なども予定しております。
 １着 ￥1,080- ・その他参加費必要な⾏事有  １着 ￥1,080- ・バックパック
・給食代 ・バックパック  １個 ￥3,190- お申込み方法
 １回 ￥600-  １個 ￥3,190- ・給食代 ①まずは⾒学・説明会にお越しください。お帰りの際に書類一式をお渡しします。
・その他参加費必要な⾏事有 ・給食代  １回 ￥600- ※自由注文 ②書類の中の「願書」にご記⼊いただき、スクールへご提出ください。

 １回 ￥600- ・その他参加費必要な⾏事有 ③書類確認後、スクールより⼊園⾦お⽀払のご案内をさせていただきます。
・その他参加費必要な⾏事有 ④⼊園⾦お⽀払確認後、⼊園証明書を発⾏致します。これで正式に⼊園決定です。

・慣らし保育期間有 ・振替レッスン有 ・慣らし保育期間有 ・振替レッスン有 2歳児Teddy Bear Classへのお知らせ
 ---⼊園日より最初の  ---曜日振替または早朝保育  ---⼊園日より最初の  ---曜日振替または早朝保育 デイケアコース、ショートコース週３コースをご選択のご家庭は2019年度プリスクール優先⼊園制度を
   10日間程度  延⻑保育のご利⽤にて    10日間程度  延⻑保育のご利⽤にて ご利⽤いただくことができ、プリスクールの在籍が受付開始から１か⽉間確保されます。

※プリスクール優先⼊園制度は必ず利⽤しなければならない訳ではございませんが、プリスクール受付には定員がございますこと、

【バックパックの購⼊可 １個￥3,190-】

その他

その他
費用

※プリスクール優先⼊園制度は必ず利⽤しなければならない訳ではございませんが、プリスクール受付には定員がございますこと、

 予めご了承ください。


