
２０１７年度　SLAS 日本部 バイリンガル幼稚園について

施　設　名： 上海リビングストンアメリカンスクール・日本部・バイリンガル幼稚園

所　在　地： 〒200335 上海市長寧区甘渓路580号（×協和路）

TEL＆FAX：(021)6238-9853　　　 MAIL： lasjapan@gmail.com

DIRECT：158-2191-7612 HP：lasjapan.com

組　　　織：

インター部 韓国部 日本部

SLAS

バイリンガル幼稚園

最寄り駅：地下鉄２号線 淞虹路駅より徒歩１０分

１２１番バス終点駅隣り

インター部 韓国部 日本部

：２３名×３クラス

幼稚部 幼稚園 ：２３名×３クラス

小学部 ：２３名×３クラス

中学部

高等部

　

　

職員体制： １クラス　：　担任（日本人）　+　アシスタント（中国人）

保育時間： ８：４５～１５：３０

　　　　      ２０１７－１

　　３歳児(年少)クラス　　【2013.4.2～2014.4.1生】

　　４歳児(年中)クラス　　【2012.4.2～2013.4.1生】

　　５歳児(年長)クラス　　【2011.4.2～2012.4.1生】

バイリンガル幼稚園

Ｇ１（小学一年生） Ｇ４（小学四年生）

Ｇ２（小学二年生） Ｇ５（小学五年生）

Ｇ３（小学三年生） Ｇ６（小学六年生）

※２０１７年度Ｇ６開校予定

インリッチドクラス（日英バイリンガル小学部）



 

園内行事 園外行事 伝承的行事 健康安全行事 その他

１学期始業 入園式 身体測定 懇談会

新入園児歓迎会

４月誕生会

労働節 ５月誕生会 親子イベント 避難訓練

こどもの日 （上海動物園） 身体測定

母の日

端午節 土曜参観 消防署見学(年中) 歯科検診 保育参観

虫歯予防デー ６月誕生会 身体測定 親睦スポーツ会

父の日 希望制個人面談

プール開き

宿泊保育（年長） 七夕集会 視力検査

７月誕生会 避難訓練

夏季休園 身体測定

日本部サマースクール

２学期始業 秋祭り 園外保育 団子作り 避難訓練 懇談会

中秋節 ８・９月誕生会 芋ほり 身体測定9月

２０１６年度年間行事

4月

5月

6月

7月

8月

International 

Spring Festival

SLASインター部

サマースクール

６月中～８月初

Back to中秋節 ８・９月誕生会 芋ほり 身体測定

敬老の日 (City Shop Farm)

国慶節 １０月誕生会 身体測定

運動会

全校統一休校日 １１月誕生会 工場見学(年長) 感謝祭 避難訓練 入園説明会　

焼き芋パーティー 身体測定 保育参観

入園願書受付開始

冬季休園 ウィンターコンサート クリスマス会 身体測定 新入園児面接

希望制個人面談

３学期始業 １２・１月誕生会 餅つき 避難訓練

春節 身体測定

２月誕生会 お別れ遠足 身体測定 個人面談

節分の日 発表会 （年長) 体験入園

２０１６年度修了 ３月誕生会 ひなまつり 避難訓練

春季休園 お別れ会 身体測定

卒園式

      内は学校全体行事

　　　　　２０１７－２

9月

2月

3月

1月

10月

11月

12月

Back to

School  Bash

ハロウィーン

レインボークラス：定期的に全園児集会

カンガルークラス：不定期に未就園児親子教室(年８回)



　　　  　  送迎バス運行について

ルート① 仁恒河濱花園（芙蓉江路門） ルート⑬ 　向日葵公寓，虹橋豪園

ルート② 天山河畔花園（水城路門） ルート⑭ 　華光花園，虹橋高尔夫别墅，虹橋花園，温莎公寓

ルート③ 伦敦广场，古北国際花園（玛瑙路门/紅宝石路×銀珠路） ルート⑮ 　凱欣豪園、柏華麗豪華公寓
瑞士花園，华丽家族（伊犁南路×黄金城道），美麗華花園

ルート④ 御翠豪庭 (银珠路门)，金色贝拉维（藍宝石路×銀珠路） ルート⑯ 　嘉年華庭，古北国際広場，名都城

ルート⑤ 太陽広場，虹橋華庭 ルート⑰ 　新天地河濱，天山華庭，天山怡景苑

ルート⑥ 栄華東路ｘ翠玉路近辺（里昴花園、雅典花苑、馬赛花園）ルート⑥ 栄華東路ｘ翠玉路近辺（里昴花園、雅典花苑、馬赛花園）
Chester court，巴黎花園、維多利亚（栄華東道）

ルート⑦ 名仕苑，港汇花園
●送迎バスの添乗は当校日本部の職員で行ないます。

ルート⑧ 徐汇苑 ●ルートにより乗降ポイントをマンション出入口以外のところとさせて
　頂く場合があります。詳細は入園決定後にお知らせします。

ルート⑨ 上城，四季晶園 ●上海市交通局の指導により、年度途中でのバスルート変更及び
　 乗降場所を増やすことが出来ません。あらかじめご了承ください。

ルート⑩ 名都Ⅱ期，華園大厦，金象公寓

ルート⑪ 曼克頓豪庭，園景公寓

ルート⑫ 虹橋公寓，泰栄苑
２０１７－３



 　        　　　　　入園前に準備する持ち物について

園の制服を着用します。入園時にご購入頂きます。 　・弁当箱 　　　　　　　　・箸、スプーン、フォーク

　・レジャーシート　※毎週木曜日のお弁当の日に使用する場合があります。

子どもが持ちやすく、Ａ４サイズのれんらくちょう袋や

歯磨きセットなど、毎日の持ち物が入る形態が望ましいです。 　・歯ブラシ　　　　　　　　・コップ       ・歯ブラシ、コップ入れ（袋）

※リュックでも肩掛けでも構いません。    (歯ブラシにキャップは必要ありません。歯磨き粉は必要ありません）

　水またはお茶を入れて毎日お持たせください。 　毎日1枚ご用意ください。手を拭く際に使用します。フックに掛けられるよう角

　首にかける形状のものが望ましいです。 　にヒモを付けてください。

※6月～10月は熱中症予防のため、水筒のお茶・水に加えて

　スポーツドリンクをご持参いただいても構いません。

　絵本や大きい荷物を持ち帰る際に使用します。 　日よけのため、またゲームのチーム分けの際にも使用しますので

　大きめの絵本が入るサイズが望ましいです。   両面が紅･白のものをご用意ください。

　一般的に日本で市販されているもの、または履きやすく、

　シンプルなデザインの靴をご用意ください。 　制作やお絵描きの際に使用します。長袖で汚れても大丈夫

水　筒

スモック

通園かばん

上靴（うわばき）

手提げかばん

制　服 弁当セット

紅白帽子

　･おしぼり（濡れタオル）　　 ・弁当ケース、袋

歯磨きセット　

手拭きタオル

　定期的に持ち帰りますので袋もご用意ください。 　なものをご用意ください。

　※クロックスは避けてください。

　制作･お絵描きの際に使用します。１２色以上の油性のもの 　･あぶら粘土（500ｇ程度） ･粘土ケース

　をご用意ください。 　・粘土ヘラ（棒状のもの） ・粘土板（25㎝×30㎝程度）

　

　あそびや絵画の際に使用します。画用紙のような厚手の紙 　幼稚園で常備しておく着替え（制服）です。汚れた時などに着替えます。

　で、1枚ごとにめくれる形状の25㎝×30㎝以上のものが望ま 　巾着など、ひも付きの袋にまとめて入れてください。

　しいです。 　※汚れた服を入れるための袋（ビニール袋など）も一緒にご用意ください。

　※幼稚園で着替えが必要となった時のみの使用となります。持ち帰った時は

　　 翌日に補充分をお持たせください。

　制作の際に使用します。指で塗るタイプのものをご用意

　ください。 　夏にキャンパス内のプールにて水あそびを行ないます。

　・水着      ・タオル ･バッグ（全部を入れるもの）

　・キャップ　　　・ビーチサンダル　　・ビニール袋　　・ゴーグル(必要であれば)

　行事で行なう調理の際に使用します。

☆…幼稚園で注文可能

　空手のレッスンで着用します。 ２０１７－４

　年少（３歳児）クラスは、２学期から始まる予定です

空手着

自由画帳

クレヨン 粘土セット

着　替　え

の　り

水あそびセット(夏季のみ）

エプロン･三角巾（必要時のみ）



  　　               一日の主な流れ　

時　間

８：４５～９：２０ 登園・身支度

９：３０～９：５０ 集会

一斉活動（運動　空手　HIPHOP　等）

英語

あそび

１１：３０～１３：００ 食事・室内活動 ※毎週木曜日のみお弁当をご持参ください。

英語・一斉活動(音楽あそび)

１０：００～１１：３０

保　育　内　容 備　　考

※週５回英語のレッスンを行ないます。

※専門講師を招いての指導となります。

※音楽あそびは専門講師を招いての指導となります。英語・一斉活動(音楽あそび)

あそび

１４：４０～１４：５０ 身支度

１４：５０～１５：００ おやつ

１５：００～１５：１０ 集会

１５：３０～ 降園

　　◆英語のレッスンは、午前か午後の１日１回で、時間は年齢や時期により異なります。

　　　【年少：３０分／日、　年中：４０分／日、　年長：４５分／日】

　　◆月に２回程度、英語教師によるクラフト(制作)の授業を実施しています。

　　◆１日１回は外で過ごします。（天気・大気の状況がよくない場合は除く）

      ２０１７－５

１３：００～１４：４０
※音楽あそびは専門講師を招いての指導となります。



施設維持費 入園手数料
　　　　その他費用　　　　　
　(制服代・行事衣装代・教具代など)

・制服代・・ポロシャツ・体操服など必要
に応じてご購入される際の費用

・行事衣装代・・行事ごとに必要に応じ
てご購入いただく際の費用

・その他、行事参加・教具ご購入の場
合に発生する費用等

※上記施設維持費は４月に入園した場合の金額となります。ご入園の時期により金額が異なりますが、途中入園の場合にもお支払いいただきます。

※８月は夏季休暇となるため、保育料・給食費・交通費は発生しません。

　　　　費用について

５，０００元/年額

交通費（バス）

１，１００元/月額

保育料

その他注意事項

６，８００元/月額 ３５０元/月額

給食費

〔納入方法〕　　　　　　　　　　
発生時に園でお渡しするキャッシュ袋
に請求額を入れてご提出ください。

途中退園時の保育料等のご返金の際には領収書の原本が必要となります。(
施設維持費は返金対象外となります）            

１，０００元

※８月は夏季休暇となるため、保育料・給食費・交通費は発生しません。

※年度途中、金額が変更になる場合もありますのでご了承ください。

入園手数料について

　　　　　　　入園が決まった時点で入園手数料１，０００元をお支払いいただきます。

  ※入園確定後の事務説明の際にお支払いいただきます。

  ※返金はできません。

　　　　　　　　　　　　入園の際のご提出書類について

入園確定後の事務説明の際には以下の書類をご提出ください。

１．パスポートの写真ページ及び居留許可証ページのコピー・・・ご入園されるお子さま及び保護者（就業証をお持ちの方）の方分

２．臨時居留許可証及び上海市の外国人就業証のコピー

３．校内入校の為、又送迎の為の保護者IDカードが必要です。作成の為、保護者の方の証明写真(４cm x３cm)をご準備ください。

【中国国籍の方】　　

◆上海市教育局の規定に従い必要な書類をご提出いただきます。

　　　　　　　　　　　　　　２０１７－６



保育料その他のお支払いについて

①銀行振込 　　②園持込み（直接）
指定銀行：富邦华一银行（First　Sino　Bank）　虹橋支店 　　現金のみの対応となります。カードでのお支払いは対応しておりません。
※口座からの引き落としは対応しておりません。

対応通貨 ■アメリカドルにてお支払いの場合■
支払日当日のレートを各自でご確認いただき、こちらの提示する金額（元）と同額となるドルでのお支払いとなります。

※外貨管理局の通達により法人からのアメリカドルでのお支払いはできません。

①施設維持費＋４・５月分保育料（給食費・交通費込）・・・４月納入（在園児は３月)

②６・７・９月分保育料（給食費・交通費込）・・・・・５月納入

③１０・１１・１２月分保育料（給食費・交通費込）・・９月納入

　　②アメリカドル（US＄）

納入時期

支払方法

３ヶ月ごとのお支払い

①中国元（RMB）

③１０・１１・１２月分保育料（給食費・交通費込）・・９月納入

④１・２・３月分保育料（給食費・交通費込）・・・・・１２月納入

※　上記以外の納入時期のお支払いは承っておりません。

※　途中入園の場合、入園時期によっては４ヶ月分をお支払いいただく事もあります。

　当園では、下記の条件に合うご家庭につきましては奨学金制度（＝割引制度）を設けております。

　会社負担が保育料の５０％以下の場合・・・保育料のみ２５％を割引(交通費・給食費・施設維持費は割引適用外）

　例）　会社からのご負担が1ヶ月３４００元以下の場合→奨学金適用対象

　奨学金申請には申請書類が必要となります。すべての書類がそろわない場合は奨学金対象外となる場合もございます。

きょうだい割引　　　保育料のみ、きょうだい割引（５％）有【割引はごきょうだいの上・下どちらか選択可】 　※奨学金制度と併用可

     　　　 ２０１７－７
　　

奨学金制度　
各種割引

制度



　　　　　　　　２　０　１　７　年　度　　募　集　要　項

募集対象： ２０１１年４月２日～２０１４年４月１日生

【年　　　少】 （3歳児クラス） ２０１３年４月２日～２０１４年４月１日生

【年　　　中】 （4歳児クラス） ２０１２年４月２日～２０１３年４月１日生

【年　　　長】 （5歳児クラス） ２０１１年４月２日～２０１２年４月１日生

願書提出： 一般受付　：２０１６年１１月１９日（土）　８：３０～
※８：３０～８：４５にお集まりいただいた方のみ抽選にて

　 入園願書受付の優先順位を決定します。以降は先着順となります。

　きょうだい児優先入園制度について

　　　　優先入園願書受付：２０１６年１１月１０日（木）～２０１７年１月１３日(金)
※この期間内にご提出された入園願書のみ優先入園扱いとなります。

優先順第一位

２０１６年度、バイリンガル幼稚園・インリッチドクラスに在籍している園児・学生のきょうだい児

優先順第二位

①バイリンガル幼稚園を卒園もしくは在籍していた元園児のきょうだい児

②バイリンガル幼稚園に在籍していた元園児本人(上海市内で他園に在籍経験のある元園児は除く)

③インリッチドクラスに在籍していた元学生のきょうだい児

④インター部・韓国部に在籍している園児本人

⑤インター部・韓国部に在籍している園児・学生のきょうだい児⑤インター部・韓国部に在籍している園児・学生のきょうだい児

　募集人数： 【年少】 ６９名程度 【年中】 若干名
【年長】 若干名

■募集人数が増える場合 　　　　　　■募集人数が減る場合

　・今年度中に退園する園児がいた場合　　　　　　　　　　　　　・今年度中に入園する園児がいた場合

　　　　　　　　　　（お申込みは２０１７年１月１３日まで）

　　　　　　　　・優先順位第一位、第二位の方が入園する場合

　　　　　　　　　　（２０１７年１月１３日まで優先受付）

　　　　　　　　・クラス数が減る場合

入園までの流れ： 【願書提出】 ２０１６年１１月１９日（土）開始

【入園面接】 ２０１６年１１月２１日（月）～１２月９日(金）

２０１７年１月９日（月）以降随時

【入園枠確定日】２０１７年１月１７日(火)

【事務説明会】 ２０１７年１月２４日（火）

【体験入園】 ２０１７年２月２２日(水)

【入園式】 ２０１７年４月１２日(水)予定

　　　　★入園面接は、お子さまの様子や幼稚園とご家庭との連絡事項を確認させていただきます。

　　　　　 言語・健康面などで気になる点がありましたらご相談ください。

　　　　　 入園枠確定日に、入園の決定についてメールでお知らせします。

　　　　　 
  　 　　２０１７－８



　　　　

入園を希望されるクラスに空きがない場合、ウェイティングリストへの登録が可能です。

◆空きが出るまでの園からの定期的な状況報告等は行ないません。お知りになりたい場合は、園にお問い合わせください。

◆ウェイティングの場合、入園願書の有効期限は２０１７年度は<２０１８年１月１５日（月）>までとさせていただきます。

◆ウェイティングで空きが出た旨のご連絡がつかない場合、次にお待ちいただいている方に譲らせていただきます。ご了承ください。

　　ウェイティングについて

願書提出 ウェイティングリスト

に登録

空きが出た旨

のご連絡
面 接 入園確定後

事務手続き
入 園

　 願書にご記入頂いているすべての連絡先（ご自宅の電話及び携帯）にお電話させていただきます。通じない場合は、メールにてご連絡をさ

 　せていただきます。どちらの連絡方法も試みてまいりますが、１週間を限度とさせていただき、ご連絡が取れない場合は、次の方へ入園のご

   案内をさせていただきます。また、連絡先（ご自宅の電話番号、携帯番号、メールアドレス）の変更があった場合は、ご連絡いただきますよう

 　お願いします。

    入園希望のクラスに空きが出た場合

◆通常、入園希望時期の１０日前までには、入園面接を行なっていただきます。

◆入園時期は１ヶ月間に２回（月初め、月半ば）設けています。

　※月半ばからの入園となる場合、月額徴収のもの（保育料、交通費、給食費）については半額となります。

◆入園確定後、入園事務説明の際に、入園手数料１，０００元をお支払いいただきます。

　　但し、入園手数料１，０００元をお支払いいただいた後に入園をキャンセルされる場合、返金は致しません。ご了承ください。

　　　２０１７－９


