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ニューヨーク育英学園

２０２２年度

募集要項

ニューヨーク育英学園では、２０２２年度の全部門の募集要項を下記の通り発表致しました。皆様のご入園・ご入学をお
待ちしております。なお要項の内容は、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。詳細は各部
門のお問い合わせ先までお願い致します。

**********************************

学園事務局
週日プログラム *********************************

全日制部門
ニュージャージーキャンパス
◇全日制幼児部
<募集人数> ３歳児年少組 ２６名程度
<応募資格> ２０１８年４月２日～２０１９年４月１日までに出生した者
<出願期間> ２０２１年１２月１日（水）～２０２２年１月１０日（月）午後３時まで
<入園審査日> ２０２２年１月２８日（金）（予備日２月４日（金））（＊年度途中の編入は随時可能）

◇全日制小学部
<募集人数>
<応募資格>
<出願期間>
<入学試験日>

第１学年 ２４名程度
２０１５年４月２日～２０１６年４月１日までに出生した者
２０２１年１２月１日（火）～２０２１年１月１０日（月）午後３時まで
２０２２年１月１４日（金）（予備日１月２１日（金））（＊年度途中の編入は随時可能）

●お問い合わせ先

E-mail: dayschool.nyikuei@gmail.com TEL: (201)947-4832 FAX :(201)944-3680
Address: 8 West Bayview Ave., Englewood Cliffs, NJ 07632

マンハッタンキャンパス
◇全日制幼児部

たんぽぽ幼稚園

（Tanpopo Preschool）

<募集人数> 年少児・年中児・年長児 定員各１５名程度 週１回以上パートタイムクラスあり
<応募資格> ３歳～５歳
<出願期間> ２０２１年１２月１日（水）～２０２２年１月１０日（月）午後３時まで
<入園審査日>２０２２年１月２７日（木）（予備日２月３日（木））

●お問い合わせ先

E-mail: friends.nyikuei@gmail.com TEL: (212)935-8535 FAX: (212)813-0122
Address: 310 W 103rd St., New York, NY 10025

週日クラス
Fort Lee ニュージャージーキャンパス
◇きりんのへや こども園
<対象年齢> ２歳半～年長児 <定員> ３０名（異年齢クラス）

◇親子クラス
<対象年齢> １歳以上（火・木）、２歳程度（水・金） <定員> 各 10 名
(201)947-4707
E-mail: ringo.nyikuei@gmail.com TEL/FAX:
TEL: (201)947-4707
●お問い合わせ

Address: 2460 Lemoine Ave., #103 ～105, Fort Lee, NJ 07024

マンハッタンキャンパス
◇親子教室 対象：およそ 1 歳～3 歳未満 定員 7 組程度
◇幼児教室 対象：２歳～年長児 定員１２名程度
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●お問い合わせ先

E-mail: friends.nyikuei@gmail.com TEL: (212)935-8535 FAX: (212)813-0122
Address: 310 W 103rd St., New York, NY 10025

要項の内容は、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。詳細は、各部門のお問い合わせ先までお願い致します。

アフタースクール部門
ニュージャージーキャンパス
◇ニュージャージー校 平日アフタースクール 幼児部年少～小学６年生までの教室
幼児部「つばめ組」、小学部「国語・算数教室」
<募集人数> 幼児部年少：合計１０名 小学部新１年生：１２名
<応募資格> 新年少児：２０１８年４月 2 日～２０１９年４月１日までに出生した者
新１年生：２０１５年４月２日～２０１６年４月１日までに出生した者
<出願期間> ２０２１年１２月１日（水）～２０２１年１月１０日（月）午後３時まで（＊年度途中の編入は随時可能）
<入園入学試験> 随時

●お問い合わせ先

E-mail: AfterNJ.nyikuei@gmail.com TEL: (201)947-4832 FAX: (201)944-3680
Address: 8 West Bayview Ave., Englewood Cliffs, NJ 07632
◇ニュージャージー校 いろはにほんご教室
■国語クラス(Kokugo) ●お問い合わせ先
■日本語クラス(Nihongo) E-mail: iroha.nyikuei@gmail.com TEL: (201)947-4832 FAX: (201)944-3680
■Japanese (JSL/JFL)
Address: 8 West Bayview Ave., Englewood Cliffs, NJ 07632

Fort Lee ニュージャージーキャンパス
◇りんごラーニングセンター

語学部門

■現地校支援 ■ＥＳＬ ■英語検定一次・二次試験対策 ■プライベートチュータリング■オンラインクラス
■アフター英語補習教室 ■ＳＡＴ対策 ■ＴＯＥＦＬ対策 ■ PARCC 対策■ＴＯＥＩＣ対策
■書道教室 ■英会話■いろはにほんご教室（プライベートクラス）■ホーム・チュータリング

●お問い合わせ先

E-mail: ringo.nyikuei@gmail.com TEL: (201)947-4707
Address: 2460 Lemoine Ave., #103 ～105, Fort Lee, NJ 07024

マンハッタンキャンパス
◇フレンズアカデミー アフタークラス
■書道教室

対象：4 歳～大人

定員１０名

■音楽教室（ピアノ・バイオリン）対象：３歳～大人
■英検対策講座（1 次・2 次）対象：小学 1 年～大人 定員 5 名
■プライベート・セミプライベートチュータリング 対象：小学１年生～高校 2 年
■プライベート・セミプライベートレッスン

対象：大人

◇フレンズアカデミー アフタークラス いろはにほんご教室
■日本語基礎教室
■国語教室

対象：３歳～年長児

対象：小学１年～小学６年

●お問い合わせ先

定員１２名
定員８名

E-mail: friends.nyikuei@gmail.com TEL: (212)935-8535 FAX: (212)813-0122
Address: 310 W 103rd St., New York, NY 10025

ポートワシントンキャンパス
◇ポートワシントン校 平日アフター特別国語教室

小学１年生～中学３年生までの教室

<募集人数> 新１年生：６名程度
<応募資格> ２０１５年４月２日～２０１６年４月１日までに出生した者
<出願期間> ２０２１年１２月１日（火）～２０２２年１月１０日（月）午後 3 時まで（＊年度途中の編入は随時可能）

◇ポートワシントン校 いろはにほんご教室
■土曜日国語クラス

●お問い合わせ先

E-mail: AfterPW.nyikuei@gmail.com TEL: (516)767-3139 (516)455-3871/(201)362-5678（土）
Address: 8 Maple St. #6, Port Washington, NY 11050
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要項の内容は、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。詳細は、各部門のお問い合わせ先までお願い致します。

**********************************

週末プログラム *********************************

サタデー部門
ニュージャージー校
◇幼児部
<募集人数> ４歳児年中組 ２４名
<応募資格> ２０１７年４月２日～２０１８年４月１日までに出生した者
<出願期間> ２０２１年１２月１日（水）～２０２２年１月１０日（月）午後 3 時まで
<入園審査日> ２０２２年１月２３日（日）（＊年度途中の編入は随時可能）

◇小学部・中学部・高等部

※高等部は 2018 年度より社会科（現代社会・日本史）を選択制として導入

<募集人数> 各学年とも若干名（＊ウェイティングのある学年もありますので、お問い合わせください。）
<応募資格> ２００５年４月２日～２０１６年４月１日までに出生した者
<編入試験> 随時 E-mail: SatNJ.nyikuei@gmail.com TEL: (201)947-4832 FAX: (201)944-3680
●お問い合わせ先
Address: 8 West Bayview Ave., Englewood Cliffs, NJ 07632

マンハッタン校
◇幼児部
<募集人数> ４歳児年中組 １８名
<応募資格> ２０１７年４月２日～２０１８年４月１日までに出生した者
<出願期間> ２０２１年１２月１日（水）～２０２２年１月１０日（月）午後 3 時まで
<入園審査日> ２０２２年１月２２日（土）

◇小学部・中学部
<募集人数>
<応募資格>
<編入試験>

各学年とも若干名（＊ウェイティングのある学年もありますので、お問い合わせください。）
２００７年４月２日～２０１６年４月１日までに出生した者
随時

●借用校 お問い合わせください
●お問い合わせ先 E-mail: SatM.nyikuei@gmail.com
TEL: (201)947-4832(平日) (201)637-3927/ (201)449-4501 (土)

ポートワシントン校
◇幼児部
<募集人数>
<応募資格>
<出願期間>
<入園審査日>

４歳児年中組 ２４名
２０１７年４月２日～２０１８年４月１日までに出生した者
２０２１年１２月１日（水）～２０２２年 1 月１０日（月）午後 3 時まで
２０２２年１月２２日（土）(＊年度途中の編入は随時可能)

◇小学部・中学部・高等部
<募集人数>
<応募資格>
<編入試験>

各学年とも若干名（＊ウェイティングのある学年もありますので、お問い合わせください。）
２００５年４月２日～２０１６年４月１日までに出生した者
随時

●借用校

Carrie Palmer Weber Middle School (借用校)
Port Washington Blvd. & Camp us Dr., Port Washington, NY 11050
●お問い合わせ先
E-mail: SatPW.nyikuei@gmail.com TEL: (516)455-3871/(201)362-5678（土）
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ポートワシントン校事務所: (516)767-3139（平日）

要項の内容は、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。詳細は、各部門のお問い合わせ先までお願い致します。

サンデー部門
◇幼児部
<募集人数> 4 歳児年中組、５歳児年長組 各２０名程度
（年中児・年長児ともに応募者が少ない場合には年中・年長組の混合クラスとなる可能性あり。）

<応募資格> ２０１６年４月２日～２０１８年４月１日までに出生した者
<出願期間> ２０２１年１２月１日（水）～２０２２年１月 10 日（月）午後３時まで
<入園審査日> ２０２２年１月２３日（日） （＊年度途中の編入は随時可能）

◇小学部
<募集人数> １年生～６年生、各学年とも若干名
<応募資格> ２０１０年４月２日～２０１６年４月１日までに出生した者
<入学試験日> 随時

E-mail: SunNJ.nyikuei@gmail.com TEL: (201)947-4832 FAX: (201)944-3680
Address: 8 West Bayview Ave., Englewood Cliffs, NJ 07632

●お問い合わせ先

りんごラーニングセンター 語学部門
◇サタデー英語補習教室
<対象> 年中～６年生 <定員> 各クラス６名

◇りんごいろは週末こども日本語基礎教室
<対象> 1 年生～６年生 <定員> 各曜日５名

◇JSL/JFL (Japanese Classes for Children & Adults)
<対象> 1 年生～６年生 <定員> 各クラス６名

●お問い合わせ先

E-mail: ringo.nyikuei@gmail.com TEL: (201)947-4707
Address: 2460 Lemoine Ave., #103 ～105, Fort Lee, NJ 07024

フレンズアカデミー

ウィークエンドスクール（土・日）

◇幼児教室Ⅰ・Ⅱ 対象：年少～年長児 定員１５名程度
◇国語算数教室 対象：小学 1 年～6 年 定員１２名
◇音楽教室（ピアノ・バイオリン・ギター）対象：３歳～大人
◇英検対策講座（1 次・2 次）対象：小学 1 年～大人 定員 5 名
◇ウィークエンドスクール いろはにほんご教室
■日本語教室 対象：小学 1 年～6 年 定員１２名
■国語教室 対象：小学 1 年～６年 定員１２名

●お問い合わせ先

E-mail: weekend.friends.nyikuei@gmail.com
TEL: (212)935-8535 FAX: (212)813-0122
Address: 310 W 103rd St., New York, NY 10025
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要項の内容は、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。詳細は、各部門のお問い合わせ先までお願い致します。

その他の プログラム***********************************

*******************************

りんごラーニングセンター
◇きりんのへや こども園
<対象> ２歳半～年長児 <定員> ３０名（異年齢クラス）

◇親子クラス
<対象> １歳以上（火・木）、２歳程度（水・金） <定員> 各 10 名

◇語学部門
<対象> 幼児～大人
<クラス内容>■現地校支援 ■ＥＳＬ ■英語検定一次・二次試験対策 ■プライベートチュータリング
■サタデー&アフター英語補習教室 ■ＳＡＴ対策 ■ＴＯＥＦＬ対策 ■ PARCC 対策■ＴＯＥＩＣ対策
■書道教室 ■英会話■いろはにほんご教室（プライベートクラス）■ホーム・チュータリング ■JSL/JFL
■りんごいろは週末こども日本語基礎教室■オンラインクラス

●お問い合わせ先

E-mail: ringo.nyikuei@gmail.com TEL: (201)947-4707
Address: 2460 Lemoine Ave., #103 ～105, Fort Lee, NJ 07024

フレンズアカデミー
◇週日クラス（月～金）
■全日制幼児部

たんぽぽ幼稚園

対象：年少児・年中児・年長児

定員各１５名程度

■親子教室

週１回以上パートタイムクラスあり
対象：およそ 1 歳～3 歳未満 定員 7 組程度

■幼児教室

対象：２歳～３歳未満

定員１２名程度

◇アフタークラス
■書道教室

対象：4 歳～大人

定員１０名程度

■音楽教室（ピアノ・バイオリン）対象：３歳～大人
■そろばん教室 対象：5 歳～大人 定員 5 名
■英検対策講座（1 次・2 次）対象：小学 1 年～大人 定員 5 名
■プライベート・セミプライベートチュータリング （英語・日本語）対象：小学１年生～大人
■プライベート・セミプライベートレッスン （英語・日本語）対象：大人
■どれみふぁクラブ 対象：３歳～高校生 定員 10 名
■うんどうクラブ

対象：３歳～年長児

定員 10 名

◇アフタークラス いろはにほんご教室
■日本語基礎教室
■国語教室

対象：３歳～年長児

対象：小学１年～6 年

定員１２名

定員８名

◇ウイークエンドスクール（土・日）
■幼児教室Ⅰ・Ⅱ

対象：年少～年長児

定員１５名程度

■国語算数教室 対象：小学 1 年～6 年 定員１２名
■音楽教室（ピアノ・バイオリン・ギター）対象：３歳～大人
■英検対策講座（1 次・2 次）対象：小学 1 年～大人

定員 5 名

◇ウイークエンドスクール（土・日）いろはにほんご教室
■日本語教室

対象：小学 1 年～6 年

■国語教室 対象：小学１年～6 年
●お問い合わせ先

定員１２名

定員１２名

E-mail: friends.nyikuei@gmail.com TEL: (212)935-8535 FAX: (212)813-0122
Address: 310 W 103rd St., New York, NY 10025
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要項の内容は、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。詳細は、各部門のお問い合わせ先までお願い致します。

いろはにほんご教室
ニュージャージーキャンパス
◇国語クラス(Kokugo)
<対象> 小学生 中学年(３・４年生程度) ＊学年についてご相談ください。
<定員> ８名（３名より開講）
◇日本語クラス(Nihongo)
<対象> 小学生 低・中学年(１～４年生程度) ＊学年についてご相談ください。
<定員> ８名（３名より開講）
◇Japanese(JSL/JFL)
<対象> 小学生 高学年(５・６年生程度) ＊学年についてご相談ください。
<定員> ８名（３名より開講）

●お問い合わせ先

E-mail: iroha.nyikuei@gmail.com TEL: (201)947-4832 FAX: (201)944-3680
Address: 8 West Bayview Ave., Englewood Cliffs, NJ 07632

Fort Lee ニュージャージーキャンパス
◇りんごラーニングセンター

語学部門

いろはにほんご教室

■プライベートクラス 対象：小学生～高校生
■JSL/JFL (Japanese Classes for Children & Adults) 対象：小学 1 年～大人
■りんごいろは週末こども日本語基礎教室 対象：小学 1 年～6 年生
■ JLPT 対策講座 対象：一般
■書道教室 対象：一般
■ホーム・チュータリング
E-mail: ringo.nyikuei@gmail.com TEL: (201)947-4707
●お問い合わせ先
Address: 2460 Lemoine Ave., #103 ～105, Fort Lee, NJ 07024

マンハッタンキャンパス
◇フレンズアカデミー

アフタークラス

いろはにほんご教室

■日本語基礎教室 対象：３歳以上～年長児 定員１２名
■国語教室 対象：小学１年～６年 定員８名

◇フレンズアカデミー

ウィークエンドスクール

いろはにほんご教室

■日本語基礎教室 対象：３歳以上～年長児 定員１２名
■国語教室 対象：小学 1 年～６年 定員１２名

●お問い合わせ先

E-mail: friends.nyikuei@gmail.com TEL: (212)935-8535 FAX: (212)813-0122
Address: 310 W 103rd St., New York, NY 10025

ポートワシントンキャンパス
◇ポートワシントン校

いろはにほんご教室

■土曜日国語クラス

●お問い合わせ先
E-mail: AfterPW.nyikuei@gmail.com TEL: (516)767-3139 FAX: (516)767-2753
Address: 8 Maple St. #6, Port Washington, NY 11050
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要項の内容は、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。詳細は、各部門のお問い合わせ先までお願い致します。

******************************* オンラインプログラム **********************************

オンライン国算教室
◇小学部
<募集人数>
<応募資格>
〈出願期間〉
<入学試験日>

１～４年生 各学年１０名程度 （３名より開講）＊６年生まで年次開設予定
２０１２年４月２日～２０１６年４月１日までに出生した者
２０２１年１２月１日（水）～２０２２年１月１０日（月）午後３時まで
随時

●お問い合わせ先

E-mail: onlinekokusan@gmail.com TEL: (201)947-4707
Address: 2460 Lemoine Ave., #103 ～105, Fort Lee, NJ 07024
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