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■御影インターナショナルこども園とは
御影インターナショナルこども園は、岡山に本部をもつ学校法人
加計学園が運営している認可外保育施設です。2014（平成26）
年4月の開園以来、保護者の就労の有無にかかわらず、本園の教
育保育方針及び教育保育目標に賛同いただける保護者とそのお子
さまに広く門戸を開いています。日本人としてのアイデンティテ
ィを身につけ、国際社会で活躍できる素地を育むため、さまざま
な特色あるプログラムを実践しています。保育所と幼稚園の双方
の良さを兼ね備え、施設・設備や職員配置は、認定こども園の基
準に準じて運営しています。
■2021
（令和3）年度募集クラス・定員
定員
１歳児クラス（2019（令和元）年4月2日〜2020（令和2）年4月1日生）

12名

２歳児クラス（2018（平成30）年4月2日〜2019（令和元）年4月1日生） 18名
３歳児クラス（2017（平成29）年4月2日〜2018（平成30）年4月1日生） 30名
４歳児クラス（2016（平成28）年4月2日〜2017（平成29）年4月1日生） 30名
５歳児クラス（2015（平成27）年4月2日〜2016（平成28）年4月1日生） 30名
※ 上記に該当し、保護者が本園まで送迎可能である乳幼児が対
象となります。

■What s Mikage International Kindergarten?
Mikage International Kindergarten is a private childcare facility
managed by Kake Educational Institution with headquarters in
Okayama.
Since opening our doors in April, 2014, we have welcomed
parents and children who agree with our educational childcare
policies and objectives, regardless of their working status. We
have a variety of distinctive programs that foster a foundation for
contributing in an international community while keeping a
Japanese identity. We combine the positive qualities of both a
nursery school and kindergarten and our facilities, equipment and
staff operate within the city standards.
■2021−2022 School Year Classes and Capacity
1 year old class (Born between April 2, 2019 ~ April 1, 2020) 12 children
2 year old class (Born between April 2, 2018 ~ April 1, 2019) 18 children
3 year old class (Born between April 2, 2017 ~ April 1, 2018) 30 children
4 year old class (Born between April 2, 2016 ~ April 1, 2017) 30 children
5 year old class (Born between April 2, 2015 ~ April 1, 2016) 30 children
※ Children within the above ages with parents / guardians that can
drop off and pick them up are eligible.
■Flow of Admission
1˜5 year old class

■選考スケジュール
1˜5歳児クラス

① Admission
Application Date

① 入園申し込み 9月2日（水）〜9月9日（水）必着
② Document Screening

② 書類選考

※ 申し込み多数の場合は抽選を行います

③ Unofficial Offer
Parent-Child Interview Guidance Notification

③ 内定通知

9月14日（月）発送

親子面接案内通知

④ 親子面接

④ Parent and Child Interview

9/2 (Wed) ~ 9/9 (Wed)
No later than this.
※There will be a draw
in case there are a lot of applications.
9/14 (Mon) Will be sent
9/19 (Sat) ~ 9/20 (Sun)
※The school will specify one

9月19日（土）〜20日（日）
※ いずれか指定の日

⑤ Acceptance Letter

9/30 (Wed) Will be sent

⑤ 合格通知

9月30日（水）発送予定

⑥ Enrollment

10/9 (Fri) Deadline

⑥ 入園手続き

10月9日（金）締切

（入園金納入）

※ 申込期間に定員に満たない場合、それを満たすまで随時申
し込みを受け付けます。この場合の選考スケジュールにつ
いては、本園ホームページにて告知します。

※ We will accept applications anytime until the offered number of
children per class is fulfilled. The application period will be until
March 2021. Please confirm the selection schedule concerning
this on our homepage.

① 入園申込
（申し込みに必要な書類）
・「入園願書」

必要事項を記入の上、押印ください。

・「住民票（写し）」※但し兄弟姉妹優遇制度をご利用の場合のみ
（詳細は裏面）
（検定料）
2,000円…郵便定額小為替（受取人欄は空欄のまま）にて納入ください。
※園にご持参の場合に限り、現金でも納入いただけます。
（送付先・受付場所）
〒658-0047

神戸市東灘区御影2丁目15-27

御影インターナショナルこども園

入園願書受付係

（書類提出方法）
園に持参の場合：午前9時〜午後5時まで（日曜日・国民の休日及び
祝日を除く）にお持ちください。
郵送で提出する場合：簡易書留を用いてください。入園申込締切日必着と
いたします。
（書類記入に関する問い合わせ先）
フリーコール

0120-988-775

電話

(Exam Fee)
2,000 yen…Post Office Fixed Amount Money Order
※Cash can be accepted if brought to the school.
(Address)
Mikage International Kindergarten Admission Application
2 - 15 - 27, Mikage, Higashinadaku, Kobe, Hyogo, 658 - 0047
(Document Submission)
In Person Submissions: Please bring the documents on
weekday or Saturdays between 9:00am to 5:00pm (not
including public holidays).
Mail Submissions: Please use simple registered post mail. It
must arrive before the application submission deadline.

078-843-2761

② 書類選考
書類選考により内定者を決定します。
入園申込期間中に申し込まれた人数が定員を上回った場合、本園におい
て、厳正な抽選にて内定者を決定します。
③ 内定通知・親子面接案内通知
入園内定者に対しては、内定通知を郵送します。
内定通知には親子面接の日時、場所のご案内を同封いたします。
④ 親子面接
お子さまの日常生活の様子を把握することを目的とした親子面接を実施
します。
親子面接は、お子さまと保護者に対して実施します。保護者は2名まで
入室可能です。
⑤ 合格通知
合格者に対して合格通知を郵送します。電話等による合否の問い合わせ
にはお答えできませんのでご了承ください。
⑥ 入園手続き
合格者は、入園手続きとして入園金（30,000円）を納入ください。
納入期限及び振込先の詳細については合格通知に同封される書類にてご
確認ください。
※一度納入された納入金は、理由の如何にかかわらず返金いたしません
のでご了承ください。
⑦ 入園オリエンテーション
合格者を対象とした入園オリエンテーションを、2021（令和3）年2月
20日（土）に行います。

1. Admission Application
(Documents Necessary for Application)
・“Admission Application Form” fill in the necessary information
and sign
・Copy of “Resident Card” ※Only if applying through the Sibling
Preferential System(details on the back)

(Contact for Inquiries)
Toll-free number: 0120 - 988 - 775
Telephone number: 078 - 843 - 2761
2. Document Screening
Upon screening applications, we will decide the prospective
nominees.
If the number of applicants exceeds the capacity, we will
decide prospective nominees through a lottery.
3. Unofficial Offer / Parent Child Interview Notification
A letter will be sent by post to prospective nominees.
The letter will include the date, time and place for the
parent-child interview.
4. Parent-Child Interview
We will hold parent-child interviews to learn about the child’s
state during everyday life.
The parent-child interview is for parents / guardians and the
child. Up to two guardians may be present.
5. Acceptance Letter
For those accepted, we will mail an acceptance letter to the
parents through the post. Please understand that we will not
be able to tell you the results over the phone.
6. Admission
For successful applicants that have been accepted, please
submit the entrance fee (30,000 yen).
Detailed information will also be enclosed with the acceptance letter.
※ Please understand that we will not be able to return the
entrance fee payment once it has been received.
7. Enrollment Orientation
Enrollment Orientation for successful applicants will be on
February 20th 2021(Sat).

■ 保育時間と休園日

■Childcare Time & Holidays
Regular childcare hours are from 8:00am to 6:00pm.
The maximum hours for extended childcare are from
7:00am to 7:00pm.
延長保育を希望される場合、最長午前7時から午後7時までの保育時間となります。
School holidays are Sundays, National and Public
休園日は原則として、日曜日、国民の休日及び祝日、お盆期間、年末年始です。
Holidays, “Obon” period, and New Year’s Holiday. There
are also a few other days in which the school will be
その他、園が定める休園日があります。
closed.
※ We recommend childcare at home on Saturdays, if
※土曜日については、可能なかぎり家庭での保育をお勧めします。
possible.
通常保育時間は午前8時から午後6時までです。

■ 保育料等について
（通常保育料）
本園の保育料においては、保護者の所得等による階層区分は設けており
ません。
1歳児および2歳児

月額75,000円

3歳児から5歳児

月額90,000円

（延長保育料）
臨時の延長保育

都度申し込みの場合、30分単位でご利用いただけ、30分あたり
450円の延長保育料が翌月加算請求されます。

月極の延長保育

毎日決まった時間帯（30分単位）で延長保育を利用される場
合、月極で申し込みができます。
[例]午後6時〜午後7時の毎日1時間利用の場合14,400円となりま
す。

（土曜日保育料）
標準保育時間保育料

8：00〜13：00
8：00〜18：00

1,000円
2,000円

延長保育時間保育料 7：00〜8：00／18：00〜19：00 30分あたり450円

（その他費用）
1歳児および2歳児

入園時の費用

体操服（6,000円程度）
帽子（900円）

3歳児から5歳児
制服
(男児32,000円程度、女児34,000円程度)
体操服（6,000円程度）
帽子（900円）
通園かばん（4,200円）

毎月の費用
毎年の費用

給食代（8,500円）
、おむつ処分代（希望者のみ1,080円）
傷害保険料（800円程度）

都度必要な費用

連絡帳（200円程度）

臨時に必要な費用

行事費、写真代など

※ 保育料は利用しない月及び日がある場合でも、月極保育料は全額の納
入が必要です。
※ 保育料等の金額は2022年度以降変更される場合がございますので、ご
了承ください。
■ その他注意事項
入園の申し込みにあたっては、ご家庭で十分検討のうえ願書を提出してください。
本園には、送迎用駐車場がありません。自家用車で送迎の場合、近隣住民のご迷
惑にならないよう交通安全に留意し、車寄せのスペースを活用しての送迎となる
ことを同意いただきます。
■兄弟姉妹優遇制度について
入園時に兄弟姉妹が園に在籍しているお子さま、または、同時に2名以上の兄弟
姉妹が入園するお子さまのいずれかに当てはまる場合に、入園金・通常保育料の
一部を減免する制度です。
制度をご利用の場合は、入園願書に世帯全員が記載されている「住民票(写し)」
を添えてご提出ください。
入園金
通常保育料

同時期に在籍する場合に限り、2人目以降のお子様の入園金全額
を還付いたします。
同時期に兄姉が在籍している期間、兄姉の通常保育料について
毎月5,000円減免いたします。

■About Childcare Fees
（Regular Childcare Fees）
There are no parent income exceptions etc. for our
school’s childcare fees.
1 year old ~ 2 year old 75,000 yen monthly
3 year old ~ 5 year old 90,000 yen monthly
（Extended Childcare Fees）
Drop-in basis Extended Childcare:
450 yen will be added per half hour when extended
childcare is applied for.
Monthly Contract Extended Childcare:
Extended childcare for a fixed time can be applied for
with a month to month contract.
(Example) one hour between 6:00pm and 7:00pm will
be 14,400 yen.
（Fees for Saturday childcare）
A）8:00 ~ 13:00 1,000 yen
B）8:00 ~ 18:00 2,000 yen
C）7:00 ~ 8:00 / 18:00 ~ 19:00 450 yen / 30min.
（Other Expenses）
＜Children under 3yrs＞
Expenses at Enrollment:
Exercise Clothes (approx. 6,000 yen)
Hat (900 yen)
Monthly Expenses:
Lunch (8,500 yen per month)
Diaper Disposal Fee (1,080 yen, if desired)
Annual Expenses:
Accident Insurance Fee (800 yen)
Special Expenses:
Correspondence Notebook, Event Fees, Photo Fees,
etc.
＜Children 3yrs and older＞
Expenses at Enrollment:
Uniform (Boys approx. 32,000 yen, Girls approx.
34,000 yen)
Exercise Clothes (approx. 6,000 yen)
Hat (900 yen)
Uniform Backpack (4,200 yen)
Monthly Expenses:
Lunch (8,500 yen per month)
Diaper Disposal Fee (1,080 yen, if desired)
Annual Expenses:
Accident Insurance Fee (800 yen)
Special Expenses:
Correspondence Notebook, Event Fees, Photo Fees,
etc.
※ The full amount for monthly childcare fees is required
even if there is a month or days in which childcare
was not utilized.
※ Please be aware that childcare fees may change from
the 2022 school year.
■Other Instructions
Please submit the application form after full
consideration at home.
Our school does not have a parking lot. Please keep this
in mind by driving safely and not troubling the neighbors.
It is possible to use the porte-cochere space for pick-up
and drop off.
■About Sibling Preferential System
The system is for those that already have a sibling
enrolled at the school at the time of the child’s admission
or if two children will be admitted at the same time. In
these cases, there are discounts available for the
entrance fee and regular childcare fees.
If you would like to use this system, please submit a copy
of your “Resident Card” as indicated in the admission
application.
Entrance Fee: The total entrance fee amount for the 2nd
child and after will be refunded.
Regular Childcare Fee: When siblings are enrolled at the
same time, 5,000 yen from regular childcare fees will be
exempt.

