
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 年度 入園案内 

Admission Guidance 

2022-2023 



2022 年度 ステッピングストーンズ イングリッシュプレスクール 入園案内 

 

 

ステッピングストーンズ イングリッシュプレスク

ールとは？ 

ステッピングストーンズ イングリッシュプレスク

ールは島根県出雲市にある株式会社 AUDAX が運

営する認可外保育施設です。 

園の教育方針及び教育目標に賛同いただいた保護者

とそのお子様と一緒に 2020 年 4 月よりスタートい

たしました。日本の保育園に求められる文化的およ

び伝統的な活動を網羅しつつ、さらにさまざまな文

化、思考、人々を理解するための基盤を育む特徴的

なプログラムを提供していきます。 

What is Step N Stones English Preschool?  

Step N Stones English Preschool is a private childcare 

facility managed by AUDAX Corporation in Izumo, 

Shimane. 

April 1st 2020 was the start of welcoming parents and 

students who agree with our educational childcare policies 

and objectives. We have a variety of distinctive programs 

that foster a foundation for understanding different 

cultures, thoughts, and people, while still providing all the 

necessary cultural and traditional activities of a Japanese 

preschool. 

2022 年度募集定員 2022-2023 School Year Classes and Capacity   

2 歳児クラス 

〈2019 年 4 月 2 日～2020 年 4 月 1 日生ま

れ〉 

6 人 2 year old class 

(Born between April 2, 2019and April 1 2020) 

6students 

3 歳児クラス 

〈2018 年 4 月 2 日～2019 年 4 月 1 日生ま

れ〉 

8 人 3 year old class  

(Born between April 2, 2018 and April 1 2019) 

8students 

4 歳児クラス 

〈2017 年 4 月 2 日～2018 年 4 月 1 日生ま

れ〉 

12 人 4 year old class 

(Born between April 2, 2017 and April 1 2018) 

12 

students 

5 歳児クラス 

〈2016 年 4 月 2 日～2017 年 4 月 1 日生ま

れ〉 

11 人 5 year old class  

(Born between April 2, 2016 and April 1 2017) 

11 

student 

  

入園までのながれ Flow of Admission 

1 入園申し込み 1 Admission Application Date 

2 書類選考 

入園許可を判断するために書類選考を行います 

2 Document Screening 

Documents will be screened in order of acceptance 

3 内定通知 

  ↓ 

3 Unofficial offer  

  ↓ 

4 親子面接 

  ↓ 

4 Parent and Child interview 

  ↓ 

5 合格通知 

  ↓ 

5 Acceptance letter  

  ↓ 

6 入園手続き 6 Enrollment  

    

Step N’s Stones English Preschool 2021-2022 Admission Guidance 



 

1 入園申し込み 

入園願書に必要事項を記入の上、押印くださ

い。 

1 Admission Application Form-  fill in the necessary 

information and sign 

2 書類提出 --- 

SSE へ持ち込み提出される場合： 

平日 9：00～15：00 

郵送による提出の場合： 

693-0001 出雲市今市町 1189-1 にお送りく

ださい。  

2 Document Submission –  

In person Submissions: Please bring the documents 

on weekdays between 9:00am and 15:00 

Mail Submissions: Please mail applications to 1189-

1 Imaichi  Izumo  693-0001 

3 お問い合わせ先：TEL〈0853〉27-9795 3 Contact for inquires: Tel. (0853) 279795 

  

書類選考 Document Screening 

書類選考により内定者を決定します。申し込み人数

が定員を上回った場合、厳正な抽選にて内定者を決

定します。 

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. 

  

内定通知/親子面接案内通知 Unofficial Offer / Parent Child Interview notification 

面接のお知らせは内定者に郵送されます。お知らせ

には面接の日時、場所が記載されています。 

A letter will be sent by post to prospective nominees. The 

letter will include the date, time and place for the parent-

child interview. 

  

合格通知 Acceptance Letter 

合格者に対して合格通知を郵送します 

＊電話での合否連絡は対応しておりません。 

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. 

  

入園手続き Admission 

合格者は入園金(\30,000)を納めてください。合格

通知と合わせて詳しい内容を送付します。 

 

＊一度納められた入園金は返金することができま

せん。ご承知おきください。 

For successful applicants that have been accepted, please 

submit the entrance fee (\30,000). Detailed information 

will also be enclosed with the acceptance leter. 

Please understand that we will not be able to return the 

entrance fee payment once it has been received. 

  

入学オリエンテーション Enrollment Orientation 

合格者を対象とした入園オリエンテーションを開

催します。  

Enrollment Orientation for successful applicants will be 

held. 

 

 

 

 



保育時間と休園日 Childcare Time & Holidays 

保育時間   8：30～15：00 

延長保育 

8：00～8：30/早朝保育は事前予約が必要 

15：00～18：00 

休園日: 土・日・祝日・夏/冬/春休暇 

Regular childcare hours are from 8:30am to 3:00pm. 

The maximum hours for extended childcare are from 

8:00am to 6:00pm.please book in advance(8:00～8:30) 

 School holidays are Saturdays, Sundays, National and 

Public Holidays, Summer, Winter and Spring breaks. 

保育料について Childcare Fees 

2 歳児～5 歳児 \45,000/月 2years old ~ 5 years old    \45,000/month 

都 度 申 し 込 み

の 臨 時 延 長 保

育 

\300/8：00～8：30,15:00~15:30 

\750/一日延長保育 

※両親が共働きの場合 

\5000/１ヶ月 

Drop-in basis Extended 

Childcare: 

\300/8 :00~8:30,15:00~15:30 

\750/1 day extended care 

※working parents 

\5000/ per month 

その他の必要な費用 Other expenses 

入園時 制服/体操服  

￥16,800 

Expenses at Enrollment Uniform/Exercise Clothes 

￥16,800 

毎月 英語プログラム料 \35,000 

昼食 \9,000 

システム利用(CODMON) \500 

Monthly Expenses English Program  \35,000 

Lunch \9,000 

System  \500 

毎年 施設管理費 \8,000 

年に 2 回(6 月と 11 月) 

Bi-Annual Expenses Maintenance Fee \8,000 

  June and November 

都度必要な費用 行事費、写真販売 

用品代など 

Special Expenses Event Fees, Photo etc… 

臨時に必要な費用 テキスト代 \15,000+税 

年に 2 回(4 月と 10 月) 

Annual Expenses English books \15,000+tax 

April and October 

※月々の保育料は開園日数に関わらず全額お支払い

いただく必要があります。 

※The full amount for monthly childcare fees is required even 

if there is a month or days in which childcare was not 

utilized 

※2023 年度より保育料など変更が生じる場合があり

ます。 

※ Please be aware that childcare fees may change from the 

2023 school year. 

兄弟姉妹優遇制度について Sibling Preferential System 

入園時に兄弟姉妹が円に在籍しているお子様、また

は、同時に 2 名以上の兄弟姉妹が入園するお子様のい

ずれかに該当する場合、入園金・通常保育料の一部を

減免する制度です 

The system is for those that already have a sibling enrolled at 

the school at the time of the child`s admission or two children 

will be admitted at the same time. In these cases, there are 

discounts available for the entrance fee and regular childcare 

fees. 

入園金 2 人目以降のお子様の入園金を半

額減免いたします。 

Entrance Fee The Entrance Fee for a sibling 

will be half of the first child. 

通常保育料 兄姉の２人目以降のお子様の通

常保育料が毎月\5,000 減免され

ます。 

Regular Childcare Fee When siblings are enrolled at 

the same time, \5,000 yen from 

regular childcare fees will be 

exempt. 

 


