
TEL:043-312-6310
リトルガーデンインターナショナルスクール

お問い合わせ

安全・安心の送迎バスサービス

（税込）

8,800円/月
送迎バス料金

※園によって異なります。
　詳しくはお問い合わせください

入園の流れ

リトルガーデンの送迎バスは、お子さまご
自身で乗降できるPreschool以上のお子
さまよりご利用いただけます。
※場所や道路状況によりお受けできない場合も
ございますので、まずは各園へご相談ください。

園見学 安心してお子さまをお預けいただくため随時園見学を行っています。
入園をご希望の園へご連絡ください。日程を調整いたします。

申込書提出 入園申込書をダウンロード、ご記入いただいた上で園までご提出ください。
園見学の際にご提出いただくことも可能です。

入園審査
決定のご連絡

入園について審査を行わせていただきます。
お申込書をご提出いただいたのち、こちらからご連絡いたします。

入園面談 入園確定後は、入園書類や利用規約（重要説明事項）の
ご説明にあたり、入園面談を行なわせていただきます。
お持ちいただくもの：印鑑・母子手帳・筆記用具

登園開始

See you　tomorrow!

Good morning!
乗車前、乗車中、乗車後の園児の安全確認を徹底しています。

感染対策を徹底しています。

送迎場所は可能な限り柔軟に対応しています。

ドライバーは安全運転に十分留意しています。

本部との通信機能付きドライブレコーダーが設置されています。

公式LINE詳しくはこちら
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送迎バスの5つのポイント

※リトルガーデンインターナショナル新習志野保育園は認可保育園となりますので、習志野市への入園のお申し込みが必要となります。（見学可）

リトルガーデン
インターナショナルスクール
Little Garden International School

入園案内
Admission Guide



TEACHER

Nursery

Preschool

K2

K1

スタークラス：生後３
ヶ月～２歳

スタークラス：生後３
ヶ月～２歳

落ちついた雰囲気の中で、日本人保育士が年齢や月齢に応
じて豊かな個性を育み、信頼関係や愛着関係を育てていき
ます。外遊びで自然と親しんだり、日本語や英語による手
遊び、歌や絵本を通してのびのびと遊びます。

　リトルガーデンは、日常生活の中で英語を使い
ながら過ごすアットホームなバイリンガル保育
園です。ご家庭と協力し合って、子どもたちの成
長と学習をサポートしていくことを大切にして
います。
　私たちは、インターナショナルな視点での
ティーチングカリキュラムを基本としながら、英
語を生活の中で学ぶ子どもたちに合った教え方、
子どもたちに適した学び方を提供することを意
識した、リトルガーデン独自のカリキュラムを使
用しています。
　私たちのカリキュラムは学年ごとにステップ
アップしていくように考えられており、毎月の
テーマ、フラッシュカード、テキスト、読書プログ
ラム、オンラインリソース、そして先生たちの教
える情熱！で構成されています。

K2クラス：5歳～ 6歳

フォニックスから単語力･文章力･読解力を更に強化し、担
任の先生や子供たち同士が英語でコミュニケーションを
図ります。意欲的な活動を通して疑問や発見による物事へ
の関心を深め、達成感や充実感を味わいます。

プリスクールクラス：
3歳～ 4歳

外国人担任が英語環境の中で保育・教育を行います。子ど
もたちはフォニックスから《聞く･話す･読む･書く》をバラ
ンスよく習得し、独自のカリキュラムやゲームなどを通し
て楽しみながら自然に英語を身に着けます。

K1クラス：4歳～ 5歳

外国人担任が英語環境の中で保育・教育を行い、多彩な科目
を英語で学ぶ環境でフォニックスから単語力･文章力･読解
力を高めていきます。生活や遊びを通して楽しみながら自己
発揮したり、グループ活動を通して協力する力を養います。

一人一人の意欲を大切にしながら生活習慣やマナーを身
に着けます。身の回りの物の名前、数、形、色などを英語や
日本語を使って表現することを楽しみます。遊びを通して
自然に英語を習得していきます。

Course Information
コース案内リトルガーデンインターナショナルスクールとは

リトルガーデンは、年齢に合わせたクラス分けを
行い、それぞれに保育目標を定めています。
子どもたち一人一人の成長に寄り添った
カリキュラムを実施しています。

ナーサリークラス：2歳～ 3歳

リトルガーデンインターナ
ショナルスクールを卒業し
た後は、習得した英語レベル
を維持するための小学生向
け英語学童クラス（アフター
スクール）がございます。私たちは子どもたち（小鳥）がリトルガーデンという環境（木）の中で育ち、学び、卒園して（巣立って）小学校へ

入学し、それ以降の人生の旅でも、学び得たことを活かしていけるように導きます（水をまきます）。

NURSERY

PRESCHOOLPRESCHOOL

K1

K2K2

世界に羽ばたける翼を子どもたちに

「Little Garden(小さな庭)の成長の木」

リトルガーデンの教育方針・目標

リトルガーデンインターナショナルスクールは、『子どもたちが将来、世界のどこを活躍の
場に選ぼうとも、充実した人生を送ることが出来るための基礎を築きあげていくこと』を
目的とした保育園が母体のインターナショナルスクールです。

保 育
目 標

明るく
健やかな
子ども

よく遊び
創造性ゆたかな
子ども

あいさつの
できる
子ども

自ら進んで
行動できる
子ども

保育方針 国際感覚を身に付ける教育環境と
未来を生き抜く力を育む保育環境を提供します。

※詳しい内容はお問い合わせください。

Our Mission

卒園した後は…Afterschool!卒園した後は…Afterschool!

Star



お芋ほり

サマーフェスティバル

（夏祭り）

リトルガーデンでの1日の過ごし方

リトルガーデンでの1日の過ごし方

Daily Sc
hedule

SPRING

夏は通常のレッスンとは異なる「サマースクール」のカリ
キュラム！水遊びやサマーフェスティバル（夏祭り）、サ
マーキャンプ（K2クラスのみ）など夏ならではの楽しいイ
ベントやカリキュラムを多数ご用意しています。

7:30

開園（随時登園）

「Good Morning!」元気に挨拶して登園です。外国
人スタッフと日本人スタッフのいるバイリンガルな
空間で、10時までは自由遊びをして過ごします。

この時間は全クラスが集合！外
国人の先生と一緒に英語で挨
拶をして、歌やダンス・ゲームな
どを楽しみます。※クラスごと
に実施している園もあります

クラスごとにフォニックスのレッス
ンやゲーム、クラフト（製作）などを英
語で行います。天気の良い日は園庭
や近所の公園でお外遊びもします。

いっぱい遊んでしっかり眠って…生活のリ
ズムを整えます。「トイレに行ってもいいで
すか？」も英語で言えるようになります！
※Starクラス（0・1歳児） のお昼寝は13:00からとなります。

みんなが大好きなおやつの
時間♪栄養士さんこだわり
の手作りおやつは大人気で
す！※市販のおやつを提供
することもあります。

おいしくて栄養満点！
リトルガーデンオリジナ
ルの手作り給食をご提
供しています。英語で
「いただきます」の歌を
歌ってランチスタート♪

午前のレッスン同様、この時
間もフォニックスやワーク
ブック、ゲーム、クラフトなど
を英語で行います。

保護者様のお迎えの時
間まで、おやつを食べ
たり、先生や異年齢児
のお友だちと遊んだり
して過ごします。

お迎えや帰りのバスの時間ま
ではそれぞれ自由遊びをして
過ごします。帰るときのあい
さつは「See you!」また明日、
元気に登園しましょうね！

日本語のワークブックを使った
レッスンの他、リトミックや絵本
の読み聞かせなどを行います。
体育の先生によるマットや鉄棒
などのレッスンもあります。

春はウェルカムパーティー（入園歓迎会）から始まり、イー
スターパーティーやフィールドトリップ（遠足）など、新し
いお友達との交流を深められるイベントやアクティビ
ティがたくさんあります！

フィールドトリップ（遠足）
ウェルカムパーティー

（入園歓迎会） イースターパーティー

秋もイベントが目白押し！園対抗のかけっこやリレー、
ダンスなど大盛り上がりのスポーツフェスティバル（運動
会）のほか、園児たちが仮装をする賑やかなハロウィーン
パーティー、お芋掘りなどで秋を満喫します！

冬はクリスマスパーティーやタレントショー（英語劇発表
会）、スキーキャンプ（3月）など、大きなイベントのほか、
もちパーティー（1月）や節分（2月）など、日本のイベントも
楽しみます。卒園式には英語でスピーチを披露します。

AUTUMN

サマーキャンプ

ウォータープレイ
（水遊び）

ハロウィーンパーティー

スポーツフェスティバル（運動会）
卒園式クリスマスパーティー

年 間 行 事
Annual Events

リトルガーデンインターナショナルスクールでの、
１日のスケジュールをご紹介します。
※Nursery（2歳児）以上のクラスのイメージです。
※時間や内容は園やクラスごとに異なる場合があります。

午前のレッスン／お外遊び（英語）

Morning Circle（朝の会）

10:30

10:00

昼食（英語）

12:00

午後のレッスン（英語）

13:00

おやつ

15:30

日本語レッスン

16:00

14:00

お昼寝
17:00

自由遊び／随時降園

延長保育時間（自由遊び）

18:30

●6月に授業参観、健康診断があります。 ●9月に保護者面談、11月に健康診断があります。

タレントショー

（英語劇発表会）

Congratulations!



英語カリキュラム 食育・給食

English Curriculum Dietary Education
バイリンガル育成保育園として大切な英語
カリキュラムは、経験豊富なネイティブ講師
とバイリンガル保育士によって作り上げられ
てきたリトルガーデン独自のカリキュラム。
学年ごとにステップアップし、言語の習得は
もちろん、自然とグローバルな感覚を身に着
けることができます。 子どもの頃から食への関心を育むことで、栄養バランスへの知識やマナーを身につ

け、食材に感謝する心などを養うことができます。リトルガーデンインターナショ
ナルスクールでは、様々な食に関する体験を通じて、子どもたちが食に関する知識を
楽しく学ぶことができるよう、下記のような「食育」の取り組みを行っております。

　　　ラス制でワークブックやワーク
シートを使ったレッスンがあります。こ
れは、小学校入学の準備を意識してお
り、鉛筆など文具を使うスキルを身につ
けること、クラスで集中力をもって話を
聞ける力をつけることに繋がります。

ク

　　　動をしたり、外で遊んだり、イマ
ジネーションを働かせて製作をするこ
とも大切にしています。これらのスキ
ルは子どもたちの生活において必要だ
と考えています。伝統的な教室での学
習と遊びを通しての学習のバランスを
重要視しています。

運

　　　生は毎月のカリキュラムと毎
週のスケジュールに沿ってクラスを
進めます。レッスンにおける課題や
目標はその日ごとに異なり、毎回様々
なトピックを学びながら、リーディン
グ、ライティング、リスニング、スピー
キングの4技能を伸ばせるように意
識した取り組みをしています。

先

　　　朝、子どもたちにとっての準備体操のような時
間です。英語の歌を歌い、ダンスをし、フォニックスの
練習を意識したアクティビティーやフラッシュカー
ド、英語の絵本のストーリータイムを通して、子ども
たちが楽しく一日を送るためのウォームアップ！

毎

英語で学んでいる子どもたちですが、夕方
のアクティビティーは日本語で取り組む
時間としています。絵本の読み聞かせや歌
など、日本のものも取り入れています。子
どもたちは日本語ワークでの勉強を通じ
て、小学校入学への準備をしていきます。

食育について

リトルガーデンでは、グループ会社（株式会社LCファーム）の
農園と連携するなど、子どもたちへの食育に力を入れています。
また、給食やおやつは旬の食材を使用。
栄養バランスに配慮し、園で手作りしています。

リトルガーデンでは、グループ会社（株式会社LCファーム）の
農園と連携するなど、子どもたちへの食育に力を入れています。
また、給食やおやつは旬の食材を使用。
栄養バランスに配慮し、園で手作りしています。

食育に関する取り組み

栄養士と調理師が協力し、毎日子供たちの成長に合わ
せた給食を提供しています。月に一度はTaste the 
worldという取り組みでいろいろな国の料理が出たり
イベント食があるなど、おいしく楽しい給食の時間で
子供たちの成長を支えています。

おやつタイムは子どもたちの脳と心のリフレッシュに欠かせません。
栄養バランスのとれた手作りおやつは子どもたちに大人気です！
※市販のおやつやくだものを提供することもあります

LCファームとの連携による農業体験

栄養士による食育レッスン

日本語カリキュラム
給食・おやつ

自社農園のLCファームへ行き、野菜の苗の植え付け
や収穫をおこないます。種をまいて収穫し食べると
いう一連の流れを体験することで、農家の方や生き
物をいただく感謝の気持ちを深める目的がありま
す。また、LCファームで収穫された野菜は給食とし
ておいしく調理し、提供しています。

各園の栄養士が毎月、食育テーマに沿った内容の
レッスンを実施しています。給食に使用されている
食材をさわってみたり、七夕やひなまつりなど、行事
に関連する食材のいわれの話をします。年に数回、子
どもたちが参加するクッキングも実施しています。

いろいろな国の料理が
楽しめ、食べやすいように

アレンジをして提供しています。

バランスのよいレッスン

園での生活

Japanese CurriculumJapanese Curriculum

※調理施設のない園では、近隣の園で作った給食を当日配達しています。

※先生が食育レッスンを行なっている園もございます。
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