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英語で学び英語で遊ぶ、知育英語幼児園 SEEDS International Pre-Schoolが

お届けするアフタークラスのご案内です。

【特徴】 【対象学年】

駅直通の施設で楽々送迎♪ 年少～小学2年生のお友だち

平日２時間英語漬けで、更に好きな習い事ができちゃう♪

プリスクール体験ができる♪

英語で何かを学びたいお友だちにピッタリの内容です！

【実施内容】 ・初めと終わりのCircle Time(日常英会話)

・曜日別習い事レッスンin English

・スナックタイム
※２時間全てAll in English(英語のみ)でのお預かりとなります。日本人バイリンガルスタッフも常駐しておりますのでご安心ください。

【料金一覧】 ※全て税込表記

■保育料月額 ２時間お預かり

週１日コース ¥15,000

週２日コース ¥25,000

週３日コース ¥35,000

週４日コース ¥40,000

週５日コース ¥45,000

■月額システム管理費・施設利用費 ¥2,200

*サイエイ・インターナショナルとの同時在籍生に限り免除

SEEDS英語幼児園

板橋区常盤台1丁目43 EQUiAときわ台4F

TEL：03-5918-9517  FAX: 03-5918-9518

http://seedsenglish.net



世界のボードゲームを通して、対人・
プランニング・アイディアスキルなどを
磨きます。勝ち負けはあれど、楽しみな
がらルールを学び、自分で作ったオリ
ジナルゲームでお友だちと対戦するの
も非常に楽しいですよ！
Creativity is the key to enjoy our daily 
lives.

Lester先生

Mietta先生

Recca先生

Spencer先生

Paul先生

Experience in games
・Chess club

・Lifelong passion for games

Degrees:
・Bachelor of Science in 
political science with a 
minor in economics

・Juris Doctor

Work experience:
Communications/
management/strategy in politics

Academic Awards:
American Jurisprudence Awards 
in Military Law and 
Secured Transactions

Experience in maths:
Business accounting

Degrees and Certifications:
・Bachelor of Science in Nursing

・Certified Renal Nurse

・TESOL

Work experience:
Nursing/healthcare/ 
Communications/
Entrepreneurship

Academic Awards:
Creative Writing 
Academic Performance 

音楽と触れ合い、豊かな想像力、感
受性を育みます。リズム感トレーニング、
世界の音楽鑑賞、楽器に触れたり、自
分のオリジナル楽器を作ったり、英語
の歌を歌ったり♬歌や音楽が好きなお
友だち、集まれ～！No music, no life!! 
It's really fun, so come and Join my 
class! 

お絵描き、色塗り、クラフト（制作・工
作）を通し、色の不思議や物の質感に
触れていきます。自分の世界を好きに
表現する楽しさと何ができるかのワクワ
ク感を毎週体感しましょう。季節柄の
Seasonal Artsも子どもたちに大人気♪
Let's express yourself using art!!

Experience in art:
Drawing my entire life

Degrees and Certifications:
・Bachelor of Creative Arts and 

Design

・Business and Marketing

Work experience:
Freelance illustrator
Gallery Exhibitions

Experience in music:
・Guitar Ensemble

・Band Club

・Jazz / Guitar Improvisation

Degrees and Certifications:
・Masters of Arts in Music

・Bachelor of Music in Guitar

Work experience:
College music teacher
University music professor 

Academic Awards:
Best Rock Guitarist / Honorable
Mention for Classical Guitar 
Category C National Music 
Competitions for Young Artists

～数で遊ぼう～ そろばんや算数パ
ズルを通して「数学脳」を育てます。
小さい頃から数字に慣れ親しむことで、
算数嫌いを無くし、右脳を鍛えていき
ましょう。There are so many 
interesting math games, let's discover 
the fun in math! ※アフタークラスは異学年保育です
が、生徒別の学習状況に応じたカリキュラムをご用意しております。

Experience:
・Saiei Science Lab 

・Cocos Kidergarden

Degrees and Certifications:
・Bachelor degree in Fine Arts

Work experience:
Graphic design, CG visual 
effects, illustration, art and
science education

Academic Awards:
Excellence in Ceramics
Presidential scholarship

What's the trick? マジック教室ではワクワ
ク不思議がいっぱい！手品を通して手
先の器用さ、プレゼンテーション力、見
せ方や観察力もぐんぐん伸びます。This 

is where the magic happens!! マジック同様、
身の回りの不思議も理科実験教室でた
くさん学んでいきましょう。Practice makes 

perfect! Let's learn through our mistakes!!


