
Developing global citizens ready to explore the world. 世界にはばたくこ
どもたちを育てま

す。
Wisdom International Pre-school

ウィズダムイン
ターナショナル

プリスクール
全ての英語の幼保

一体型グローバル
教育スクール

2017年特別プラン

10 CLASS PASS ¥80,750（税抜）

期間中、お好きなクラスにご参加いただける
回数チケット制の 特別割引プランです。
Come and take advantage of our 10 class pass 
between September 4 and December 15th for a discounted price!

回数チケットは 9/4 から 12 /15 の期間でご利用可能です。
Pass is valid from September 4 to December 15.

2017
期間限定
特別プラン

9/4~
  12/15

パスでご参加後、通常クラスご入会時

ご入会金 無料！
( 通常料金 ¥ 5 0 , 0 0 0 )

FREE ENROLLMENT FEE! 
 when you join our regular classes.

(regular price  ¥50,000) 

クラス パスパスクラス



朝のご挨拶　自分の想い想いの活動をします。

カードを使い、天気、曜日、色、形、気持ち、
フォニックスなどの勉強。読み聞かせの時間です。

おやつ

本日の特別プログラム 

昼食　皆で美味しくいただきましょう。　

食後の休憩、遊び時間。

本日の特別プログラム

工作、アートの時間

お帰りの挨拶

Welcome Time

Circle Time

Snack Time

English Lesson

Lunch

Play Time

English Lesson

Arts & Crafts

Home Time

※天候により近くの公園に出かけます。
　Children on occasions will be taken to the park depending on the weather.
※目白校ではLunch Service を700円（税別）で提供しております。
　Optional lunch service is available at Mejiro Campus. (700 yen + tax)

9:00

9:30

10:00

10:20

12:00

12:40

13:00

13:30

14:00

◆ウィズダムアカデミー目白校
　Wisdom Academy Mejiro Campus

　〒171-0 031
　東京都豊島区目白2-20 -5

◆ウィズダムアカデミー三鷹吉祥寺校
　Wisdom Academy Mitaka-Kichijoji Campus

　〒181-0 013
　東京都三鷹市下連雀3-37-2
　フィル・パーク三鷹駅前3階

ウィズダムアカデミー 目白校/三鷹吉祥寺校　Wisdom Academy  Mejiro&Mitaka-Kichijoji Campus

Contact　お申込・お問い合わせ
ウィズダムアカデミー 目白校/三鷹吉祥寺校
   目白校　 ▶03-6914-0581
Mejiro Campus

三鷹吉祥寺校▶0422-24-6159
 Mitaka-Kichijoji

Email ▶wips@wisdom-academy.com

ウィズダムアカデミーについて
　わたくしたちウィズダムアカデミーは、2010年より習い事と
学習ができるアフタースクール（学童保育）事業をスタートし、
ただ預かるだけの学童保育ではなく、お預かりの時間を活用
して高水準な習い事を提供し、子どもたちの可能性を広げ、
自発する力を養うサポートを行っております。
　現在は、目白・恵比寿・田園調布自由が丘・横浜上大岡・
成城祖師ヶ谷大蔵・三鷹吉祥寺にて学童保育事業を展開し
ております。

About Wisdom Academy
　Established in 2010, Wisdom Academy provides an after school 
service with various extracurricular activities and lessons to enrich 
and enhance a child’s development: to encourage independence, 
self-confidence and broaden their potential.
　Our locations include: Denenchofu-Jiyuugaoka, Ebisu, Ichigaya,  
Ikejiri-Sangenjaya, Mejiro, Mitaka-Kichijoji, Seijo-Soshigaya, Yokohama-
Kamioka.

　ウィズダムインターナショナルプリスクールのオリジナルカリキュラムでは、多彩な科目を全て英語で学びます。遊びや歌、ダンスなどで楽しく英語に触
れたり、お友達同士で英語のコミュニケーションを図ったり…等、様々なカリキュラムを通じて「思ったことを英語で言える英語脳」を育成します。
※学期中は、１４時以降の２歳児から５歳児までの英語クラス(East to West)と英語でのお預かりサービス(WIPS After)がございます。
※１４時以降は日本語のアフターキンダガーテン併設しておりますので、夜までのお預かりも可能です。（３歳児から）

　　At Wisdom International Pre-school we teach various subjects matters entirely in English, based on our original curriculum. Children 
will enjoy learning English through games, songs, and dance, as well as through interaction with friends and classmates. Our fun-filled, 
highly stimulating curriculum aims to develop children’s ability to express their thoughts and wishes entirely and freely in English.
※During the school semesters we offer a 2-hour English class (East to West) and English babysitting service (WIPS After) for children 2-5 years old.
※Japanese After Kindergarten service available after 14:00. (From 3 years of age)

Wisdom International Pre-school Philosophy
ウィズダムインターナショナルプリスクールの教育理念

1.Self-confidence and awareness to develop
   each child’s full growth potential.

2.Developing global citizens ready to explore       
   the world.

自信と発見する力をつけ、お子様の潜在的な成長力を最大限引き出します。

世界を見ることで、世界市民としての意識を形成します。

◆ウィズダムインターナショナルプリスクールで育てる４つのチカラ

自信・自己解決力

一つ一つ、課題に取り組むことで
自信をつけさせます。

Creativity
創造力

アート、音楽、ダンス…等の
芸術系カリキュラムを通して
創造力を養います。

Development Skills Motor Skills

Self-confidence

応用力
先生や生徒たちと

コミュニケーションを取りながら
「聞く」「話す」「学ぶ」力を
身につけていきます。

運動技能力

「力」「姿勢」「制御」「バランス」「知覚」
スキルを発達させ、

頭、目、手の運動力を養います。

Pre-school Daily Schedule（１日のスケジュール：例）


