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310 West 103rd Street, New York, NY 10025

フレンズアカデミーたんぽぽ幼稚園

２０２２年度

出願要項

※出願要項は、新型コロナウイルス感染症等の影響で変更になる可能性がございます。
最新情報はお問い合わせください。
お問い合わせ：学園事務局（２１２）９３５－８５３５ Email: friends.nyikuei@gmail.com

１．

新入園受付日程
２０２１年１１月１日（月） 登録要項発表／配信開始
オンライン願書受付開始
【インターネット出願サイト【https://id.nyikuei.org/】
（受け付けは申し込み順ではありません。期間中にお申込みい
２０２１年１２月１日（水） ただいたものは全て同等に取り扱います。）
オンライン学園説明会
４日（土） （要事前予約。メールでお問い合わせ・お申し込み下さい。）
願書受付締切（午後３時まで）
２０２２年１月１０日（月） ※併願の場合も同様
入園審査番号抽選日（出願者が定員を超えた場合のみ）
１５日（土） ※弟妹優先制度あり
入園審査日
２２日（土） （詳細は１２月 4 日の学園説明会にてお知らせいたします。）
２５日（火） 審査結果通知発送開始
２９日（土） 入園手続き開始
２月１２日（土） 入園手続き締切
１９日（土） 幼児部入園オリエンテーション（オンラインで実施予定）
２０２１年４月２日（土） 入園式

２．

入園資格
２０２２年４月１日に満４歳で、学園が入学を許可した幼児

３．

募集人員

４．

出願期間

４歳児年中組

１８名

２０２１年１２月１日～２０２２年１月１０日

午後３時まで
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５．

出願費用
以下をインターネット出願サイト【https://id.nyikuei.org/】にて出願期間内にお支払いしてください。
①学籍登録料 $50.00
※

学籍登録料は、既に Japanese Children’s Society の学籍登録料をお支払い済みの方は必要ありま
せん。
②審査試験料/手続き料＄60

６．

※

再審査試験の場合は、再審査試験料/手続き料として$40 が必要となります。

※

抽選に漏れた場合は、審査試験料を返却いたします。

出願方法
【1】

出願要項の確認・ID（メールアドレス）登録

既に【https://id.nyikuei.org/】にご登録済みの方はそちらのアカウントをご使用ください。
•
•

出願手続きをはじめる前に入試内容について出願要項でご確認ください。
また、出願期間（2021 年 12 月 1 日―2022 年 1 月 10 日 15:00 米国東海岸時間）内にイ
ンターネット出願サイト【https://id.nyikuei.org/】にてメールアドレスをアカウント
としてご登録ください。

【2】

保護者登録
•
•

【3】

幼児・児童・生徒登録
•

【4】

【5】

メールアドレスご登録後、保護者情報を入力していただきます。
学園との主たる連絡者を保護者 1 としてください。

お子様の情報を入力していただきます。

出願先選択
•
•
•
•

出願部門や学齢を選択していただきます。
学籍登録料が未払いの方は登録後、学籍登録料をお支払い頂きます。
お子様の生年月日にご注意ください。
複数部門出願することも可能です（併願出願）。

•

選択後、審査試験料をお支払い頂きます。

調査票登録
•
•

お子様の情報を入力していただきます。
更に幼児部に出願する方は、顔写真が必要となりますので、事前に撮影をお願い致しま
す。データでのアップロードとなります。
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【6】

その他の提出書類
•

※

７．

（フレンズアカデミーたんぽぽ幼稚園・幼児教室いちご組のみ）

出願画面に表示される内容に従って追加書類の作成・提出を行ってください。

原則オンライン出願となりますが、難しい場合は学園事務局へご相談ください。スタッフが一緒に手続
きを行うか紙媒体での出願を行っていただきます。

入園審査番号抽選日（１月１５日）
出願者が定員を超過した場合、学園関係者立ち会いのもと抽選にて「入園審査番号」を決定し、その番号
順に審査試験を行います。定員にもれた児童に対しては、入園審査番号の若い順にウェイティングとなり
ます。
※
※

８．

出願者が定員を超過した場合は抽選に関する情報を各ご家庭に連絡いたします。
育英サタデースクールマンハッタン校に兄姉が在籍している出願者は優先的に審査を受
けることができます。

ウェイティングについて
年度途中の退園者がありましたら、ウェイティング番号の若い番号順に編入のご意向を確認させて頂き、
編入試験の手順へと進んでまいります。審査試験の結果、不合格となった場合は次のウェイティング番号
の方に順番が移ります。但し、不合格となった場合も引き続き編入を希望される場合はそのままの番号で
お待ちいただくことが可能です。

９．

入園審査及び保護者面談（１月２２日）
２０２２年１月２２日（土）受付：午後２時半 開始：午後３時から午後４時
o 当日、所定の時刻にお越し下さい。
o 入園審査には必ずお越し下さい。入園審査を受けられない場合は、本学園幼児部入園規定により
入園が許可されませんのでご注意下さい。また、10 分程度の保護者面談を行います。（審査・保
護者面談時間は、１月１５日（土）抽選後に決定します。）
※ 試験方法が変更となりましたら、お知らせいたします。

１０．

試験結果通知発送（１月２５日）
試験結果は E-mail 通知後、合格書類をすべてデータをオンライン上でお渡しいたします。電話その他で
の問い合わせについては一切応じませんのでご注意ください。但し、１月２８日（金）になっても Email 通知が届かない場合のみに学園事務局に電話でお問い合わせください。

１１． 入学手続き（１月２９日～２月１２日）
入学手続きに従って、契約、入金、入学式当日に提出していただく書類の受取をして頂きます。２月１２
日（土）午後３時までに契約・入金がおこなわれなかった入学希望者については入学辞退とみなしますの
で手続き期間にご注意ください。詳細は試験結果通知と共にお渡しする書類一式をご参照ください。

１２．

オリエンテーション（２月１９日）
学園生活に必要な事柄について説明が行われます。入学が決定したお子様の保護者は必ずご出席くださ
い。
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１３．

入学式（４月２日）
４月２日（土）に予定しています。式の時間は後日お知らせいたします。
※ 見学については、学園事務局にお問い合わせください。また、１２月５日（土）には学園説明会がご
ざいますのでご希望の方はご参加下さい。今回は、オンラインでの開催になります。詳細が決まり
次第学園 HP（https://japaneseschool.org/）等でお知らせいたします。

１４．

その他
※ １月１０日午後３時以降の出願については編入扱いとなり、出願者が定員を超えた場合自動的にウェ
イティングとなる場合があります。また出願期間外手数料$20 が発生いたしますのでご注意ください。
※ 出願締め切り後から３月３１日までの間に出願される場合は、通常出願期間外手数料が発生いたしま
すが、合否がすでに決定しており、定員に達している場合は、審査試験受けることなくウェイティン
グとなります。その場合は出願期間外手数料は必要ございません。ただし、入園手続きが完了後，新
年度前日（3 月 31 日）までにキャンセルが出て、審査を受けていただける場合は，出願期間外手数料
が発生いたしますので、ご了承下さい。

その他の部門との併願について
（マンハッタンキャンパス全日制たんぽぽ幼稚園、育英サタデースクールのマンハッタン校、ニュージャージー
校、ポートワシントン校、育英サンデースクールのニュージャージー校等を２校以上、同時期に出願する場合の注
意事項です。）
①
②

オンラインでのお子様の登録は１回で結構です。
出願時に複数校選択出来ます。併願の数に関わらず、学籍登録料は$50、審査試験料/手数料は$60 のお支
払いのみです。

③
④
⑤

願書受付締め切り後に抽選が実施されるか否かのご連絡を全員にいたします。
入園審査・試験番号抽選日および審査日は、第１希望の部門にお越しください。
抽選が行なわれる部門にて抽選会に参加いただけない場合は、それぞれの部門宛に別途委任状をご提出下
さい。

⑥

ＮＹ育英学園の全日制、サタデースクール及びサンデースクール、アフタースクールは，全部門において
審査基準を統一しております。
合格資格は全部門で有効です。（※合格の有効期間は同年度内の 3 月までとします。）
※弟妹優先制度が適用される場合は、併願する必要はありません。
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弟妹優先制度
①出願する部門と同部門に、兄姉が在籍している場合、弟妹審査優先権が適用されます。
②ただし、次のすべてに当てはまる場合は、同じく弟妹審査優先権が適用されます。
1）出願するお子様の兄姉で、同部門を第１希望として入園入学を希望したが、ウェイティングになってい
る場合。
2）2021 年 10 月末日に当学園が優先権を認める部門やクラスに兄姉が在籍をしている場合。
当学園が優先権を認める部門
ニュージャージー校
〇全日制幼児部・小学部 〇アフタースクール幼児部・小学部
〇サタデースクール幼児部・小学部・中学部・高等部・ホームスクールシステム準拠コース
〇サンデースクール幼児部・小学部・ホームスクールシステム準拠コース
りんごラーニングセンター
〇きりんのへや こども園
フレンズアカデミー
〇全日制幼児部 たんぽぽ幼稚園

〇幼児教室いちご組

〇アフタークラス：国語算数教室
〇ウィークエンドスクール：国語算数教室、幼児教室Ⅰ・Ⅱ
育英サタデースクールマンハッタン校
〇サタデースクール幼児部・小学部・中学部・ホームスクールシステム準拠コース
ポートワシントン校
〇サタデースクール幼児部・小学部・中学部・高等部・ホームスクールシステム準拠コース
〇アフタースクール：特別国語教室、土曜日国語クラス
オンライン国算教室

※2022 年度出願要項は、2022 年度の出願時のみ有効となります。
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