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SUPER GLOBAL PRESCHOOL

施設の所在地　　　市ヶ谷飯田橋校　東京都千代田区九段北4-2-29 4F 
　　　　　　　　　目白校　　　　　東京都豊島区目白2-20-5 
　　　　　　　　　駒沢桜新町校　　東京都世田谷区駒沢2-18-9 コン・フォレスト2F 
事業開始年月日　　平成30年4月１日 (市ヶ谷飯田橋校・目白校)、令和3年4月5日 (駒沢桜新町校) 
設置者　　　　　　GWG Teachers株式会社 
管理者（施設長）　代表取締役　フェドロフ・アイブン 

◆開所時間 
　月曜日～金曜日 9:00～14:00 
　(駒沢桜新町校延長時間帯: 8:00～18:00) 
　土日・祝祭日　なし 

◆定員 
　市ヶ谷飯田橋校　12名 (1.5～6歳児) 
　目白校　　　　　12名 (1.5～6歳児) 
　駒沢桜新町校　　35名 (1.5～6歳児) 

◆保育内容・利用料金 
　月極預り　　　95,000円 
　一時預り　　　なし 
　延長保育料金　750円(30分) 
　※利用料金はお子さんの年齢等によって異なります。詳しくは窓口までお問い合わせください。 
　※上記料金の他、別途食事代(月額12,000円)、入学金(入学時のみ50,000円)、施設教材費費 (年額60,000円)、 
　　諸経費(年額25,000円)等がかかります。 

◆保育従事者等の配置 
　当保育施設は、通常、次のような保育従事者を配置しています。 
　 
　8:00～9:00 (早朝保育) 2名 
　9:00～14:00・14:00～18:00 (延長保育) 2名 

◆保険の種類、保険事故および保険金額 
　当園は、以下の保険に加入しています。 
　 
　保険の種類　　施設賠償責任保険・学校契約団体傷害保険 
　保険事故　　　施設内で事故が起きた際の損害賠償保険 
　保険金額　　　最高　300,000千円 (被保険者1名あたり） 

◆提携医療機関 
　名称・所在地　　[市ヶ谷校] 半蔵門のびすここどもクリニック (東京都千代田区一番町4-16プルミエール一番町１階) 
　　　　　　　　　[目白校] 雑司が谷赤ちゃん・こどもクリニック (東京都豊島区雑司が谷3-1-20 S.Zビル2F) 
　　　　　　　　　[駒沢桜新町校] かおり子どもクリニック (東京都世田谷区駒沢3-1-14) 
　提携内容　　　　定期健康診断(年2回) 
　　　　　　　　　急な発熱やけがの場合の受診 

◆虐待の防止のための措置に関する事項 
　当園は虐待の防止に関する研修を受講しています。当園は虐待の防止のためのマニュアルを作成しています。　 

当保育園は児童福祉法第３５条の認可を受けていない保育施設（認可外保育施設）として、 同法第５９条の２に基づき
東京都への設置届出を義務付けられた施設です。  
【設置届出先】東京都福祉保健局少子社会対策部保育支援課 
                     (電話) 03-5320-4131 
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服装

スクールでの安全のために、下記のルールを厳守してください。

室内上履き
転倒防止のため、校舎内では、必ず室内上履きを着用してください。
毎週金曜日及び汚れた時は持ち帰って洗濯してください。 滑りやすくて危ないので、サンダル (ゴム製サンダルを含

む)、 スリッパ等の使用は禁止です。
キャンバス地など、インドアシューズとすぐわかるようなデザインで、簡単に履けるものをご用意ください。
生徒が自分ひとりでできるようになるまでは、紐タイプのシューズの使用は控えてください。
インドア、アウトドアシューズとも、見やすい部分に、英文字で必ず名前を記入してください。

服装及びユニフォーム
必ずスクールのユニフォーム(スクールTシャツ)を着用してください。ユニフォームは事務所にて販売しております。 

お子様は運動の出来る服装を着用して登校してください。丈の短いスカートやドレスなどを着用する際は、必ずショート
パンツやスパッツも内部に着用してください。生徒は、基本的にユニフォームを購入しなければなりません。 お洋服、
ユニフォームとも英文字で、必ず名前を記入してください。

服装、ユニフォームの紛失
スクールは、各自の服装やユニフォームの汚れ、紛失等に対して、 責任を負わないものとします。

持ち物
持ちものリストは日常のスクール生活に必要な物のまとめです。他にリストに掲載されていない物をご用意頂く場合もご
ざいますので、予めご了承ください。持ち物には、英文字で、必ず名前を記入してください。

バックパック
定期的にお持ち帰りいただく持ち物が簡単に収納できるようなサイズのバックパックをご用意ください。
A4サイズのファイルが収入できるバックパックでご登園ください。
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商品名 数量 持ち帰り

食器セット（スプーン、フォーク) 1セット 毎日 ケース付、ナイフ、箸不可

上履き （キャンバス地) 1 金曜日 持ち帰り用ジップロックやハンドバッグ付

防災頭巾 1 クラスで保管

ウエットティッシュ 1パック クラスで保管

着替えセット 2セット 金曜日 巾着袋やジップロック付

歯磨きセット (コップ、歯ブラシ) 1セット 毎日 歯磨き粉不可、巾着袋付

ビニール袋 3 毎日 汚れ物用 

おしりふき 1パック 毎日

水筒 1 毎日 ストロー付、子供用

ハンドタオル 1 毎日 ループ付き

A4 提げ袋・ハンドバッグ 1 金曜日 持ち帰り用

工作用スモック 1 クラスで保管



おもちゃの持ち込みについて
「Show & Tell」というクラスアクティビティの際を除き、おもちゃ、本などを持ち込まないでください。
武器を模したものもご遠慮ください。お菓子等の食べ物を持ち込みの際は、クラス担任の許可を得てください。

持ち物の紛失
スクールは、各自の持ち物の紛失、損害に対して、責任を負わないものとします。

差し入れや手紙について
他の生徒宛のプレゼント (手紙、お菓子等)を持ち込む場合は、事前にクラス担任の許可が必要です。
プレゼントを持ち込む場合は、クラスの生徒全員に同じ物をご用意ください。特定の生徒、保護者宛のプレゼントや
メッセージはご遠慮ください。差し入れ(飲み物を含む)は当校で食べることが出来ませんので、そのままお持ち帰り頂き
ます。他の保護者宛のメッセージ、お知らせ、差し入れや手紙は教職員に渡さないようお願いいたします。

所属クラス決定プロセス・提出書類

生徒の所属クラスの決定は、4月2日時点の年齢を基本とします。生徒が進級する時期について、保護者はスクールに申し
出ることはできません。

あくまでも、スクール側の判断となることをご理解ください。すべての生徒により良い環境を与え、教育レベルを公正に
維持することを最重要と考えるため、特定の生徒のみを優先することはできません。

学年の途中に誕生日を迎えた生徒が、そのタイミングで、ー学年上のクラスに移ることはできません。

試用期間
入学後、生徒がスクールの生活になじめず継続が不可能と判断された場合は、保護者、スクール側の協議の後、退学と
なる場合があります。その期間は、原則として入学初日から1ヶ月以内とします。施設長の許可を得た場合は、試用期間
を延長する場合もあります。
継続が不可能と判断される要件は、主に、暴力行為や、クラスの授業に集中できず、授業の進行を著しく妨げるなどです。
その場合、お支払いただいた授業料等の返金が出来ません。 

提出書類について
下記書類を登校初日までに必ずご提出ください。 
未提出の場合は、入学を辞退したものとして取り扱うことがあります。予めご了承ください。

・健康診断書 (3か月以内の物)  ※新規入学の方のみ
・承諾書 (当ハンドブックから切り取り) 
・写真掲載承諾書 (当ハンドブックから切り取り)　

お子様が2人以上がいらっしゃる方は生徒1名につき書類を1部ご提出ください。
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ご連絡

ドキュメント
各クラスのスケジュール、大事なお知らせ、申込書等は登園のホームページの保護者専用エリアにて掲載されます(URL: 
http://www.super-global.com). 事務所から送付されたパスワードをご利用ください。

お知らせ
遠足やイベントについてのお知らせ、およびその他の連絡事項は ClassDojoの「School Story」および「Class Story」で
配信しています。スマートホン用アプリ、若しくはhttp://classdojo.comにてご覧いただけます。
無料アカウントをご登録頂き、オフィスよりご案内させていただいた生徒コードを入力してください。 
ClassDojoの不具合があった場合及び緊急事態に保護者様側から提出されているメールアドレスに送信することがありま
す。

レポート、成績表及び教員との連絡方法について
クラス担任とのやりとりは、ClassDojoメッセージ機能で行います。ClassDojoの登録方法については、オフィスまでお問
い合わせください。クラス担任は、メッセージのチェックを毎朝一番に行っていますが、 当日の緊急な連絡は事務所に
送ってください。 週間レポートはClassDojoの掲示板(Class Story)にて配信しています。
成績表(レポートカード)は年度2回(おおむね9月・3月)発行され、個人面談(PTC)でお渡しします。

メッセージの受付
教員のメッセージの返信は基本的に平日8:30～14:30のみとなります。
授業中は返信ができない場合がございますので、予めご了承ください。

お休みの連絡
スクールをお休みする場合は、各クラス担任および事務所あて、ClassDojoにてご連絡ください。

苦情・相談窓口
GWG Teachers株式会社 
E-MAIL: superglobal@gsacademy.com / TEL: 03-5544-8508
担当: 箕田　紗代子

緊急連絡先
当校の固定電話が繋がらない場合は、下記携帯番号へおかけ下さい。 
TEL: 03-5544-8654 / E-MAIL: superglobal@gsacademy.com
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ご送迎

朝の登園
8:50からエントランスを開錠します。8:50より前にスクールに到着した場合は、時間までエントランス前にてお待ちくだ
さい。
お子さまが校舎内に入るのを必ず確認してください。お子さまをスクールの敷地内に置いたまま立ち去らないようお願
いいたします。遅刻、早退の場合は、クラス担任までご連絡ください。

午後の迎え
午後のピックアップは、14:00です。必ず14:00までにエントランスにいらしてください。お子さまと必ず手をつないで歩
いてください。お子さまが道路に飛び出したり、スクール敷地内外で遊ぶことがないようにお願いします。
お迎えは、入学願書もしくは許可書に記載されている方のみ可能となります。変更の場合は、必ずメールで事務所へご報
告ください。

遅刻および早退
遅刻、早退の場合は事前にクラス担任およびオフィスまでご連絡ください。ランチタイムおよびパークタイム中での送迎
はご遠慮ください。

車での送り迎え
スクール敷地内には駐車スペースがありません。
長時間の路上駐車は、近隣にご迷惑がかかりますので、禁止とさせていただきます。

送り迎え時のその他の留意点
スクール近隣の私有地に立ち入らないでください。また、スクールの敷地内および近隣にて長時間の立ち話をしないでく
ださい。近隣住民の方へのご配慮をお願いします。
送迎の際は、エントランスにてお待ちいただけますよう、お願いいたします。許可なくスクール教室内に入らないでくだ
さい。

送迎サービス (駒沢桜新町校のみ)

朝の送迎サービス
朝の送迎サービスをご利用の方は、車到着予定時刻より5分前からお待ちください。
車は定刻で出発いたします。乗車予定の場所にお見えにならない場合は、待機は致しません。

午後の送迎サービス
当日の午後の送迎をキャンセルされる場合は、朝12:00までに電話にてご連絡ください。
お子さまをスクールにてお迎えされる場合は、車が出発する前に、必ずスクールにて待機してください。

午後のお迎え場所へのお迎え時間に遅れた場合は待機しないため、スクールまでお迎えをお願いいたします。その場合
は、延長ケアをチャージさせていただきます。

指定場所でのお迎えは、入学願書に記載されている方のみ可能となります。変更の場合は、必ず書面にてご報告ください
(メール、Class Dojo可)。

受付時間
送迎に関してのご連絡は営業時間内(平日9:00～17:00)確認させていただきます。

イベントによる運休
イベントや特別な活動の日は、送迎サービスを行わない場合があります。事務所のご案内をご確認ください。  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送迎サービスの運休
雪や台風等の悪天候により朝の送迎サービスが運休となる場合がございます。その際、直接学校までお送りをお願い致
します。悪天候予報のとき必ずClass Dojoのお知らせをご確認ください。
また、当日の朝、道路に積雪がある場合も運休となります。帰りの送迎サービスが運休となる場合は、Class Dojoにてご
連絡します。 

車内のルール
皆様に安全で快適に送迎サービスをご利用いただけますように、生徒全員は下記のルールを守るようにお願いいたしま
す。

1. 先生の指示を聞く。
2. 指定された席に座って、シートベルトを締める。
3. 先生に指示されるまで席を立ったりしない。
4. 叫ばない・悪い言葉を使わない
5. お友達と仲良くしてふざけたりしない。
6. 持ち物をバックパックから出さない。
7. 車内で食べたりしない。
8. 運転手さんに声をかけたりしない。

繰り返してルールを守れない生徒は、スクールバスのご利用をお断りさせていただく場合もございます。

健康管理

健病気と自宅静養
下記に列記された症状に当てはまる場合は、登校を控え自宅で静養するようお願いします。
スクール内においてマスクの使用は禁止いたします。

・37.5度以上の熱がある場合
・嘔吐の症状がみられた場合
・下痢の症状がみられた場合
・咳がひどい場合 

スクール時間中に下記の症状が現れた場合は、お迎えのご連絡をいたします。
また、状況によりすぐに病院へお連れする場合があります。

・37.5度以上の熱がある場合
・嘔吐の症状がみられた場合
・下痢の症状がみられた場合
・鼻水が止まらない場合
・咳がひどい場合
・脳震盪、または疑似脳震盪の場合 
・骨折、脱臼または疑似骨折、疑似脱臼の場合 
・伝染性疾病の場合 
・アレルギー症状が起こった場合 
・薬の副作用が起こった場合 
・体調不良により学校活動に参加ができなくなった場合 

完治証明書の提出義務
下記の疾病に関しては、完治後、登校の際、医師の完治証明書の提出が必要です。用紙が必要な方は、当校ホームページ
の保護者専用エリアより出力してください。
完治証明書に指定された日にちより登校が許可されます。

・水ぼうそう
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・麻疹
・しょうこう熱
・百日咳
・伝染性急性結膜炎(はやり目)
・流行性角結膜炎 
・流行性耳下腺炎、おたふく風邪 (ムンプス）
・髄膜炎(ずいまくえん)
・とびひ
・大腸菌
・風疹他、伝染性疾病
・インフルエンザ
・咽頭結膜熱
・溶連菌感染症
・ノロウイルス
三日間以上欠席された場合や、体調不良により早退された場合は、完治証明書の提出をお願いすることがあります。

インフルエンザ 
10月から２月にかけてはインフルエンザ流行シーズンの間、下記に列記された症状のいくつかが見られた場合は受診す
るようお願いします。インフルエンザは感染の高い病気ですので、下記の症状に当てはまる場合は、登校を控え自宅で静
養するようお願いします。 
登校の際、完治証明書の提出が必要です。 
・熱または熱気、寒気 
・咳が出る 
・喉の痛みがある 
・鼻水が止まらない 
・筋肉痛 
・頭痛 
・疲労 
※嘔吐、下痢の場合もあります。 
※インフルエンザにかかったとしても熱出ない場合がありますのでご注意ください。 

学級閉鎖 
クラスの40%以上の生徒がインフルエンザ等の感染症に休園した場合に、学級閉鎖となります。学級閉鎖の場合は、振
替授業や返金はございません。期間に関しては、事務所よりのお知らせをご確認ください。 

ケガと保険の適用 
本スクール内にて万が一、ケガをした場合は、応急処置をおこない、必要に応じて保護者への緊急連絡および病院への
コンタクトをおこないます。また、すみやかに事故報告書を作成し、保護者への提示および効果的な対策を実施します。
スクールバス、スクール内でのケガは、すべてスクール保険の対象となります。 

投薬 
基本的に薬の持参は禁止となります。
スクールオフィスに許可された場合は、薬の1回分のみを生徒に持たせずに、クラス担任に直接お渡しください。
処方箋のご提出がない場合は、生徒に薬を与えることが出来ませんので十分にご注意ください。

アレルギー
アレルギーをお持ちの生徒は必ず健康診断書に詳細を記載しご提出下さい。
また、食物アレルギーをお持ちの生徒には学校からスナックや給食を支給することが出来ない場合があります。 学校に
アレルギー報告をせず、アレルギー症状が起こった場合、学校側は一切責任を負いかねますので予めご了承ください。
健康診断書(アレルギー報告書を含む)をご提出されていない場合は学校生活の参加が認められない場合がございますので
予めご了承ください。

エピペン
スクール内にエピペンを使用させていただくのに、エピペン使用許可書の記入及び処方箋の提出が必要です。 
エピペンは教室にて保管させていただきますが、手配及び使用期限の管理は保護者様の責任となります。 
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入れ物には生徒の写真を貼って、フルネーム、クラス、アレルギーの詳細及び緊急時連絡先を記載してください。 

学費

授業料の納付

基本的には、授業料の納付は学期(3ヶ月)ごとです(前納)。 

上記の納付スケジュールには変更される場合があります。
詳細及び納付期限は、当校から発行される請求書にてご確認ください。

授業料以外の延長料金等は次の支払いのタイミングに合わせて請求させていただきます(後払い)。
なお、卒園生および転校生は最終登校日までにご精算をお願いします。 

授業料および諸経費の支払いは、規定の期日までにおこなうようにお願いします。期日に遅れた場合は、10%の遅延手
数料が発生いたします。領収証が必要な場合は、スクールオフィスへお申し出ください。 

延長料金

※お迎えの遅延は自動的に14:00からの延長としてお扱いさせていただきます。予めご了承ください。
※早朝延長は完全予約制となります。前月の20日までにご予約をいただけますよう、お願い申し上げます。

延長保育の予約のお願い
延長保育はメールにご予約いただけます。ご予約は前月の20日までご連絡いただけますようお願い申し上げます。
20日以降の要望はご相談いただけまが、スクールのスケジュールによって対応が出来ない場合はございますので、極力締
め切り内にご予約ください。

休学割引について
当校の授業料のお支払いは年間契約となりますので、休学割引、授業料の日割りや年会費の月割計算がございません。

支払い方法
授業料のお支払いは口座自動振替とさせていただきます。お支払いの手続きに関しましては、事務局よりご案内させてい
ただきます。 支払い手数料は保護者様負担となります。

遠足や特別なアクティビティに関わる費用
遠足や特別なアクティビティは授業料に含まれていないため別途でチャージさせて頂く場合があります。
金額や詳細は、20日前までにオフィスよりご案内させていただきます。

期間 納付期間 支払期限

1学期 4月～6月 2月末

2学期 7月～9月 5月末

3学期 10月～12月 8月末

4学期 1月～3月 11月末

年会費 1年度分 12月末

時間 延長料金

8:00 - 9:00 ¥750 / 30分

14:30 - 18:00 ¥750 / 30分 
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退学と返金

退学届の提出と返金
退学を希望する生徒は、20営業日前までに、退学届をスクールオフィスへ提出する必要があります。

入学金は返還いたしません。 入学後の諸経費・学校協力費は返金いたしません。 
各学期の開始日の前日、1学期は3月31日、2学期は6月30日、3学期は9月30日、4学期は12月31日以降に退学になった場
合、その期分の授業料と年会費は返金いたしません。

返金は、返還される金額の５％（手数料）を引かれた金額が退学月の翌月末までに銀行振り込みにておこなわれます。

スクールからのスペシャルケア、登園禁止および停学処分
下記に該当する場合、園長は対象となる園児のスペシャルケア、登園禁止および停学処分を出す場合があります。
・授業を著しく妨害する
・他の生徒に迷惑をかける
・保護者およびその関係者がスクールの運営を妨害する
この場合の納入済み費用の返金については、上記、退学時の条件と同様とします。 
スクールからの退学処分
下記に該当する場合、園長は退学処分を出す場合があります。
・スペシャルケア、登園禁止および停学処分による効果がない場合
・授業を著しく妨害する
・他の生徒に迷惑をかける
・保護者およびその関係者がスクールの運営を妨害する
・授業料や年会費の納付がなかった場合、3回以上遅れた場合、3か月以上遅れた場合
この場合の納入済み費用の返金については、上記、退学時の条件と同様とします。

休校
雪、台風、地震、災害などによりスクールが休校となる場合は、午前6:30までにClassDojoの「School Story」にてお知
らせ致します。基本的に6時の時点で東京気象庁より警報が発表されている場合に休校とさせていただきます。
その期間の授業料は返金できませんので、ご了承ください。スクールバスが運休する場合についても同様とします。

避難場所

雪、台風、地震、災害などの場合は避難することがあります。
電話が繋がらない場合は、メールにてご連絡ください。
避難場所にてのお迎えの際は、写真付きの身分証明書をご提示ください。他の方にお迎えいただく場合は、身分証明書
をご提示の上、生徒のフルネーム、生年月日をおしゃってください。

避難場所について
9. 市ヶ谷飯田橋校: 東郷元帥記念公園 (東京都千代田区三番町18)
10.目白校: 学習院大学 (東京都豊島区目白1-5-1)
11. 駒沢桜新町: 駒沢緑泉公園 (東京都世田谷区駒沢3-19)

連絡網
1. スクールから保護者へ (A→B→C) 

A: Class Dojo 及び自宅. 
B: 携帯電話 
C: 緊急連絡先 (入学願書に記載された方)

2. 保護者からスクールへ (A→B) 
A: 固定電話  03-6804-3778  
B: 緊急連絡先 070-4310-2729
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その他

生徒のスケジュールについて
週1回～4回通園の生徒のスケジュールは曜日固定とさせていただきます。通園の回数及びご指定の曜日の変更を希望さ

れる場合は、20営業日前までにスクールオフィスへご連絡ください。

振替は同月内でのみ、月2回まで可能です。当日キャンセルの振替はいたしかねます。ご予約の変更・キャンセルは２営

業日前の13時までにお願いいたします。
尚、クラス人数によりスケジュールの変更ができない場合はございます。予めご了承ください。

スクール行事について
各行事への生徒の参加については、その都度、保護者の承認をいただきます。
バスを利用しての遠足についても同様とします。いくつかのスクール行事において、保護者のボランティアをお願いする
場合があります。
生徒は、原則として、スクールが主催する行事にはすべて出席するものとします。遠足に参加されない場合は、スクール
を欠席していただくことになります。予めご了承ください。

屋外活動
野外活動は、近隣の公園等で実施されることがあります。生徒は、先生の誘導で徒歩で移動します。

写真撮影および録音
許可なくスクール内で写真、動画撮影、録音をすることを禁止します。誕生日会、オープンスクール等の場合も撮影禁止
となりますのでご理解、ご協力ください。 
メインイベント(卒業式、クリスマスやハロウィン等)の撮影は可能です。
施設の周りでも同様とします。授業参観日は、レッスン風景を撮影、録音することを禁止します。

使用言語
緊急時を除き、授業中の使用言語は、原則として英語とします。
ただし、事務所、保護者との連絡は、英語・日本語の併用とします。

保護者へのお願いと個人情報の取り扱い
スクールの円滑な運営には、保護者のサポートと協力が必要です。ただし、スクールは、年間の教育スケジュールに基づ
いて運営されており、時間的な制約があるため、保護者の活動に対しては、その内容によって協力できない場合もあるこ
とをご理解ください。

記念品などの制作のために、保護者は、スクールの許可なしに、教職員に制作援助を依頼しないようお願いいたします。
保護者は、ご子弟の進学に関する書類作成を、直接担任に依頼しないでください。必ずスクールオフィスにご相談くださ
い。

話し合いを目的に、スクールオフィスを訪問される場合は、事前にアポイントをお取りください。
突然のご訪問には、適切な対応がとれない場合があることをご理解ください。その他の問題が発生したときは、スクー
ルと保護者側が充分に話し合い、最善の解決策を実施するものとします。
なお、当園のルールは、必要に応じて、内容が更新されることをご理解ください。

個人情報の取り扱い
個人情報に関わる内容については、スクールは個人情報保護の観点に基づいて行動します。したがって、スクールは、生
徒や教職員の進路、転校先、住所などの個人情報を、本人の申し出、または許可なしに開示しないものとします。他生
徒の所属クラス、進級などの情報も同様とし、保護者からスクールに対してそれらの情報を求めることもご遠慮くださ
い。保護者は、スクールの教職員の連絡先を含む個人情報を入手してはいけません。万が一、入手した場合も、それを
もって連絡することを禁止します。スクールに関わる内容については、すべてスクールオフィスを通して対応してくださ
い。
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平等の原則
スクールは、人種、肌の色、性別、身長や体重、宗教、遺伝的特異性、祖先、国籍などを問わず、教育理念、入学基準、
雇用基準やスクールが提供する各種教育プログラムの受講を、すべての生徒、スタッフに平等に提供するものとします。
この機会平等の原則は、それぞれ適切な基準のもとに、公平に評価・運用されることを意味します。
平等の原則と、行動規範、公正な評価がスクールの基本的な原則となっています

SUPER GLOBAL PRESCHOOL / 運営: GWG Teachers株式会社
東京都世田谷区駒沢2-18-9 コン・フォレスト2F / TEL: 03-5544-8508 / superglobal@gsacademy.com

12

mailto:superglobal@gsacademy.com


Acknowledgment 承諾書

I have read the SUPER GLOBAL PRESCHOOL School Parent/Guardian Handbook (2021-2022) thoroughly and I will 
respect and follow the guidelines and procedures of SUPER GLOBAL PRESCHOOL and GWG Teachers Inc.

このたび、私(保護者)は、当ハンドブック (SUPER GLOBAL PRESCHOOL Parent/Guardian Handbook 2021-2022)を
精読し、SUPER GLOBAL PRESCHOOL及びGWG Teachers株式会社の理念を理解し、スクールルールに基づいて行
動することを約束いたします。

　Student Name 生徒氏名:

　_______________________________________________

　Parent or Guardian's Name 保護者氏名:

　_______________________________________________

　Signature 保護者署名:
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印
　_______________________________________________

　Date 日付:

　_______________________________________________
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Photo Release Form 写真掲載承諾書

I authorize SUPER GLOBAL PRESCHOOL, GWG Teachers Inc. and those acting pursuant to its authority to:  

Record my child’s participation and appearance on video, in photographs, or in any other recorded medium. I 
understand that these recordings may be used in any medium, including print, web, video, or audio. 

Exhibit or distribute such recording in whole or part without restrictions or limitation for any educational or 
promotional purpose, which the school and those pursuant to its authority, deem appropriate.

I waive any right I might have to inspect and/or approve the finished medium, or the use to which it may be applied. I 
represent that I have read and fully understood the above paragraph and am knowingly and voluntarily executing this 
release without compensation to myself.

児童のプライバシーの保護に配慮した上で児童の写真掲載について、同意します。
※GSAグループで広報活動に写真や動画が使われることがあります。

　Student Name 生徒氏名:

　_______________________________________________

　Parent or Guardian's Name 保護者氏名:

　_______________________________________________

　Signature 保護者署名:
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印
　_______________________________________________

　Date 日付:

　_______________________________________________
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