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◇ 教室内には入室できませんが、園庭・園舎内などご自由にご見学ください。

◇ できる限り案内者を用意し、ご質問にお答えしながら園内を
 　ご案内いたしますのでお申し出ください。

◇ ご来園の際は必ず事務室にお立ち寄りください。

◇ 入園に関する資料は事務室にございますので、お気軽にお声掛けください。

目　　次

キャンパスの
見学について

園内見学　　

期　　間　　月曜日～金曜日（祝日を除く）

時　　間　　午前 9時 30分～午後 1時

入園手続き受付時間

月～金曜　　午前 9時 30分～午後 6時

土曜　　　　午前 9時 30分～午後 2時
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■  本園の方針
　　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。

■  教育目標

■  プリミアスクール概要

 まこと

 みどり

 ことば

1. 善悪のけじめを明確にさせ、良心の発達を促す。
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。

3. 心と体の調和的成長を図り、健康な心身の基礎を養う。
4. 恵まれた自然の中で動植物とふれあいを持たせ、情操を豊かに育む。

5. 日本語の豊かさに触れさせ、高い知能と感性を培う。
6. 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。

アメリカ長期留学 

オーストラリア短期留学

K4 （4歳児）

K5 （5歳児）

G1 ～ G6

 G7 ～ G11 

留学

※K4 ～G6の8年間は
　必修となります。

小学1年　　  6年

中学1年       高校2年

幼稚園（キンダーガーデン）

小学生（エレメンタリー）

中学生・高校生（ハイスクール）

※ G6を修了すると、園のサポートのもとで留学のチャンスが与えられます。
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≪内容≫
プリミアスクールでは、幼稚園4歳児からの2年間と幼稚園卒園後、小学校に通いながらの6年間、合計8年間（4
歳から12歳）の教育を通し、日本語と同じように英語を聞き、話し、読み、書くことができる、いわゆるバイリ
ンガルを目指し、将来国際社会に貢献できる子供を育成します。

　・ 一日の大半を英語教員と一緒に過ごします。
　　英語教員はみな、明泉の厳しい採用基準により選ばれ訓練を受けています。
　・ 宮城明泉学園が独自に開発した英語カリキュラム “GrapeSEED” を使用します。
　 ・ 1日40分の日本語活動（K4・K5）も行ない、英語のみに偏らないバランスの取れた教育を実施します。
　 ・ 様々な行事を通してグローバルな視野や考え方を養います。

■  キンダーガーデンの概要
◎ K4（4歳児）
   8:30 登園（スクールバス1回目到着）
   9:00 AM ステーション
   9:15 登園（スクールバス2回目到着）
   9:40 サークルタイム
 10:20 プレイタイム
 10:55 サークルタイム
 11:35 昼食・プレイタイム / 日本語活動
 12:35 日本語活動 / 昼食・プレイタイム
 13:35 降園（1回目スクールバス通園児集まり）　13:50　バス発車
 13:45 PM ステーション
 14:35 降園（2回目スクールバス通園児集まり）　14:45　バス発車

◎ K5（5歳児）
   8:30 登園（スクールバス1回目到着）
   9:00 AM ステーション
   9:15 登園（スクールバス2回目到着）
   9:40 日本語活動 / サークルタイム
 10:30 サークルタイム / 日本語活動
 11:15 プレイタイム
 11:45 昼食 / プレイタイム
 12:40 サークルタイム
 13:35 降園（1回目スクールバス通園児集まり）　13:50　バス発車
 13:45 PM ステーション
 14:35 降園（2回目スクールバス通園児集まり）　14:45　バス発車

  ※日本語活動は日本語教室に移動して行います。

■  入園予約制度について
　　　お子様が生まれたら、対象年度の申請期間内に入園予約申請をすることができます。ただし、入園予約者が定員を超
　　えた場合には補欠登録（無料）となります。入園予約状況につきましては事務室までお問い合わせください。

《予約の方法》
　１．入園予約申請書と選考調査書をご記入のうえ、申請受付期間内（別紙参照：入園申込年度確認表）に、
　　　入園希望園事務室にお申し込みください。なお、両園に重複して申し込むことはできません。
　２．面接日時をお知らせいたしますので、指定日時にお越しください。なお、兄姉がプリミアスクールを卒
　　　業もしくは在籍している場合、原則として面接を免除いたします。
　３．定員を超える予約申し込みがあった場合は、定員から優先者（原則として兄姉がプリミアスクールを卒業
　　　もしくは在籍している方）を除いて、面接対象者と補欠順位を公開抽選で決定し、面接対象者のみ面接を
　　　行ないます。定員に満たない場合には、その後、随時面接を行ない入園予約の合否を決定いたします。なお、
　　　補欠資格は入園年度の８月末日をもって失効いたします。
　４．優先者、面接合格者には入園予約金を納入していただき、園から ｢入園予約証明書｣ を発行いたします。
　５．入園希望の前年３月３０日（日曜日の場合は前日）までにキャンセルされた場合には、入園予約金から
　　　入園管理費などの事務手数料を差し引いて返金（金額は下記参照）いたします。なお、それ以降のキャ
　　　ンセルは「お子様が園生活に適応できない」と園で認めた場合を除き、返金いたしませんのでご注意く
　　　ださい。また、キャンセルされる際には予約登録した園にご連絡ください。

　　　キャンセルの場合の返金額　：　50,000円

　※ 幼稚園年少（３歳児）の入園をお考えの方は、別途幼稚園年少への入園予約が必要となりますのでご注意
　　 ください。
   ※ 面接の結果、プリミアスクールへの入園希望が叶わない場合、幼稚園年中（４歳児）への入園を希望され　
　　 る方は、予め幼稚園年中への入園予約もされることをお勧めいたします。なお、幼稚園年中への入園予約　
　　 は、お子様が生まれた時点で申し込みができます。詳しくは各園事務室にお問い合わせください。

※プリミアスクールでは入園希望者が30名に満たない場合、1クラス（16名）のみの開設となり、17番目以降に入園予約
された方には、入園前年の9月末日をもって一度予約金を返金させていただき、補欠登録とさせていただきます。なお、16
番目までの方でキャンセルが出た場合、また入園希望者が30名以上になった場合にはご連絡いたしますので、改めて入園
予約手続きしていただくようお願いいたします。

※プリミアスクールでは英語を母語とするお子様で、英語習得のため、他の園児の益となると園長が判断する場合、定員を
超えて各クラス1名を受け入れることがあります。予めご了承ください。

■  定員について

K4（4 歳児）　　32 名 K4（4 歳児）　　32 名

丸山キンダーガーデン 高森キンダーガーデン
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■  入園手続きの流れ

 入園予約申請
 予約申請受付期間内に下記の書類を提出してください。

 ●入園予約申請書　　　　●選考調査書

 ※ 申請受付期間内に応募者が定員に達していない場合は、その後、随時申し込みを受け付け、
 　 面接を行います。

 ※ 応募者が定員を超えた場合は、優先者を除き公開抽選を行い、面接対象者ならびに補欠の順位を
 　 決定します。

 　　　優先者（面接免除者）はStep 3へ進む

 書類審査・面接
 書類審査と面接により合否を決定いたします。

 入園予約手続き
 優先者及び合格者は入園予約手続きを行ってください。

 ●入園予約金納入　⇒　入園予約証明書発行

 入園要項配布
 下記の書類を配布いたします。（入園予約者には前年度９月の保護者会で配布します）

 ●入園願書　　●保育料の納入方法について　　●預金口座振替依頼書
 ●入園金・設備費納入依頼書（園提出用）　　　 ●バス停一覧　　　　　　●学納金について

 ※ 保護者会は出席が必須となっております。

 入園手続き（願書提出）
 入園前年１０月１日、２日（日曜日の場合は翌日）
 下記の書類をご提出ください。

 ●入園願書（裏面：調査書） ●入園金・施設設備費納入証明書
 ●預金口座振替依頼書（園提出用）

 下記の書類をご自宅に届くよう発送いたします。

 ●入園許可書　　　　　　　　　　　　　　●新入園児保護者会のお知らせ
 ●バス時刻表（新入園児保護者会時運行）　 ●制服販売会のお知らせ
 ●メールアドレスの登録について　　　　　●スクールバス利用にあたって

■  デイケア（預かり保育）について
　　幼稚園降園後は、お家の方と一緒に過ごされることが理想だと園では考えています。しかし、社会や家庭環境の変化
　　に伴い、必ずしもそれが可能ではない状況も増えて来ていると思われます。園では少しでもそのようなご家庭の助け
　　になればという趣旨で、デイケア（預かり保育）を行っています。

　　デイケアの種類と預かり時間
　　長期と短期の2通りのお預かり方法があり、それぞれ3つの時間帯を設けています。（デイケアのしおり参照）
　　種類 :
　　　1） 長期希望者（1 ヶ月以上継続して利用する方が対象）
　　　2） 短期希望者（1回ごとの申し込み制）
　　時間帯 :
　　　1） モーニングケア
 月～金曜日 午前7時00分～午前8時25分まで

　　　2） アフタヌーンクラス
 月～金曜日（午前保育を除く） 午後2時45分から午後7時まで
 午前保育の日 午後12時から午後7時まで

　　　3） デイスクール（長期休園期間、園行事による振替休日、土曜日などの一日のお預かり）
 月～金曜日 午前7時00分～午後7時まで
 土曜日 午前7時30分～午後4時まで

■  昼食について
　　園ではご家庭の要望、ご事情に合わせて給食の「選択制」を導入しております。下記の選択肢からお選びください。
　　飲み物は給食の希望にかかわらず全園児に牛乳（200cc）を提供します。
　　選択肢 :
　　　① 毎日お弁当　　　　
　　　② 週1回給食　　　　水
　　　③ 週2回給食　　　　水・金
　　　④ 週3回給食　　　　月・水・金
　　　⑤ 週4回給食　　　　月・火・水・金
　　　⑥ 毎日給食　　　　　月 ～ 金　　

■  食物アレルギーの対応について
園では給食、誕生会や行事の際のおやつ、デイケアでのおやつなどの食物を提供する機会があります。食物アレルギーを
お持ちのお子様は、お弁当を持参していただくことになります。誕生会や行事のおやつに関しましては、アレルギー対応
の代替品を用意いたします。デイケアのおやつに関しましては、なるべくアレルギーのお子様も食べられるものを考慮い
たしますが、食べられない場合はご家庭よりおやつをお持ちください。心配な方は事前にご相談ください。

※ 給食は4月中旬から開始となります。
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■  障害児などの受け入れについて
　　特別な職員はつきませんので、先生の指示に従って安全に過ごすことができることが前提となります。保護者の同伴 
　　を要する程に、プリミアスクールへの適応が難しいと園が判断した場合、年中クラスへの変更、または退園をお願い
　　することもあります。心配な方はご相談ください。

■  安全対策について
　　子供たちが先生の指示に従うことが最も重要な安全対策だと考えています。その上で、以下のような安全対策を講じ
　　ています。
　　園内
　　　1）　教師は常に子供と一緒にいます。（前日までに保育の準備は終えている）
　　　2）　自由遊びの時間は安全係の職員も巡視をします。
　　　3）　遊具などが混雑しないよう広い遊び場を備えています。
　　園児ときまり
　　　1）　安全、衛生など、集団生活で必要と思われるきまりを毎日教えます。
　　スクールバス
　　　1）　安全係の先生が乗車いたします。
　　　2）　バス内、バス停などでのきまりがあります。
　　　3）　バス停に保護者が迎えに来ていない時は園児を降ろしません。
　　巡視
　　　1）　防犯カメラの設置
　　　2）　安全係の先生の巡視

■  保護者の経費軽減について
　　1. 長期欠席者減免
　　　　長期休業日（春、夏、冬）を除く保育期間中において、1 ヶ月を超えて病気を理由に欠席した場合、保育料全額
　　　　を返金します。なお、その他の理由による長期欠席の場合は、欠席し始めた月から3 ヶ月目より保育料の半額を
　　　　返金します。
　　2. 幼稚園就園奨励費の補助
　　　　私立幼稚園では、幼稚園教育の普及充実と保護者の方の経済的負担を軽減するため、入園金・保育料の減免（減
　　　　額または免除すること）を行っております。
　　　　この減免した金額については、仙台市などから幼稚園に対して補助金が交付されています。この制度を「幼稚園
　　　　就園奨励費補助事業」と呼んでおり、具体的には6 ～ 7月頃に幼稚園から通知いたします。

■  制服について
◎ K4（4歳児）・K5（5歳児）
　　制服は、基本セット（全員着用）とオプション（希望者のみ着用）からなっています。その中から自由に組み合わせ
　　て着用してください。

　　基本セット（必ず購入していただくもの）
　　　V セーター、長袖ポロシャツ、半袖ポロシャツ、半ズボン、スカート、スモック
　　　T シャツ（男児 : 青、女児 : 橙）、短パン、通園帽子、通園カバン、ハイソックス
　　オプション（必要に応じて購入していただくもの）
　　　トレーナー、長ズボン、ベスト、吊りバンド、ソックス

　　・入園前に指定業者による販売会を実施しています。
　　　また、販売会以外にも年間を通して随時購入することができます。（購入方法は入園申し込み後にお知らせします）
　　・夏用、冬用の別はありませんので季節または日により、保護者が調整してください。
　　・男女による別は、半ズボンとスカート、運動用 T シャツの色のみで、他は男女共通です。
　　・長ズボン、吊りバンドを着用するときはオプションのものを使用してください。
　　・ポロシャツ（長袖、半袖）のみ着用する場合は、園指定のものを着用してください。ただし、セーター、ベストを
　　　着用している時は白色（無地）であれば私服のポロシャツでも構いません。なお、ソックスは自由です。
　　・入園式、卒園式は指定のVセーター、長袖ポロシャツ、半ズボン（女児はスカート）、ハイソックスを着用してく  
　　　ださい。
　　・帽子は春、夏、秋用で、冬は自由です。

■  英語名について
　　英語環境を整え、英語を話そうとする動機づけのために、すべてのお子様に英語名をつけ、英語の時間に使います。
　　お子様の英語名は原則として園で指定させていただきますが、すでに英語名をお持ちの方は、事前にお申し出ください。
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■  エレメンタリー概要　
◎授業内容
　１. コミュニケーション能力の強化
　　　・「GrapeSEED 英語カリキュラム」ストーリーの暗唱
　　　・会話力向上のためのさまざまなゲームとアクティビティ
　２. リーディング
　　　・先生による朗読（理解力の向上）　・先生の前での音読（すらすらと読める力の向上）
　　　・生徒による小グループ朗読（読み方の基礎強化／個人指導）　・自由読書（読むことへの興味の醸成）
　３. ライティング
　　　・単語、つづり方　・文書構成、句読のルール　・書き方の基礎学習（教師主導）
　　　・書き方の発展（教師主導）　・手紙の書き方、ペンパル（提携校 Kings School 生徒との文通）
　　　・事実の記載、レポート作成　・情緒の表現

◎授業以外の活動
　　　・自由遊び ･･･ 毎日20分間は先生と一緒に戸外で遊んで過ごします。
　　　・馬乗り、散歩、聖書の話など
　　　・季節ごとの楽しい行事（10ページをご参照ください）
 

■  G1・G2のクラスについて　
　・1クラス定員…16名

　・曜　日…月曜～土曜の間で2.5時間の授業に年間を通して平均週４日以上出席していただきます。
　　　　　  （２日連続で休まないでください）

　・時間割

 16:30 ～ 17:10 小グループ学習（ステーション・ラーニング）
  　・リスニング　・リーディング強化　・書き方　・クラフト
  　・理科　・算数　・暗唱　・その他
 17:10 ～ 17:50 授業―そのⅡ
  　グレープシード
  　・歌　・ストーリー暗唱　・チャンツ　・スピーキング　・フォニックス強化
 17:55 ～ 18:20 遊び時間
 18:20 ～ 18:55 授業―そのⅢ
  　・リーディング　・ライティング　・リスニング（教師による物語の読み聞かせ）
  　・テーマプロジェクト
 　　　　　18:55 降園

 ※ 土曜日は、午前8:45 ～11:15になります。
 ※ フレンドクラブ1時限目バスで登園、2時限目バスで降園できます。
 ※ 出席確認時間は16:30です。週6日間16:30 ～19:00（8:45 ～11:15）まで出席いただくことが理想
  　ですが、2日連続で休まず、年間を通して平均4日は全日程（2時間半）ご出席ください。
 ※ G1クラスのお子様につきましては、４月からの新しい生活日程にできるだけ早く慣れていただくため、４月末
  　までは16:30 ～18:00または17:30 ～19:00のみの出席を認めます。

■  G3 〜 G6のクラスについて　
　・1クラス定員…16名

　・曜　日…月曜～土曜の間で1.5時間の授業に年間を通して平均週４日以上出席していただきます。
　　　　　  （２日連続で休まないでください）

　・時間割

 16:30 ～ 16:55 小グループ学習（ステーション・ラーニング）
  　・リスニング　・リーディング強化　・書き方　・クラフト
  　・理科　・算数　・暗唱　・その他
 16:55 ～ 17:15 遊び時間
 17:20 ～ 18:30 授業―そのⅡ
  　グレープシード
  　・歌　・スピーキング　・チャンツ　・リーディング　・フォニックス強化
  　・ライティング　・ストーリー暗唱　 ・リスニング
 18:30 ～ 18:55 授業―そのⅢ
  　・リーディング　・ライティング　・テーマプロジェクト
 　　　　　18:55 降園

 ※ 土曜日は、午前8:45 ～11:15になります。
 ※ フレンドクラブ1時限目バスで登園、2時限目バスで降園できます。
 ※ 出席確認時間は17:30ですが、16:30 ～17:30は登園可能な限りご出席ください。
　　　　　 平日は16:30 ～19:00、土曜日は8:45 ～11:15まで出席いただくことが理想ですが、年間を通して
　　　　　 平均週４日は17:30 ～19:00（土曜日は8:45 ～10:15）の1時間半は必ずご出席ください。

■  授業参観について　
　　フレンズデー（６月上旬）以外に、年間を通して5日ほどの自由参観日を予定しています。
 

■  スクールバスについて　
　　スクールバスのコースは幼稚園に準じます。ただし、統廃合されるバス停もあります。　
　　登園バスは15:40 ～16:20の間に指定のバス停に向かいます。
　　降園バスは19:00に園を発車します。
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■  エレメンタリー年間行事予定　
  1学期の行事 

  2学期の行事 

  3学期の行事 

  春休みの行事

  夏休みの行事

 4月 ● 歓迎会（G1）
希望と期待を胸にプリミアスクール G1に進級した子供達を教職員が迎
え、みんなでゲームなどして楽しみます。エレメンタリーでの新たな一年
がスタートする誇らしい日です。

  ● スペシャルデー（G1～ G6）
プリミアエレメンタリーでは教室外での活動も重視しています。このスペ
シャルデーでも、先生やお友達と生きた英語で会話しながら、園外で活
動をします。

5月下旬～ 6月上旬 ● フレンズデー（G1～ G6）
若葉輝く初夏の一日に授業参観日を設けています。この日は児童の授
業風景を見ていただくとともに、乗馬やアメリカンテイストの軽食など、
ご家族の皆様でお楽しみください。

 6月 ● バースデーパーティー（G1～ G6）
宮城明泉学園の創立記念日を祝うパーティーを開き、ケーキを食べたり
ゲームをしたりします。

 7月 ● サマーキャンプ（G1～ G6）
夏ならではの「お泊まりキャンプ」です。水遊び、ゲーム、キャンプ
ファイヤーなど、楽しい活動が盛りだくさんです。

 8月 ● サマースクール（G1～ G6）
この期間中は、朝から夕方まで園で過ごします。先生と長い時間一緒
に過ごすことで、英語のコミュニケーション力をさらに高めます。

 

 8月 ● フィールドトリップ（G1）
かわいい牛たちが草をはむ牧場へ出かけ、乳搾りや新鮮な牛乳を使った
バター作りを体験します。

 9月 ● 日帰り旅行（G4）
風光明媚な猊鼻渓、そして動物達を野生に近い姿で観察できる岩手 
サファリパークを訪れ、美しい初秋の一日を過ごします。

  ● 秋季旅行（G5）
秋の気配を感じ、色づき始めた木々の美しさを眺めながら那須茶臼岳に
登ります。また、那須どうぶつ王国では、様々な動物が繰り広げるパフォー
マンスに動物への興味・関心が一層高まります。

 10月 ● ジャンボリーパーティー（G1～ G3）
生徒と先生が仮装をしてジャンボリーに参加します。おとぎの国や冒険の
国の主人公になりきって、各ブースでいろいろなゲームをして過ごします。

 11月 ● 音楽コンサート（G1～ G6）
音楽は国境を越えて、人の心を動かします。この日はプロの演奏家を園
にお招きし、音楽演奏を鑑賞します。

  ● 東京旅行（G6）
スカイツリー、江戸東京博物館、東京ディズニーランド―8年間共に
過ごしてきた友達と東京の３大人気スポットをめぐります。プリミアス
クールの最後を締めくくる思い出多い旅行です。

 12月 ● クリスマスキャロリング（G1）
クリスマスの雰囲気溢れる泉パークタウン「Tapio」で、英語のクリス
マスソングを披露します。

  ● 親子クリスマスパーティー（G1・G2）
聖書の話を聞きながらクリスマスを祝い、プレゼント交換やゲーム、
持ち寄ったお菓子を親子で楽しみます。

  ● クリスマスパーティー（G3 ～ G6）
プレゼント交換をしたりクリスマスケーキを食べたり、なにより明泉を
巣立った同窓生の多くが忘れられない思い出として挙げるピニャータな
どのゲームを楽しみます。

1月下旬～2月上旬 ● そり遊び（G1～ G6）
冬には冬ならではの英語の言葉や表現があり、雪の泉ヶ岳でそり遊び
をしながら生きた会話を楽しみます。

 2月 ● バレンタインパーティー（G1～ G6）
アメリカでは、バレンタインデーに家族や親しい友人に日頃の思いを込
めたカードを送ります。プリミアスクールでも、アメリカと同じ雰囲気
の中でクラスメートと楽しい時間を過ごします。

 3月 ● 卒業式（G6）
キンダーガーデンから８年間通い続けた健闘を称え、プリミアスクール
らしい明るくカジュアルなセレモニーで子供達の新しい門出を祝います。

  ● 第三学期終業式（G1～ G6）
この一年間の子供達の努力と成果を称え、新たな一年への歩みを励ま
します。

3月下旬～ 4月上旬 ● シアトル研修旅行（G4）12日間
アメリカ西海岸シアトルに出かけ、キングスエレメンタリースクールに
通いながらホームステイを体験し、また現地の子供やカウンセラーとの
キャンプ、シアトル観光なども通して英語力を磨きます。

 

 3月 ● 三沢での学校体験（G3）3日間
青森県にある在日アメリカ軍の三沢基地内にあるソーラーズエレメンタ
リースクールで2日間学校体験をします。
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