
  

Application Requirements
【 Membership requirement 】
　 Primary class ; The second year of kindergarten/Nursery
  Elementary Class(G1~G7) ; 6 years old ~ 13 yeas old

【Tuition fee for 2019-2020 school year】
◆Enrollment fee :　\300,000
◆Building Fund : \200,000
◆Maintenance : \100,000
◆Tuition fee　
   Primary class : \600,000＋tax / per 1 year
   Elementary class : \1,200,000＋tax / per 1 year
   Education material fee : \15,000 per month
◆2nd child discount : A 30% discount is available for the 
                                2nd child’s tutiton fee only.

【 Submit the Application Form 】
 We will distribute application forms from September 30.
 Applications will be accepted beginning : 　
 First period : October 9th ~ October 31st 　
 Second period : November 28th ~ December 12th 
 Reception time : 9am ～ 6pm

【 Briefing of Entrance Examination 】
Date : November 2nd 16:00 ～　 November 3rd 13:00 ～

【 Entrance Examination 】
  Please choose 2 days for attend the class.
 ◆Date
    First period : November 5th～9th 
    Second period : December　17th～19th　
 ◆Contents　　
    Written exam, Oral exam, Behaivor observation, Interview
 ◆Examination fee　　　　　　¥15,000
  We are writing to inform you about the test result by mail.
  After the School Meeting, the school will review the application in full. 
  The Admissions team will contact all families within two to four weeks of 
  the Interview to clarify the status of the application. If an offer is made,   
  an acceptance letter will be emailed to you. Families need to inform the
  admission office within ten days to confirm their intention to enroll.

Notice:
１）YES International school is a Free school. 
      当校はフリースクールです。学校教育法に定められた一条校（私立学校）ではなく、 はフリースクールです。学校教育法に定められた一条校（私立学校）ではなく、 フリースクールです。学校教育法に定められた一条校（私立学校）ではなく、 です。学校教育法に定められた一条校（私立学校）ではなく、 学校はフリースクールです。学校教育法に定められた一条校（私立学校）ではなく、 教育法に定められた一条校（私立学校）ではなく、 に定められた一条校（私立学校）ではなく、 定められた一条校（私立学校）ではなく、 められた一条校（私立学校）ではなく、 一条校はフリースクールです。学校教育法に定められた一条校（私立学校）ではなく、 （私立学校はフリースクールです。学校教育法に定められた一条校（私立学校）ではなく、 ）ではフリースクールです。学校教育法に定められた一条校（私立学校）ではなく、 なく、 
     各種学校はフリースクールです。学校教育法に定められた一条校（私立学校）ではなく、 の扱いとなります。扱いとなります。いとなります。学校教育法に定められた一条校（私立学校）ではなく、 

２）You can buy a commuter pass for the Yokohama Municipal Bus 
      / Subway.
      通学定められた一条校（私立学校）ではなく、 期券は現在、横浜市営バスおよび地下鉄のみ購入可能です。はフリースクールです。学校教育法に定められた一条校（私立学校）ではなく、 現在、横浜市営バスおよび地下鉄のみ購入可能です。バスおよび地下鉄のみ購入可能です。地下鉄のみ購入可能です。の扱いとなります。み購入可能です。購入可能です。です。学校教育法に定められた一条校（私立学校）ではなく、 

３）Please contact us if there are required documents for public school.
　　　当校はフリースクールです。学校教育法に定められた一条校（私立学校）ではなく、 に定められた一条校（私立学校）ではなく、 通う生徒の学籍の扱いが、市町村・区などによって異なります。入学決定後、  生徒の学籍の扱いが、市町村・区などによって異なります。入学決定後、  の扱いとなります。学籍の扱いが、市町村・区などによって異なります。入学決定後、  の扱いとなります。扱いとなります。いが、市町村・区などによって異なります。入学決定後、  などに定められた一条校（私立学校）ではなく、 よって異なります。入学決定後、  異なります。入学決定後、  なります。学校教育法に定められた一条校（私立学校）ではなく、 入学決定められた一条校（私立学校）ではなく、 後、  
      お住まいの学区の公立小学校に提出書類等をお問い合わせいただき、当校事務局  まいの扱いとなります。学区などによって異なります。入学決定後、  の扱いとなります。公立小学校はフリースクールです。学校教育法に定められた一条校（私立学校）ではなく、 に定められた一条校（私立学校）ではなく、 提出書類等をお問い合わせいただき、当校事務局  をお問い合わせいただき、当校事務局  い合わせいただき、当校事務局  わせいた一条校（私立学校）ではなく、 だき、当校はフリースクールです。学校教育法に定められた一条校（私立学校）ではなく、 事務局  
      までご請求ください。請求ください。ください。学校教育法に定められた一条校（私立学校）ではなく、 

４）We have a classroom now, and next year, the location will change.
      現在の扱いとなります。校はフリースクールです。学校教育法に定められた一条校（私立学校）ではなく、 舎ははフリースクールです。学校教育法に定められた一条校（私立学校）ではなく、 2018年度のもので、の扱いとなります。もの扱いとなります。で、2019年4月に新設教室が完成予定です。に定められた一条校（私立学校）ではなく、 新設教室が完成予定です。が完成予定められた一条校（私立学校）ではなく、 です。学校教育法に定められた一条校（私立学校）ではなく、 

【Our Educational Philosophy and Carriculum】
How can our students survive the coming AI era (The fourth industrial 
revolution) ? The answer is simple:THINK CREATIVELY.
Through our project-based, inquiry learning, and math-programming 
class, we encourage our students to be always creative and have fun.

当校はフリースクールです。学校教育法に定められた一条校（私立学校）ではなく、 はフリースクールです。学校教育法に定められた一条校（私立学校）ではなく、 、文科省の定める学習指導要領に準拠する必要がないため、専任教員による独自のカリキュラム学習をすの扱いとなります。定められた一条校（私立学校）ではなく、 める学習指導要領に準拠する必要がないため、専任教員による独自のカリキュラム学習をす学習指導要領に準拠する必要がないため、専任教員による独自のカリキュラム学習をすに定められた一条校（私立学校）ではなく、 準拠する必要がないため、専任教員による独自のカリキュラム学習をすする学習指導要領に準拠する必要がないため、専任教員による独自のカリキュラム学習をす必要がないた一条校（私立学校）ではなく、 め、専任教員による独自のカリキュラム学習をすに定められた一条校（私立学校）ではなく、 よる学習指導要領に準拠する必要がないため、専任教員による独自のカリキュラム学習をす独自のカリキュラム学習をすの扱いとなります。カリキュラム学習をす学習をす
すめて異なります。入学決定後、  参ります。英語と日本語の割合はほぼ半数で、日本語を母国語とする場合、バイリンガル環境となるため、いります。学校教育法に定められた一条校（私立学校）ではなく、 英語と日本語の割合はほぼ半数で、日本語を母国語とする場合、バイリンガル環境となるため、いと日本語と日本語の割合はほぼ半数で、日本語を母国語とする場合、バイリンガル環境となるため、いの扱いとなります。割合わせいただき、当校事務局  はフリースクールです。学校教育法に定められた一条校（私立学校）ではなく、 ほぼ半数で、日本語を母国語とする場合、バイリンガル環境となるため、い半数で、日本語を母国語とする場合、バイリンガル環境となるため、いで、日本語と日本語の割合はほぼ半数で、日本語を母国語とする場合、バイリンガル環境となるため、いを母国語と日本語の割合はほぼ半数で、日本語を母国語とする場合、バイリンガル環境となるため、いとする学習指導要領に準拠する必要がないため、専任教員による独自のカリキュラム学習をす場合わせいただき、当校事務局  、バイリンガルです。学校教育法に定められた一条校（私立学校）ではなく、 環境となるため、いとなる学習指導要領に準拠する必要がないため、専任教員による独自のカリキュラム学習をすた一条校（私立学校）ではなく、 め、い
くつか留意点がございます。留意点がございます。がご請求ください。ざいます。学校教育法に定められた一条校（私立学校）ではなく、 

１）当校はフリースクールです。学校教育法に定められた一条校（私立学校）ではなく、 の扱いとなります。カリキュラム学習をすはフリースクールです。学校教育法に定められた一条校（私立学校）ではなく、 独自のカリキュラム学習をすの扱いとなります。もの扱いとなります。ではフリースクールです。学校教育法に定められた一条校（私立学校）ではなく、 ありますが、転校はフリースクールです。学校教育法に定められた一条校（私立学校）ではなく、 等をお問い合わせいただき、当校事務局  の扱いとなります。可能です。性を考え、授業時数は文科省の定める学習を考え、授業時数は文科省の定める学習え、授業時数で、日本語を母国語とする場合、バイリンガル環境となるため、いはフリースクールです。学校教育法に定められた一条校（私立学校）ではなく、 文科省の定める学習指導要領に準拠する必要がないため、専任教員による独自のカリキュラム学習をすの扱いとなります。定められた一条校（私立学校）ではなく、 める学習指導要領に準拠する必要がないため、専任教員による独自のカリキュラム学習をす学習
指導要領に準拠する必要がないため、専任教員による独自のカリキュラム学習をすをベースに定められた一条校（私立学校）ではなく、 して異なります。入学決定後、  おります。学校教育法に定められた一条校（私立学校）ではなく、 た一条校（私立学校）ではなく、 だし、バイリンガルです。学校教育法に定められた一条校（私立学校）ではなく、 教育である学習指導要領に準拠する必要がないため、専任教員による独自のカリキュラム学習をすた一条校（私立学校）ではなく、 め、履修の進度に若干の遅れが出る可能性はの扱いとなります。進度のもので、に定められた一条校（私立学校）ではなく、 若干の遅れが出る可能性はの扱いとなります。遅れが出る可能性はれが出る学習指導要領に準拠する必要がないため、専任教員による独自のカリキュラム学習をす可能です。性を考え、授業時数は文科省の定める学習はフリースクールです。学校教育法に定められた一条校（私立学校）ではなく、 
否めません。その旨、あらかじめご了承ください。めません。学校教育法に定められた一条校（私立学校）ではなく、 その扱いとなります。旨、あらか留意点がございます。じめご請求ください。了承ください。ください。学校教育法に定められた一条校（私立学校）ではなく、 
２）当校はフリースクールです。学校教育法に定められた一条校（私立学校）ではなく、 はフリースクールです。学校教育法に定められた一条校（私立学校）ではなく、 、英語と日本語の割合はほぼ半数で、日本語を母国語とする場合、バイリンガル環境となるため、い・日本語と日本語の割合はほぼ半数で、日本語を母国語とする場合、バイリンガル環境となるため、い経験のない児童も入学することができます。その場合、なるべく早くバイリンガル環境にの扱いとなります。ない児童も入学することができます。その場合、なるべく早くバイリンガル環境にも入学する学習指導要領に準拠する必要がないため、専任教員による独自のカリキュラム学習をすことができます。学校教育法に定められた一条校（私立学校）ではなく、 その扱いとなります。場合わせいただき、当校事務局  、なる学習指導要領に準拠する必要がないため、専任教員による独自のカリキュラム学習をすべく早くバイリンガル環境にくバイリンガルです。学校教育法に定められた一条校（私立学校）ではなく、 環境となるため、いに定められた一条校（私立学校）ではなく、 
慣れるため、放課後に補習授業をとっていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。（期間や単位数は本れる学習指導要領に準拠する必要がないため、専任教員による独自のカリキュラム学習をすた一条校（私立学校）ではなく、 め、放課後に定められた一条校（私立学校）ではなく、 補習授業をとって異なります。入学決定後、  いた一条校（私立学校）ではなく、 だく場合わせいただき、当校事務局  がご請求ください。ざいます。学校教育法に定められた一条校（私立学校）ではなく、 あらか留意点がございます。じめご請求ください。了承ください。ください。学校教育法に定められた一条校（私立学校）ではなく、 （期間や単位数は本や単位数は本単位数で、日本語を母国語とする場合、バイリンガル環境となるため、いはフリースクールです。学校教育法に定められた一条校（私立学校）ではなく、 本
人の順応性、実力を考慮します）の扱いとなります。順応性を考え、授業時数は文科省の定める学習、実力を考慮します）を考え、授業時数は文科省の定める学習慮します）します）
３）当校はフリースクールです。学校教育法に定められた一条校（私立学校）ではなく、 に定められた一条校（私立学校）ではなく、 はフリースクールです。学校教育法に定められた一条校（私立学校）ではなく、 現在、校はフリースクールです。学校教育法に定められた一条校（私立学校）ではなく、 庭がありません。そのため、体育は公園または室内にて行います。 外遊びの機会が少ないがありません。学校教育法に定められた一条校（私立学校）ではなく、 その扱いとなります。た一条校（私立学校）ではなく、 め、体育はフリースクールです。学校教育法に定められた一条校（私立学校）ではなく、 公園または室内にて行います。 外遊びの機会が少ないまた一条校（私立学校）ではなく、 はフリースクールです。学校教育法に定められた一条校（私立学校）ではなく、 室が完成予定です。内にて行います。 外遊びの機会が少ないに定められた一条校（私立学校）ではなく、 て異なります。入学決定後、  行います。 外遊びの機会が少ないいます。学校教育法に定められた一条校（私立学校）ではなく、  外遊びの機会が少ないび地下鉄のみ購入可能です。の扱いとなります。機会が少ないが少ないない
部分を補うため、月に一回程度の校外学習やサマーキャンプを開催いたします。基本的に全員参加です。を補う生徒の学籍の扱いが、市町村・区などによって異なります。入学決定後、  た一条校（私立学校）ではなく、 め、月に新設教室が完成予定です。に定められた一条校（私立学校）ではなく、 一回程度のもので、の扱いとなります。校はフリースクールです。学校教育法に定められた一条校（私立学校）ではなく、 外学習や単位数は本サマーキャンプを開催いたします。基本的に全員参加です。を開催いたします。基本的に全員参加です。いた一条校（私立学校）ではなく、 します。学校教育法に定められた一条校（私立学校）ではなく、 基本的に全員参加です。に定められた一条校（私立学校）ではなく、 全員による独自のカリキュラム学習をす参ります。英語と日本語の割合はほぼ半数で、日本語を母国語とする場合、バイリンガル環境となるため、い加です。です。学校教育法に定められた一条校（私立学校）ではなく、 
４）当校はフリースクールです。学校教育法に定められた一条校（私立学校）ではなく、 はフリースクールです。学校教育法に定められた一条校（私立学校）ではなく、 異なります。入学決定後、  年齢の児童を同学年として扱い、同時に学習を進めていく場合があります。当然、学習の進み方にの扱いとなります。児童も入学することができます。その場合、なるべく早くバイリンガル環境にを同学年として異なります。入学決定後、  扱いとなります。い、同時に定められた一条校（私立学校）ではなく、 学習を進めて異なります。入学決定後、  いく場合わせいただき、当校事務局  があります。学校教育法に定められた一条校（私立学校）ではなく、 当然、学習の扱いとなります。進み購入可能です。方にに定められた一条校（私立学校）ではなく、 
はフリースクールです。学校教育法に定められた一条校（私立学校）ではなく、 個人の順応性、実力を考慮します）差があるため、個々の学力・習熟度に合わせて教材を組み合わせ、対応いたします。英国のホームスクールがある学習指導要領に準拠する必要がないため、専任教員による独自のカリキュラム学習をすた一条校（私立学校）ではなく、 め、個々の学力・習熟度に合わせて教材を組み合わせ、対応いたします。英国のホームスクールの扱いとなります。学力を考慮します）・習熟度のもので、に定められた一条校（私立学校）ではなく、 合わせいただき、当校事務局  わせて異なります。入学決定後、  教材を組み合わせ、対応いたします。英国のホームスクールを組み合わせ、対応いたします。英国のホームスクールみ購入可能です。合わせいただき、当校事務局  わせ、対応いた一条校（私立学校）ではなく、 します。学校教育法に定められた一条校（私立学校）ではなく、 英国の扱いとなります。ホーム学習をすスクールです。学校教育法に定められた一条校（私立学校）ではなく、 
教材を組み合わせ、対応いたします。英国のホームスクールをメインに定められた一条校（私立学校）ではなく、 、当校はフリースクールです。学校教育法に定められた一条校（私立学校）ではなく、 講師が児童一人一人に対しカスタマイズしていきます。が児童も入学することができます。その場合、なるべく早くバイリンガル環境に一人の順応性、実力を考慮します）一人の順応性、実力を考慮します）に定められた一条校（私立学校）ではなく、 対しカスタマイズしていきます。して異なります。入学決定後、  いきます。学校教育法に定められた一条校（私立学校）ではなく、 

【その扱いとなります。他】】
　 ※給食はありませんが、スクールランチを頼むことができます（はフリースクールです。学校教育法に定められた一条校（私立学校）ではなく、 ありませんが、スクールです。学校教育法に定められた一条校（私立学校）ではなく、 ランチを頼むことができます（を頼むことができます（むことができます（1食はありませんが、スクールランチを頼むことができます（450円）
　※現在、送迎は行っておりませんが、希望者はフリースクールです。学校教育法に定められた一条校（私立学校）ではなく、 行います。 外遊びの機会が少ないって異なります。入学決定後、  おりませんが、希望者 10名以上で送迎バスを出す予定ですで送迎は行っておりませんが、希望者バスを出す予定められた一条校（私立学校）ではなく、 です
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