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教育方針

宮城明泉学園は、

キリストの精神に基づく教育をめざし、

真理と正義を希求し、

神を敬い、人を愛する健全な人格の形成を目的とする。

MeySen Persona Mark
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Since 1967
聖書・マルコ16章15節

「全世界に出て行き、全ての人に福音を宣べ伝えよ。」

この使命をおびて日本に渡ったアメリカ人クリスチャンと、
日本のクリスチャンが開園。  1967年。

幼稚園の入園予備登録制・給食選択制スタート
遊具一式リニューアル（丸山「よい子のガーデン」、高森「小人の丘」）
フレンドクラブ夏の旅行を一新（３年：花山青少年の家、４年：岩手県 高田松原野外活動
　センター、５年：愛知・関西研修旅行）
中１アメリカ研修旅行にホームステイ重視のオプションコース誕生
丸山キャンパスにバス専用道路「ペルソナロード」を建設
フィリップ・ブローマンが理事長に就任 ／ ダニエル・ファンガーが３代目園長に就任
高森キャンパス イマージョンクラス開設
丸山キャンパス イマージョンクラス開設
両キャンパス イマージョンフレンドクラブ開設
少人数による課外英語授業（ＥＥＥクラス）開設
両幼稚園でカワイ体育教室による体育指導を導入
明泉ハイスクール生を対象とした園独自のオーストラリア短期留学プログラムが始動
英語教材GrapeSEED開発 ／ 園児1万人突破
東日本大震災発生・被災地で復興支援ボランティア活動
イマージョンフレンドクラブ第１期生がアメリカのシアトル研修旅行に参加
明泉ハイスクール生を対象とした園独自のアメリカ長期留学プログラムが始動
イマージョンプログラムを明泉プリミアスクールに改称
フィリップ・ブローマンが名誉理事長に就任
ジャン・ブローマンが理事長に就任 ／ 卒園児総数が2万人を突破
タドラークラブ、キンダークラス、プレスクールの学年名をそれぞれ年少、年中、年長に改称
プリミアスクールの４～５歳児クラスを「プリミアキンダーガーデン」、
小学１～６年生クラスを「プリミアエレメンタリー」と定める
同中学生以上を対象とするプリミアハイスクールも開設
フレンドクラブ６年の東京旅行が復活 ／ 高森キャンパスに新グラウンドが完成
中１アメリカ研修旅行が40周年
園名を「明泉丸山幼稚園」、「明泉高森幼稚園」に改称
フレンドクラブ名称を「明泉丸山フレンドクラブ」、「明泉高森フレンドクラブ」に改称
明泉プリミアスクール開設10周年 
宮城明泉学園 開園50周年
地域企業にアメリカ長期留学生を支えていただくプロジェクト「A Way We Learn」始動
未就園児イベント「明泉で遊ぼう！」を開催。100組以上の親子が園の動物とふれあい
明泉ボランティア活動「Hearts & Hands始動」がスタート
創立50周年式典を開催
アメリカ研修旅行に短縮コースを設置
2018年度入園の入園予約者を迎えて「チューリップフェスティバル」を開催
カンガルークラブ１歳児クラス開設
明泉の開園を支えてくださった方々を迎えて「地域感謝の会」を開催

2003

2004
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2007
2008
2009

2010
2011
2012
2013

2014

2015

2016

2017

宮城県より開園の許可
学校法人名：宮城明泉学園　幼稚園名：明泉幼稚園

理事長：後藤義信
理事：カール・ハリガン、ポール・ブローマン、ダビデ・ブローマン、フィリップ・ブローマン　　  　　
　　  阿部一郎、小川守、友納照夫、小川京子
園長：本間裕子

宮城明泉学園創立　第１回入園式（年少２クラス、年長１クラス）
明泉フレンドクラブ開設
ホール完成
フィリップ・ブローマンが２代目園長に就任
幼稚園を12クラスに増設 ／ 馬舎建設
第１回中１アメリカ研修旅行（3週間）
第１回同窓会 ／ フレンドクラブ ニュースレター 第１号発刊（年4回発行）
高森明泉幼稚園第１回入園式
高森明泉幼稚園ホール完成
高森フレンドクラブ開設
高森明泉幼稚園12クラスに増設 ／ 高森キャンパスなかよし広場造成工事完了
明泉フレンドセンター開設 （保護者によるサークル活動開始）
コンピュータによる園児・生徒管理システム導入
高森明泉フレンドセンター完成（保護者によるサークル活動開始）
第１回アメリカ長期留学生派遣 ／ 第１回５年生東京旅行（3泊４日）
第１回オーストラリア夏季短期留学生派遣
新制服を採用 ／ 幼稚園、フレンドクラブの英語教材改訂
新しい学園ロゴ・マーク完成
丸山キャンパス園舎改築・園庭整備工事着工
フレンドクラブ同窓会設立（初代同窓会会長：中澤浩昭、副会長：佐藤剛）
明泉幼稚園 タドラークラブ（３歳児保育）、デイケア（預かり保育）開設
丸山・高森両キャンパスで「明泉ハイスクール」開講
丸山キャンパス管理棟・ホール改修工事完了
高森キャンパス園舎改築・園庭整備着工、管理棟・ホール棟改修完了
高森明泉幼稚園 タドラークラブ、デイケア開設
丸山キャンパス カンガルークラブ開設
高森キャンパス レイクサイドスクール竣工
高森キャンパス カンガルークラブ開設
Photo Board（写真販売システム）開始
明泉ハイスクール第１回ヨーロッパ研修旅行

1967

1968
1971
1972
1973
1976
1977
1978
1979
1980

1981
1982
1983
1986
1987
1992
1997
1998

1999

2000

2001
2002

学園の沿革

宮城明泉学園教職員

1967年創立当時の“チューリップバス”第１号
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副園長 日本語部担当

吉村 忠敏
主に幼稚園の日本語保育全般を担当します。幼稚園
の日本語保育カリキュラム、幼児期の教育、保護者の
皆様からの相談にも対応いたします。気軽にお声を
おかけください。

副園長 総務部担当

武浪 忠
経理、事務、施設、バスなど、保育以外の学園の業務
を担当します。お子様も保護者の皆様も有意義な学
園生活が送れるようサポートいたします。

副園長 英語部担当

ナタン・ブローマン
幼稚園をはじめフレンドクラブ、プリミアスクールを含む
学園全体の英語教育に関する部門を担当します。
お子様の英語教育に関するご質問はもちろん、生徒
指導に関するご相談などもお受けいたします。

理事長

ジャン・ブローマン

ごあいさつ

　日々の生活の中で、子供達に善悪の基準
を身につけさせ、人間らしく行動できるよう
にすることは、とても大切な教育です。私た
ちは《聖書》こそ真理の基礎であり、真の人
格教育の土台であると確信しています。宮
城明泉学園は、新たな半世紀に歩み出しま
したが、これまでと変わることなく、《聖書》
の言葉をすべての判断の基準とし、私自身、
イエス・キリストを信じる者として、誠心誠意、
子供達の教育にあたりたいと思います。

主（神）を畏
おそ

れることは知識の初めである。
わが子よ。あなたの父の訓戒に聞き従え。
あなたの母の教えを捨ててはならない。

箴言１：７,８

園長

ダニエル・ファンガー

　子供達は神様から与えられた“宝”です。一人ひとりが神様
の形に創られ、神様に愛され、また一人ひとりが特別な賜物
を神様から与えられています。そのような子供達を、人生の中
で最も大事な時期である幼児期に園でお預かりすることは特
権であり、大きな責任であると考えます。
　子供達に教えたいこと、導きたいことは多くありますが、何
よりも大切なことは、しっかりした心を持って育つことと考え
ます。正直、従順、勤勉、感謝を覚え、父母を敬い、園のモッ
トーである“慈しみ”と“まこと”にあるような正義感が強い誠実
な人、優しく思いやりのある人に育ってほしいと願っています。
　また、規律と社会性を育みながらも、幼児期は脳の発達と
いう面から一生の間で二度とない重要な時期であるとの理
解に立ち、豊かな自然環境を利用した動植物とのふれあい
や運動、英語教育、異文化体験、絵本を通して漢字仮名交じ
り文に慣れ親しませ、良質の歌をたくさん歌ったり、じっくりと
アートの活動を行うことで表現力や情操を養う教育に取り組
んでまいります。
　人格の基礎が形成される大事な時期に、子どもを正しく教
え導き、保護者の皆様に喜ばれる教育ができるよう、神様に
祈りながら励んでまいりたいと思います。
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まこと
教育目標　［まこと］−1

善悪のけじめを明確にさせ、良心の発達を促す。

Truth & Kindness
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Truth & Kindness
まこと

教育目標　［まこと］−2

社会生活における望ましいしつけを身につけさせ、

正しく人とかかわる態度を育成する。
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教育目標　［みどり］−1

心と体の調和的成長を図り、健康な心身の基礎を養う。

Nature  & Environment

みどり
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教育目標　［みどり］−2

恵まれた自然の中で動植物とのふれあいを持たせ、

情操を豊かに育む。

Nature & Environment
みどり
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ことば
Language & Expression

教育目標　［ことば］−1

日本語の豊かさに触れさせ、高い知能と感性を培う。

2019



Language & Expression
ことば

教育目標　［ことば］−2

生きた英語に親しませ、

外国の文化や言葉に対する興味や関心を養う。
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言語、運動、表現、コミュニケーション。

子供の毎日は、まさしく“伸びる毎日”です。

宮城明泉学園の日々は、

子供だけが持つこの驚くべき能力を

より豊かに育んでいきます。

宮城明泉学園のプログラム

フレンドクラブ	
Friends Club

年	少カンガルークラブ
Kangaroo Club

年	中 年	長 ハイスクール	
High School

G7ー G11

プリミアハイスクール   Premier High School

プリミアスクール プログラム

幼稚園ーフレンドクラブーハイスクール  プログラム
一貫した教育方針のもと、英語教育をはじめとする独自のカリキュラムが年齢に応じて展開されます。

カンガルークラブ
幼児とお家の方のための
親子クラブです。

フレンドクラブ
幼稚園卒園後も英語学習を継続できるように、希望者を
対象にフレンドクラブを開設しています。さまざまな行
事や活動もあり、楽しみながら週３回英語学習を続ける
ことができます。

ハイスクール
フレンドクラブを卒業した中学１年生から高校２年生の希望者を対象
に、さらなる英語力向上を目指し、週２回の授業が用意されています。

プリミアスクール   Premier School

プリミアスクール　K4 ー G6
幼稚園２年間と小学校アフタースクール６年間の計８年間を通じて理想的な
英語教育を提供するスクールです。８年間の継続が入園の条件となります。

プリミアハイスクール　G7ーG11
G6卒業の希望者を対象に、英語学習が継続できるクラスです。

中学１年生の希望者を対象に
アメリカ研修旅行があります。

中学１年生の希望者を対象に
アメリカ研修旅行があります。

フレンドクラブを卒業した高校生を対象に奨学制度を設けています。
アメリカ長期留学（１年間）、オーストラリア短期留学（夏期４週間）の
２つのコースがあります。

高校2年生の希望者には１９日間のヨーロッパ研修旅行が
あります。イギリスやドイツに滞在して学校生活やホーム
ステイを体験し、フランスにも足を伸ばします。

K4
キンダーガーデン エレメンタリー

K5 G1ー G6

プリミアスクール・エレメンタリーを卒業した高校生を対象に奨
学制度を設けています。アメリカ長期留学（１年間）、オースト
ラリア短期留学（夏期４週間）の２つのコースがあります。また、
G8・G9の希望者を対象にオーストラリア短期留学（夏期3週
間）も実施します。

1 2

幼稚園
年少から年長まで英語、漢字、
音楽、体育など多彩なプログラ
ムによる保育を行っています。

日本語・英語のバイリンガル育成を目指す、明泉学園が提供する最高峰のプログラムです。

23 24



カンガルークラブ

  ９：30（11：05）　自由遊び
  ９：45（11：20）　お集まり （あいさつ、出席調べ、体操遊びなど）
10：00（11：35）　絵本の読み聞かせ、その日の活動
10：30（12：05）　おやつ （保護者の皆様には連絡事項など）
10：50（12：25）　お帰りのごあいさつ

※ （　　）内は２クラス目の時間です。一日２クラス開講しています。

カンガルークラブ　 未就園児とお家の方
Kangaroo Club

お子様はお家の方と一緒に少しずつ集団活動を体験し、徐々に幼稚園に慣れていきます。
お家の方も、幼稚園の教育の一端に直接触れることができます。
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年 少 　3 歳児
幼児期は、毎日の繰り返しの経験を通して脳内に神経領域が作られる重要な時期です。
基本的な生活習慣を身につけ、みんなと一緒に行動する喜びを知る年少では、
これに加えて初めは１０分程度から、慣れてきたら毎日２０分の英語活動を取り入れ、
無理なく自然に英語と触れ合っていきます。
他にも、運動、歌、アート、漢字仮名交じり文に慣れ親しむ絵本の活動など、楽しい毎日が繰り返されます。

  年少（３歳児）

　８：３０ スクールバス 1 回目着
　８：４５ 自家送迎児・徒歩通園児　登園
 自由遊び
　９：１５ スクールバス２回目着
　９：３０ 設定活動（３０分）
 英語保育（２０分）
 文字（１５分）
 運動活動（１０分）
 12：00 昼食（クラスの計画によって前後します）
 13：５０ スクールバス１回目発
 14：００ 自家送迎児・徒歩通園児　降園
 自由遊び
 14：４５ スクールバス２回目発

※登園、降園時間は各園によって若干異なります。
　詳しい時間はお問い合わせください。
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年 中 　4 歳児
毎日の生活も遊びも、より多彩な場面が展開される年中。
子供達は、友達との関わりの中で自分の考えや感じたことをさまざまな方法で表現できるようになります。
英語の活動も毎日50分となり、運動、歌、アート、漢字仮名交じり文に慣れ親しむ絵本の活動も
さらに豊かに発展していきます。

 年中（４歳児）

  8：30　スクールバス１回目着
  8：45　自家送迎児・徒歩通園児　登園
　　　　  自由遊び
  9：15　スクールバス２回目着
  9：30　朝の会
  9：50　英語活動
10：00　設定活動１（分級活動）
　　　　   Ａ 日本語担任による保育（10 分の運動活動を含む）
　　　　   Ｂ 英語担任による英語保育（英語保育室）
10：40　自由遊び
11：15　集まり
11：25　文字の活動
11：40　設定活動２（分級活動）
　　　　　Ａ 英語担任による英語保育（英語保育室）
　　　　　Ｂ 日本語担任による保育（10 分の運動活動を含む）
12：20   昼食
13：20　集まり
13：50　スクールバス１回目発
　　　　  自家送迎児・徒歩通園児　降園
　　　　  自由遊び
14：25   集まり
14：45　スクールバス２回目発

※登園時間、降園時間は各園、学年によって若干の違いがあります。
　詳しい時間はお問い合わせください。
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年 長 　5 歳児
人との関わりの中で、自分の思いを主張したり、
相手の気持ちを認めたりしながら遊びを発展させ、友達関係を深めていく年長。
英語の活動は毎日５５分、運動、歌、漢字仮名交じり文に慣れ親しむ絵本の活動、
毎日楽しく続けることで脳内にそれぞれの神経領域が確立されていきます。
運動が好きな子供、本を読むのが好きな子供、歌が好きな子供を育みます。

 年長（５歳児）

  ８：３０　スクールバス１回目着
  ８：４５　自家送迎児・徒歩通園児　登園
　　　　  自由遊び
  ９：15　スクールバス２回目着
  ９：25　朝の会
  ９：40　英語活動
  ９：55　運動活動・自由遊び
１０：35　集まり
１０：45　設定活動1（分級活動）
　　　　  Ａ 日本語担任による保育
　　　　  Ｂ 英語担任による英語保育（英語保育室）
１１：25　昼食
１２：25　文字の活動
１２：40　設定活動２（分級活動）
　　　　  Ａ 英語担任による英語保育（英語保育室）
　　　　  Ｂ 日本語担任による保育
13：20　集まり
13：50　スクールバス１回目発
　　　　  自家送迎児・徒歩通園児　降園
　　　　  自由遊び
14：25　集まり
14：45　スクールバス２回目発

※登園時間、降園時間は各園、学年によって若干の違いがあります。
　詳しい時間はお問い合わせください。
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プリミアスクール（4、5 歳児）

  8：30　スクールバス１回目着
  8：45　自家送迎児・徒歩通園児登園
  9：00　ステーションタイム
  9：15　スクールバス２回目着
  9：40　サークルタイム
10：20　プレイタイム・運動活動
10：55　サークルタイム
11：35　昼食　プレイタイム
12：35　日本語保育（日本語保育室）
13：25　１回目スクールバス通園児集まり
13：40　ステーションタイム
13：50　スクールバス１回目発
14：20　２回目スクールバス通園児集まり
14：30　自家送迎児・徒歩通園児降園
14：45　スクールバス２回目発

※日本語保育の時間はクラスによって変わります。
　詳しくはお問い合わせください。

幼稚園の活動のほとんどが英語で行われます。子供達の脳内には、
英語で考え、英語でコミュニケーションする言語領域が形成され、
英語を母語と同じように自然に習得していきます。

日本語保育も一日４０分実施されます。
漢字仮名交じり文に慣れ親しむ絵本の活動、
情操や表現力を養う歌の活動などを通じて
日本語の力もしっかりと身につけていきます。

Premier School
プリミアスクール キンダーガーデン   K4、K5（年中、年長）
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プリミアスクール エレメンタリー 　                           G1 〜 G6（１年 〜 ６年）
Premier School

英語を母語と同じように習得するためには、 
１. 幼児期から、 
２. 毎日２時間以上、 
３.１２歳まで継続することが求められます。
８年間の学習を通じて英語と日本語のバイリンガル育成を目指す
プリミアスクールでは、小学６年生まで週４～６日の英語学習を
継続することにより、脳内の英語領域を確立させます。
また、小学４年生の春休みにはシアトルに研修旅行に出かけ、
現地校での授業やホームステイを体験し、実力を培います。

Ｇ１・Ｇ２（月曜日～金曜日）

１６：３０　登園／授業開始（出席確認）
１７：５５　遊び時間
１８：１５　授業続き
１８：５５　終了
１９：００　降園バス発車／お迎え

Ｇ３ ～ Ｇ６（月曜日～金曜日）

１６：３０　登園／授業開始
１７：００　遊び時間
１７：１５　授業
１７：３０　【出席確認】授業
１８：５５　終了
１９：００　降園バス発車／お迎え

Ｇ１ ～ Ｇ６（土曜日）

  ８：４０　登園
  ８：４５　授業開始（出席確認）
  ９：２０　遊び時間（Ｇ１～Ｇ２）
  ９：４５　授業続き（Ｇ１～Ｇ２）
１０：２０　遊び時間（Ｇ３～Ｇ６）
１０：４５　授業続き（Ｇ３～Ｇ６）
１１：１５　終了
１１：２０　降園バス発車／お迎え

シアトル研修旅行
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フレンド クラブ
Friends Club 明泉丸山幼稚園、明泉高森幼稚園を卒園するとフレンドクラブに入会することができます。

フレンドクラブでは、「英語力の向上」、「フレンドシップの育成」、そして「国際感覚の育成」という３つの目標を掲げ、
さまざまな活動が行われています。
明泉学園の一貫した教育方針のもと、子供達は友達と交流し、さまざまな行事を楽しみ、確かな英語力を身につけていきます。
英語の授業には明泉学園が独自に開発したGrapeSEED 英語カリキュラムが用いられ、

『英語で考え、英語でコミュニケーションできる能力』を卒園後も継続して育みます。

フレンドクラブの主な行事

第１学期始業式
１年生歓迎会
フレンドクラブ同窓会	 （卒業生）
フレンズデー	 	 （参観日）
バースデーパーティー	 （全学年）
終業式	 	 （全学年）

サマークラブ	 	 （２日間）
サマーキャンプ	 	 （園内　1・２年生）
山のキャンプ　（オニコウベ、花山キャンプ1泊2日　3年生）
湖のキャンプ　（裏磐梯、猪苗代湖キャンプ1泊2日　4年生）
愛知・関西研修旅行		 （3泊4日　５年生）
プール遊び　　（山形馬見ヶ崎プール「ジャバ」日帰り　6年生）
アメリカ研修旅行	 	 （中１）

第２学期始業式	 	 （全学年）
エクスチェンジデー		 （2～4年生）
参観日	 	 （全学年）
フレンズジャンボリー	 （１～３年生）
あぶくま洞・二本松サファリ　（日帰り旅行　4年生）
秋のキャンプ　（裏磐梯キャンプ1泊2日　5年生）
東京旅行　　　　　　　	（1泊2日　6年生）
終業式	 	 （全学年）
クリスマスパーティー	 （全学年）

第３学期始業式	 	 （全学年）
泉ヶ岳そり遊び	 	 （１～6年生）
参観日	 	 （全学年）
バレンタインパーティー	（全学年）
卒業証書授与式	 	 （６年生）
終業式・お別れ会	 	 （全学年）

その他･スペシャルデー
八木山動物公園	 	 （１年生）
みちのく杜の湖畔公園	 （2・6年生）
万葉クリエートパーク	 （3年生）
ヤクルト工場見学	 	 （5年生）

※	年度により変更する可能性があります。
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High School

明泉ハイスクール・明泉プリミアハイスクール
小学校6 年生までに培った子供達の英語力（聞く力、読む力、話す力、書く力）を
さらに向上させるために、明泉ハイスクールと明泉プリミアハイスクールでは週２回の授業を行っています。
ハイスクールでも楽しい行事が数多く用意されており、友達との交流をさらに深めることができます。
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デイケア（預かり保育） 　在園児対象

Day Care 保護者のお仕事の都合などで、時間を超えて保育を必要とする子供達の預かりをデイケアと呼んでいます。
デイケアでは、子供達一人一人が豊かな環境のもと、保育者と異年齢（３～５歳）の友達と共に過ごします。
安全面はもちろん、幼稚園としての教育的配慮をもってお預かりいたします。

■モーニングケア（登園日の早朝から保育開始まで）

　　　　　　　　 開始時間　  7：00

■アフタヌーンクラス（登園日の保育終了後）

　　　　　　　　 開始時間　保育終了後

　　　　　　　　 終了時間　19：00

■デイスクール（土曜日、長期休業中、園行事の振替休園の一日）

　　　　　    　　開始時間　  7：00（土曜日は  7：30）

　　　　　　　 　終了時間　19：00（土曜日は16：00）

　　　　　　　　 休日　日曜日、祝祭日、新年度準備（2 日間）、夏季休業中及び年末年始の１週間
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サークル名（丸山）

サークル名 (高森 )

サークル活動
Mother's Circle

保護者間の親睦を目的とする「フレンドセンター」が各園に設置されています。
クラス親睦会やサークル活動などがお母様方をはじめとする保護者の方々に
よって運営され、とても好評です。

木目込み人形作り	〈フルーツサンド〉

パッチワーク	 〈くれよん〉

着付け	 〈明泉装いの会〉

カルトナージュ	 〈フルール〉

絵画	 〈サロン・ド・アミ〉

親睦	 〈ピエロ〉

コーラス	 〈明泉コール・ラルゴ〉

人形劇	 〈明泉ぱれっと〉

英会話	 〈丸山TLC〉

アロマとビーズ	 〈ベルガモット〉

ヨガサークル	 〈プラナ〉

ロザフィ	 〈ロゼッタ〉

親睦	 〈MONICA〉

着付け	 〈豊泉装いの会〉

人形劇	 〈ぽけっと〉

手作りパン	 〈オーブンミトン〉

手作り	 〈Hand	Made〉

英会話	 〈L.E.E〉

ヨーガ	 〈ゆにて〉

バレーボール

習字
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4月 
　　◎進級式（年中／年長）
　　◎入園式（年少）
　　◎教育方針説明会（年少／年中）
　　◎保護者面談

5月
　　　子どもの日を祝う会
　　◎ファミリーデー（年少）
　　　内科検診・歯科検診
　　◎遠足（年中／年長）

その他
　　　聖書の話　毎月１回
　　　誕生会　　毎月１回
　　　身体測定　年3～４回

◎印は保護者参加の行事です。
※プリミアスクールの行事は含まれていません。

ファミリーデー 誕生会入園式

遠足

明泉の四季 
The Four Seasons春
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6月	
　　◎保育参観
　　　創立記念のお祝い
　　　水遊び

7月
　　　プラネタリウム見学（年長）
　　　七夕会
　　　第１学期終業式
　　　お泊りキャンプ（年長）
　　◎保護者面談

8月
　　　第２学期始業式

 明泉の四季 
The Four Seasons夏

お泊りキャンプ馬乗り七夕会
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 9月
 　　　◎明泉デー

10月
　　　◎保育参観
　　　◎父親参観（年中／年長）
　　　　いも掘り（年長）
　　　　たき火

11月
　　　　感謝祭

 明泉の四季 
The Four Seasons秋

いもほり

明泉デー 父親参観

たき火
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12月
　　　◎クリスマスお遊戯会（年中／年長）
　　　　もちつき
　　　◎親子クリスマスパーティー（年少）
　　　◎保護者面談
　　　　第２学期終業式

 1月
　　　　第３学期始業式
　　　　そり遊び（年長）

 2月
　　　　豆まき
　　　◎保育参観

 3月
　　　　ひなまつり
　　　　お別れ会
　　　◎卒園式（年長）
　　　　第３学期終業式

 明泉の四季 
The Four Seasons冬

入園式

お遊戯会

親子クリスマスパーティー 卒園式

そり遊び
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国境のない世界
Going Global

アメリカ長期留学 /オーストラリア短期留学
対象：フレンドクラブ / プリミアスクール・エレメンタリー卒業生

高校生を対象に、奨学制度を設けています。アメリカ長期留学（１年間）、
オーストラリア短期留学（夏期４週間）の２つのコースがあり、どの留学
生も実践的な英語力はもちろん、積極性、自主性、忍耐力、責任感、他人
への思いやり、感謝の気持ちなど、異文化圏での生活体験で多くのこと
を学び、精神的にも大きく成長して帰国します。

オーストラリア短期留学
対象：プリミアハイスクール G8・G9
希望者が夏休みの３週間をオーストラリアで過ごす留学プログラムを
実施します。ホストファミリー宅に滞在しながら現地の学校に通学します。

アメリカ研修旅行
対象：フレンドクラブ / プリミアスクール・エレメンタリー卒業生

中学１年生の希望者には３週間のアメリカ研修旅行があります。
キャンプで現地の子供達と友好を深め、ホームステイでアメリカの
家庭生活を体験します。これまでに学んだ英語や国際感覚を実生活
で試し、その力をさらに伸ばす絶好のチャンスとなります。

ヨーロッパ研修旅行
対象：ハイスクール

高校２年生の希望者には１９日間のヨーロッパ研修旅行があります。
イギリスやドイツに滞在して学校生活やホームステイを体験し、フランス
にも足を伸ばします。

さまざまな異文化体験は、自分自身を高める精神的な収穫と、国際人としての感覚を養うのに
大いに役立っています。

アメリカ留学

ヨーロッパ研修旅行
アメリカ研修旅行の
キャンプにて

ホームステイでアメリカの家庭生活を体験
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www.meysen.ac.jp

丸山キャンパス　仙台市泉区上谷刈４丁目１-１ Phone:022-372-3764（代）

高森キャンパス　仙台市泉区高森２丁目１-３   Phone:022-378-0221（代）
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