
21世紀を共にクリエイトする　　　   学校法人SEiRYO学園



子ども達は大人の想像をはるかに越える豊か
な発想力と、モノゴトをぐんぐん吸収するすばら
しいチカラを持っています。SEiRYO学園で
は、そんな可能性をはぐくんでいくために
「子ども達にとって本当に必要なものは何か？」
をつねに考え、世界十数カ国の教育を見て学び
ながら、独自の幼児教育を実践してきました。
本校である習志野台幼稚園では、ネイティブ講
師による「英語教育」や、アートを通じて思考力
や創造力、また探究心なども高める「レッジョ・
エミリア・アプローチ」も取りいれ、子ども達の
「やる気」を育てる教育を実践しています。
お子さんの未来のために、可能性をはぐくんで
いきませんか？ようこそ、SEiRYO学園へ。

大地にしっかりと足をつけ、
世界に羽ばたいてほしい。

英語もある。
アートもある。
おっきな未来を
育てよう。

教育目標
① きちんとあいさつのできる子・・・「おはよう・こんにちは・ただいま…」

②素直に謝ることができる子・・・・「ごめんなさい」
③「ありがとう」の言える子・・・・感謝の言葉を伝えましょう

Unleash



1English
英語を話せるようになるには、英語にふれる時間が
2,400時間以上、必要だといわれています。SEiRYO
学園では、幼児期から英語に親しみ、世界に羽ばたく
日本人になって欲しいという思いから、０歳児～１２歳
児までが、ネイティブ講師のレッスンを受けられる
プログラムを整えています。乳児保育所の０歳児～２歳
児、幼児学校に通う５歳児までの子ども達は週に
複数回のレッスンを受け、楽しく遊びながら英語の
シャワーを浴びています。

海外の幼児教育を実践し、その良い面を日本の幼児教
育にも取りいれたいという考えのもと、「世界一美しい
町」といわれるオーストラリアのパースにも、姉妹園
である「アリス・マジック・カーペット・プレ・キンダー
ガーテン」を運営しています。SEiRYO学園の子ども
達は、テレビ電話を通じて、現地の子ども達とコミュニ
ケーションができ、英語で会話する楽しさをリアルに
体験しています。

英
語
の
シ
ャ
ワ
ー
で
、子
ど
も
達
の
世
界
が
広
が
る
。

ネイティブ講師が0歳児～12歳児をレッスン

オーストラリアの子どもとコミュニケーション

❷ 遊びの中で英語にふれて興味を育てることで、子どもの自発的な学びをひきだす。

❶ ネイティブ講師による質の高いレッスンを行い、国際社会の中で活躍できる素養を培う。

mission

Learning through
ＳＥｉＲＹＯの特色 ❶ 英語教育
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Reggio Emilia
Approach

レッジョ・エミリア・アプローチとは、アートを中心
とした創作活動や探求活動を通して、創造力、
表現力、コミュニケーション能力などを養うイタリア
発祥のアプローチです。大人が一方的に教える
のではなく、子どもの意志を尊重し、子どもの自発
的な学びに大人が寄り添うところに大きな特徴が
あります。「世界の最も優れた10の学校」で紹介
されたことから、次世代の教育として世界的にも
注目を集めています。

SEiRYO学園では2017年よりこのアプローチを
導入し、アート専任講師のアトリエリスタを配置しま
した（SEiRYO学園ではCPC〈Chi ldren ’s  
Playtime Creator〉と呼んでいます）。現在では、
月に1・2回ほど、この専門家による表現活動の時間
を設けています。例えば「自然の中を探索し、落ち葉
やどんぐりを拾って観察し、それらの素材を使って
創造する」など…、子ども達は興味関心に沿ったテー
マのもと、自発的な探求の場と時間が保障され、
活動を通して自身の可能性を広げています。

世界も注目するイタリア発祥の幼児教育

現地の方法論をもとにSEiRYO流に実践

アートを通じて、想像力と創造力をひきだす。
レッジョ・エミリア・アプローチ

ＳＥｉＲＹＯの特色 ❷ クリエイティブ教育

❷ 乳幼児期に多くの物事にふれることで感性を豊かにし、自分自身と向き合う機会をつくる。

❶ 子どもの未来を見据え、創造力、表現力、思考力、コミュニケーション能力、探究心を養い、個性をのばす。

mission



3Good Attitude

ま
っ
す
ぐ
な
心
を
育
て
、人
と
し
て
の
基
礎
を
つ
ち
か
う
態
度
教
育
。

シンプルな5つの習慣で人の基礎を形成

❷ 礼儀や行儀、マナーを養いながら子どもたちの心もはぐくんでいく。

❶ 「挨拶」「返事」「履物をそろえる」「姿勢」「食育」を身につけ、人としての土台をつちかう。

mission

「子どもは放っておいても育つ」と言われます
が、子どもは本来、天真らんまんです。何も
しつけをしないでいると、ただのわがままな
子どもに育ってしまいます。そこでSEiRYO
学園では、「挨拶」「返事」「履物をそろえる」「姿
勢を正す」「食事のマナーを身につける（食育）」
を学ぶ態度教育を取りいれ、子ども達が社会
人として生きていくための必要な基礎を学んで
います。また、学園内の保育所では食育の
一環として、オーガニックのマクロビ給食（玄米
和食）を導入しています。

礼儀や生活マナーを身につけて心も成長
SEiRYO学園の態度教育は、挨拶や返事をする
など、単に礼儀やマナーを身につけるだけの
ものではありません。例えば「挨拶」は相手に
きちんと心を向けること、「履物をそろえる」は
物事にけじめをつけること、「姿勢を正す」は心
と体を律することというように、心のすこやか
な成長も促しています。子ども達が一人の人間
としてしっかりと歩んでいけるように、まっすぐ
な心もはぐくむのが、私たちの態度教育です。

ＳＥｉＲＹＯの特色 ❸ 態度教育



五感を刺激するアクティビティで子ども達の成長をうながす、正課活動。

Activity
ネイティブ講師のレッスンを週に複数回行っ
ています。レッスンでは講師も子ども達も英
語だけで話し、会話のやりとりや歌をおりま
ぜながら、楽しく英語を身につけています。

英　語

アート

教育の基本といわれる「挨拶」「返事」「履物をそろ
える」「姿勢を正す」「食事のマナーを身につける」
を学びます。これらを実践することで、まっすぐな
心を育て、人としての基礎を養います。

態度教育

近隣のスイミングクラブと提携し、１年間を
通じてプール学習をしています。熟練のコー
チのもと、水に親しんでもらうことからはじ
め、徐々に泳げるように指導していきます。

レッジョ・エミリア・アプローチを取りいれたアート
の活動です。一人ひとりの意志や個性を活かす楽
しい活動で、子ども達の創造性や表現力、思考力な
どをはぐくんでいきます。

音感を育てるには、5歳までが大切です。
この時期に本物の音楽にふれ、楽器の演奏
や鼓隊の練習をすることで、豊かな情操をは
ぐくみながら、集中力や持続力も養います。

体力づくりを基本に、体操の専門講師が指導
します。マット運動、とび箱、鉄棒、縄跳びなどで身
体能力を養いながら、身の安全を自分で守れる力
もはぐくんでいきます。

体　操

プール

音　楽
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体力のある子どもほど、高い知能を身につけていくこと
が実際の調査で確認されており、知力を伸ばすにも体力
づくりは欠かせません。そのため園庭には体力づくりを
目標に、3階建ての大型木造遊具を設置しています。
そこは、子ども達のアドベンチャーワールド。すべり台、
トランポリン、ボルダリング遊びなど、楽しいアスレチ
ックあそびを通じて元気に体力を培っています。

子どもの知力は体力から
SEiRYO学園は、園庭で子ども達が思い思いに楽しむ
自由なあそび時間も大切にしています。肌で自然を感じ
られ、全身を動かせる屋外の遊びからは、室内の活動
だけでは身につきにくい感性、社会性、挑戦意欲、体力
などを培うことができるからです。子ども達はひたすら遊
びながら、心と体をめいっぱい動かすことで、毎日すくすく
と成長しています。

園庭は屋根のない保育室

Pl
ay

思い切りあそんで「心」「体」「知」を耕すあそびの時間、自由活動。

興味をはぐくむ体験活動も盛りだくさん
世界で

たった１つの
絵本作り体験

お味噌作り
体験

オリジナル
キャンドル作り

クリスマス
リースを
つくろう！

バレンタイン
デーにパパへ
プレゼント

絵本の
読み聞かせ

体験活動
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After正課活動終了後のアフターキンダー、充実の課外授業。

（希望制）

朝は7時30分から、夜は19時まで開園。
異年齢のお友達や先生と楽しく過ごす時間は、
子ども達のすこやかな成長もはぐくみます。

フリッパークラブ ［預かり保育］

モーニングフリッパー

フリッパークラブ

ホリデーフリッパー

morning

afternoon

holiday

7:30～8:30

14:00～19:00

7:30～19:00

平日の朝

平日の午後

長期休園期間に

アーセナルサッカースクールが指導する
クラブです。子ども達が楽しくプレーでき
ることをいちばんに考え、一人ひとりの
成長と夢をサポートしています。

子どもが楽しめる課題遊びを通じて
「もじ・ことば・かず・ちえ」を学んでいく教
室です。楽しい課題をくり返すことで、
学ぶ意欲や考える力を育てます。

ネイティブ講師が担当。年少児から年長
児の3年間と、小学1年生から6年生まで
の6年間コースがあり、合計9年間のバイ
リンガルプログラムをご用意しています。

日本の伝統の中ではぐくまれてきた空手
道は、体や技を鍛え、心も磨きます。礼節、
勇気、忍耐力、思いやりの心も身につき、
人としての成長も促せます。

サッカー
クラブ

学研
プレイルーム

バイリンガル
クラブ

空手教室

マット、鉄棒、跳び箱などの道具を使って、
運動能力を伸ばします。「できる喜び」や
「達成感」を体験してもらい、運動する
楽しさも伝えていきます。

文字の読み書きや、足し算・引き算を身に
つける教室です。子ども達の「楽しい」
「嬉しい」気持ちを引き出しながら、学ぶ
意欲をはぐくんでいきます。

聴く力がぐんぐん伸びる幼児期は、音楽
をはじめるのにぴったりな時期です。無理
なく楽しく音楽にふれることで、何より
音楽を楽しむ心をはぐくみます。

楽しく元気にダンスをして、体を動かす面
白さ、自己表現の楽しさ、チームワークな
どを学びます。遊びと学びの両方が備わ
るダンスは、幼児教育にぴったりです。

体操クラブ

エンピツ
らんど

ヤマハ
音楽教室

ダンスクラブ



学校法人SEiRYO学園

すべては子ども達の笑顔のために。

［ 本 校 ］
習志野台幼稚園
TEL：047-466-2151　 千葉県船橋市習志野台2-59-22

［本校併設］
認可保育所 アポロンの丘
TEL：047-404-5427　 千葉県船橋市習志野台2-59-22

［北習志野駅ビル校］
認証保育所 ハミングバード
TEL：047-401-4795　千葉県船橋市習志野台3-1-1 EKITA 3F

［オーストラリア校］
アリス・マジック・カーペット・プレ・キンダーガーテン

［学童保育］
民間学童保育 KOSO Living Lab
TEL：047-401-4661　千葉県船橋市習志野台2-49-14

SEiRYO学園

19:00
7:30
働くママを応援！

延長保育可能
まで

から

Happy Children, Happy Future.

［京成大久保校］
認可保育所 COO 本大久保保育園
千葉県習志野市本大久保4-1-4 

［田園調布校］
認可保育所 Bambini 
東京都大田区田園調布1-50-6

ホームページ facebookページ


