Discover your own true self
豊 富な学 びと体 験で 未 来を創る

ウィズダムアカデミー

子育て・学び・スポーツ・ビジネスをワンストップ化

「ソルティーロ・ファミリア・サッカースクール」隣接、
スポーツ関連施設と民間学童保育が連携します。
子供たちの<自発する力>を養う習い事・英会話付き民間学童保育

ウィズダムア カデミー 千 葉 幕 張 校
新 年 度 入学に向けた施 設 見学 会・説明 会・個 別 相 談 会を実 施いたします。
11/23 会場 ZOZOPARK HONDA FOOTBALL AREA

11/23 ( fri ) 12/16(sun)
12:30~13:30

10:30~11:30

千葉県千葉市美浜区若葉 3-2-17

JR 京葉線海浜幕張駅から徒歩 13 分

＊説明会の間、お子様のお預かりはございません。

12/16 会場 MAKUHARI NEIGHBORHOOD PAD
千葉県千葉市美浜区 3-1-21

JR 京葉線海浜幕張駅から徒歩 17 分

＊説明会の間、3 歳以上お子様はお預かりすることが可能です。

ウィズダムアカデミー千葉幕張校
千葉県千葉市

美浜区若葉３丁目1-18‐２F

幕張ベイパーク内(地番)

ウィズダムアカデミーの3つの特 徴
安全・安心のアフタースクール
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お迎えお送り付添い範囲 （予定・一例）
小学校
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こざくら第二幼稚園・ひばり幼稚園・真砂白百合幼稚園・磯部白百合幼稚園
城徳学園

保育園

長期お休み・
一時預かり対応

打瀬小学校・海浜打瀬小学校・美浜打瀬小学校・真砂東小学校・真砂西小学校
磯部小学校・検見川小学校・花園小学校・幕張小学校・・幕張東小学校・幕張南小学校

幼稚園

最長２２時までの
延長お預かり

いそべ幼稚園・さざれ幼稚園

幼保連携認定こども園

打瀬保育園・あい あい保育園・ちどり保育園・チューリップ保育園

もみじ保育園・茶々幕張保育園・みらい保育園・キッズプラザアスク海浜幕張保育園
リトルガーデン・幕張いもっこ保育園

宿題サポート

能力向上
カリキュラム

多彩な
体験学習

English Time

習いごとのアフタースクール
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そろばん

ピアノ

習字

アート

各校舎、
多くの習いごとをご用意しています

Discover your own true self
豊 富な学 びと体 験で 未 来を創る

ウィズダムアカデミー

お申込・お問い合わせは、
コールセンターまで

TEL 03-6914-0581
受付時間

平日 10:00-19:00

ウィズダムアカデミー
アフタースクール
アフターキンダガーテンは

「 ウィズダムアカデミー 」に つ いて

ご両親の元でのご家庭が「第一の家」

ご祖父母様のご自宅が「第二の家」
であるならば

ウィズダムはお子様にとって「第三の家」でありたいと考えます。
また、
ウィズダムをお子様の生活の

「ハブ」
と位置づけております。

多様なお迎えお送り付添いが可能です。
たとえば…
→学校へのお迎えの付添い
→ウィズダムでの習い事

→外の習い事へのお迎えお送り付添い
→ご自宅へのお送りの付添い

〈サービス〉

〈English Time:Developing young global minds〉

〈一日の過ごし方〉

お子様にも保護者にもうれしいサービスです。

ネイティブレベルの講師による英語カリキュラムを実施。
世界で活躍できる英語でのコミュニケーション力を伸ばします。

良質な学びの機会にあふれています。

放課後・長期休み中の安心安全なお預かり

一例です

ウィズダムアカデミーのチューターが

付添い

お子様一人ひとりをしっかりと見守ります。

お子様の放課後、そして学校から長期休みの間も、より豊かな
時間をウィズダムアカデミーで過ごすことができます。

チューターが
指定小学校・バス停・駅等まで
お迎えの付添いに行きます
読み聴かせ

小学校の宿題

〈能力向上カリキュラム〉

お迎えお送り付添い

有意義な時間を過ごして頂く為に、様々なカリキュラムを提供します。

学校からウィズダムアカデミー

ウィズダムアカデミーから自宅まで、専用車

公共交通機関・徒歩などでチューターが付添います。

< 日本語 >
考え、感じ、想像し、表現する。これら全ての行動の根幹となる日本語力。
その基盤となる「知識」を蓄えることで、自己表現の幅を広げていきます。
< リサーチ＆プレゼンテーション >
情報を入手・処理する能力や、自らの考えや主張を的確にまとめて
発信していく能力を鍛えるトレーニングを行っていきます。
< アート＆ミュージック >
芸術に触れることで子どもたちの情操を豊かに育み、子どもたちの創造性
を高めます。感性を豊かにすると共に、コミュニケーション能力も育成し
ます。
< ブレインゲーム >
パズル、記憶ゲーム、戦略ゲームをはじめとした様々なゲームを通じ
楽しく遊んでいる間に集中力・記憶力・分析力を鍛えていきます。

第一の宿題

※レギュラー会員のみ /※自動車保険加入済（対人・対物保証無制限）

最長 22 時までお預かり
2 営業日前の 13 時までのご連絡で

最長 22 時までお預かりいたします。

※当日、急に延長が必要となった場合にはご相談ください。

習い事の提供

夕食を食べよう
ご自宅までチューターがお送りの付き添い
をします。＊お迎えお送り付添い範囲はご相談ください

ご希望に応じて、英語・書道・珠算・ピアノ・ダンスなどの

習い事を、ウィズダムアカデミーの施設内で受けることが出来ます。
移動がない分、安心・安全に、十分な時間での受講が可能です。

「英語でバレエ」

〈アフターキンダガーテン〉
幼稚園・保育園に通園中のお子様
（年少・年中・年長、ご兄弟・姉妹）をお預かりします。
アフタースクールと同様に

学校の宿題サポート

お預かり中に習い事や勉強等の

ウィズダムアカデミーに入室後、専任のチューターが学校からの

カリキュラムを提供しています。

映像学習・知育ゲーム他

連絡帳を確認し、学校の宿題のプロセス管理指導にあたります。

3 歳〜 6 歳

インターナショナルスクール

おやつ・お食事

幼稚園、保育園に在籍のお子様

季節のおやつからイベントおやつ等

一人で食事が可能なお子様

トイレトレーニングが終了し

様々なおやつをお出ししています。

オプションでお食事のご用意

ご要望の方には昼食・夕食を、ケータリング

日本語、英語、中国語、アート、クラフト

または施設内にて調理してご提供しております。

そろばん、囲碁、将棋、書道など…

曜日ごとの各自の Lesson の一例です。

高水準なイベントプログラム
様々な分野の講師を招いてイベントを開催します。
ウィズダムアカデミーでは、様々なことを経験し

ピアノ

珠算

「好き」を見つける機会・興味の種を植える機会を提供し続けます。

将棋

アート＆クラフト

プログラミング

保育士、幼稚園免許の
資格をもつ先生がお子様を
しっかりと見守ります。

英語とスポーツに特化したインターナショナル保育園が2019年4月スタート。
「グローバル人材育成カリキュラム」に「健 康的な心身 発 達のためのスポーツ教育メソッド」を導入した新しいスタイルのインターナショナルスクール。
子どもたちが多様な学びをとおして将来の可能性を大きく広げることができる環 境です。進学サポートあり！

説明会スケジュール
2018/11/23 fri 11:00 - 12:00 @ZOZOPARK HONDA FOOTBALL AREA（〒261-0014 千葉県千葉市美浜区若葉3-2-17）
2018/11/28 wed 18:00 - 19:00 @ZOZOPARK HONDA FOOTBALL AREA（〒261-0014 千葉県千葉市美浜区若葉3-2-17）
2018/12/01 sat 10:00 - 11:00 @ZOZOPARK HONDA FOOTBALL AREA（〒261-0014 千葉県千葉市美浜区若葉3-2-17）
お申し込みはWebサイトよりお願いいたします。上記以外の会も随時更新いたします。

SOLTILO GSA International School
MAIL : info@soltilogsa.com
WEB : https://www.soltilogsa.com/

