International School of Nagano Applications for School Year 2019-2020
インターナショナル スクール オブ 長野 募集要項 2019 年度
1. 見学会

1. School tour

7 月 14 日(土) 9:00~

Orientation: July 14th 9:00~

平日 15:15 より個別に見学会を行っております。ご希望の方は事前

Please visit our school on weekdays from 15:15~

にお電話又はメールで予約をお取りください。

Reservation is necessary. Please call us at 0263-87-5971 or

場所：インターナショナルスクールオブ長野・南松本キャンパス

e-mail admin@isnedu.org

*見学会は 1 時間程度です。
電話：0263-87-5971 メール：admin@isnedu.org
2. 募集園児

2. Accepting number of the children and classrooms
Minami-Matsumoto Campus

南松本キャンパス



2 years old

24 (2 classes/12 students each)

● 2 歳児 24 名 (2 クラス 各 12 名 最大 24 名まで)



3 years old

a few (1 class/20 students)

● 3 歳児 若干名 (2 クラス



4 years old a few (2 classes/20 students each)

各 20 名 最大 40 名まで)

● 4 歳児 若干名 (2 クラス 各 20 名 最大 40 名)
3. Application procedure
We will start receiving your applications from 5th September

3. 入園願書受付
受付開始日 2018 年 9 月 5 日(水)
入園希望が募集人数を上まわる場合は抽選になります。１)ご兄弟が
ISN に入園されている

２)松本市在住で共働きのご家庭、はその順

2018. (The child ’ s sibling(s) at ISN and families living in
Matsumoto-shi will be prioritized.)
Please post or attach the application form with email to ISN

番で入園が優先されます。

Preschool. *Applications will be accepted until such time as the

＜入園の流れ＞

spaces have been filled. Applications received after this time will

①入園申込書のご提出(郵送可)

be added to a waiting list.

②入園登録料お支払いのご案内を郵送いたします。お支払い確認後、

The result of application

入園承諾書を郵送いたします。

We’ll contact the parents of successful candidates in within 2

③入園に関する資料(スクールのしおり、年間行事表など)を 2019 年

weeks after we received your application. A letter about initial

2 月下旬～3 月を目途に郵送いたします。

payment will be sent to you. The necessary school documents

*申込日当日に定員数に達した場合、その後の申し込みは希望に

will pe posted in by February 2017.

応じて待機園児の枠で受付をいたします。

4. Fees (year 2019) tax included.

4.諸経費

The Preschool operates on a monthly basis and payment is to be

(2019 年度)

毎月口座からの自動引き落としで学費のお支払いをお願いしており
ます。該当する前の月の 28 日(土日祝は翌営業日)に引き落としされ
ます。途中からプログラムを開始する場合は、その月と翌月分のお振
込みをお願いしています。 (以下税込み)

made one month in advance. Children are enrolled on the
following schedule:
-Registration fee￥30,000(2 years old)
\150,000(ages 3 and older) (non refundable)

 ー 入園登録料 30,000 円 (2 歳児), 150,000 円(3 歳児以上)

-Maintenance fee ￥100,000 will be charged from the second year at

 ー 学費 月 72,000 円(2 歳児) 90,000 円(3 歳児以上) 7 時半～16 時

the end of every March)

 ※引き落とし手数料 162 円をご負担いただきます。

-School Fee:2 years old ￥72,000 per month、 upper than 3

 ー 夕方延長プログラム代(16 時~19 時) 月３,800 円

years old classes ￥ 90,000(7:30 - 16:00)*handling fee

 ※登録なく延長利用の場合は 1 回につき 3,800 円が徴収されます。

￥162 will be charged every month.

 ー バス代 (希望者のみ) 月 4,000 円

-Evening Program: ¥3,800 per month (16:00 - 19:00

 ー 2 年目より設備費 100,000 円/年（毎年 1 回３月ごろ徴収)

optional) *You will be charged 3,800 yen for one time use

 ー スクール備品(T シャツ、帽子、ピアニカなど)

without registration. -Bus fee: ¥4,000 per month (optional)

※上記費用は変更される場合があります。

-School T shirt, hat, music instrument and others

*Above fees might be changed.

その他
に理解し、自分と異なる人々にもそれぞれに理があり得ることが分か

代表からのメッセージ：
国連で働くことを目標に、イギリスのカレッジ、大学、大学院を
卒業。フランス語圏の国に移り、幼稚園や児童が通うラーンニング
センターでの経験を生かし、海外で 14 年間子供たちの教育に携わっ
ています。
北アフリカのモロッコではトレーダーとして投資銀行に勤務しな
がら、また幼児教育の活動を続けながら、山岳地、僻地に住む子供

る、行動的で、共感する心を持つ生涯学習者となるよう働きかけていま
す。
すべての IB プログラムは、人類共通の人間らしさと地球を共同で守
る心を知り、平和でより良い世界を築くために貢献する、国際的な視野
を持つ人間の育成を目指しています。IB 学習者は、次を目的に努力しま
す。



探求する人



知識のある人

フランス語、スペイン語や英語を使い、観光客とのコミュニケーシ



考える人

ョンを取ろうとしている現地の小さな子供たちがいます。家に帰れ



コミュニケーションができる人

ば鉛筆消しゴム、おもちゃが当たり前にある生活を送る日本の子供



信念を持つ人

達が、他の文化に触れたり、自分で考える機会も少ない受け身の教



心を開く人

育を受けているギャップに、「何もない」国での学ぶ環境の豊かさ



思いやりのある人

と、「何でもある」国での国際的な環境の貧しさをみました。何度



にもわたる僻地への訪問が、人の生涯を通して見た“質の高い教育”

挑戦する人



バランスのとれた人



振り返りができる人

たちに物資を配給するボランティア団体に所属していました。そこ
には物質的に「何もない」所で生活しながら、生きるために片言の

人の生涯を通して見た“質の高い教育” ”学びの環境”ついて考えるき
っかけになりました。
松本市とその周辺の恵まれた自然と共に生活する子供たちがのびの
びと世界を学ぶ ISN の環境で、教育のプロフェッショナル ISN スタ
ッフチームが、毎年、ISN の生徒達を誰も見たことが無いレベルに
導いています。
ISN は保護者の皆様とパートナーとして、子供達の(生きる力・考
える力/英語/ICT)の力をつけるサポートが出来ますことを、チーム
一同心より楽しみにしています。

入園の際にご購入いただくもの：


着て登園します。


帽子：後ろにフラップのついた各クラス色の違う帽子。



ピアニカ(4 歳クラス以上)：持っている場合は購入の必要はあ
りません。


ISN 代表：栗林 りえ

プログラムについて:
朝 7:30 開園し 9 時から夕方 16 時までのプラグラムでは子ども達
は英語の活動を、16 時から 19 時までは日本語での保育、指導、活
動が行われます。日々、公園にお出かけ、スイミング、体育館で体
操や運動、ダンスの活動、リトミック音楽の活動があります。夏季

ISN のＴシャツ：公園の日、バス遠足やその他お出かけの日に

各種パーティー、イベントの費用が徴収される月があります。

バスのルートについて：別紙参照
南松本キャンパスから、合同庁舎方面、島内キャンパス方面、深志
方面、本庄方面への南ルート、南松本駅と平田駅の北ルートで朝と
夕に各 1 便づつ運行。
ご質問等ありましたらお気軽にご連絡ください。

はスクールのプールで遊びます。
IB について
国際バカロレア(IB)は、多文化に対する理解と尊敬を通じて、平和で
より良い世界の実現のために貢献する、探究心、知識そして思いやりの
ある若者の育成を目的としています。
この目的のため、IB は、学校、政府、そして国際期間と協力しなが
ら、高度な国際教育プログラム及び幻覚な評価を開発しています。IB の
プログラムは、世界中の児童・生徒に対し、他の人たちをその違いと共

連絡先：
南松本キャンパス 長野県松本市南松本 1-2-2
電話：0263-87-5971（ 担当：林、辻)
メールアドレス

：

admin@isnedu.org

