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働き方の多様化・共働きの増加など、家族のあり方が急速に変化する中、私たちは
「よりよい教育を与えたい」「より安心できる環境で子どもを過ごさせたい」そんな

保護者の皆様のお気持ちに寄り添い、お子さまがほっとできる居場所とさまざまな
体験を通してお子さまが「好き」 を見つけられる環境をご提供しています。

「人生そのものが学習の場である」というエジソンの言葉がありますが、特に幼少
期は周りの環境から多くのものを学ぶ時期。

私たちの施設ではお子さまが安心して学びに取り組める、生活の基盤となる基礎能
力を身につけられる、多数の習いごとからお子さまに合わせて選択し特別な学びを
得られる、そんな環境を整えています。

Our Mission

子どもと親、そして社会全体のために。
ウィズダムアカデミーは、子ども達の未来を視野に、環境、経験や体験
人との触れ合いにおける「最高の子育て・教育環境」を追求し、提供します。

子どもにも親にも社会にも、“ 最高の子育て・教育環境” を提供します。
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チームワーク 
Teamwork ( 絆 )

�+� は � ではない。個を足し合わせれ
ば可能性は無限大。一人だけでは実現
できないことも、皆で力を合わせて協力
することで達成することが可能になると
考えます。私たちは子ども・親・スタッフ
様々なステークホルダーと協力し合いオ
ンリーワンのサービスを実現します。

気づいて行動する 
Proactive ( おもてなし )

常に自らのアンテナを高く張り、先を
読んで積極的に行動し続けることで
子ども・親・社会に真に貢献できる質
の高いサービスが生まれると考えます。
私たちは一人ひとりが自発的に一歩先
だって行動します。

プロフェッショナル 
Professional Mind 

子どもの可能性を引き出し、子ども・親
社会それぞれのニーズに対応していく
ために、私たちは常にプロフェッショ
ナルであることを自覚し、自身も成長
できるよう努力をし続けます。

多様性 
Diversity

年齢・性別・育ってきた環境・考え方
価値観などバイアスフリーな状態で人
と関わることで、他者への思いやりや
共感力、コミュニケーション力が育ち
自分とともに他者をも尊重できるように
なると考えます。私たちは子ども・親
スタッフの多様性を尊重します。
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Our Vision

これからの不確実性（VUCA）の高い時代を生き抜くためには、自分の頭で考えて主体的に行動する
＜自発する力＞が必要です。

ウィズダムアカデミーは、子どもたちに「好き」が見つかる豊富な体験を提供します。興味関心を
見つけて熱中した経験、そこから得られた成功や失敗の体験、多様な他者と関わった経験、褒めら
れたり叱られたりした経験・・・。子供時代の様々な体験が、未来につながる可能性を育むと考え
ています。

Our Value

子どもたちが自らの将来を切り開いていく為の、＜自発する力＞の育成に貢献します。

ウィズダムアカデミーの

行動指針

Vision・Mission 実現のために

ウィズダムアカデミーは以下の 4 つを行動指針とします。

「好き」
が見つかる豊富な体験

興味関心
を見つけて熱中した体験

他者
と関わった様々な経験

成功や失敗の
経験

褒められる
叱られる
経験

自発する力
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Our History

沿革
子育て

学び

地域

民間学童
保育事業

事業開発

● お迎えお送り付添サービス有り
      習いごと付き民間学童を開校

● 未就学児の放課後保育開始
     兄弟の預かりと多様な習いごと提供

● 私立小学校などのアフタースクール
      運営受託事業開始   

● 40 種の習いごと

● 教育複合施設校 1 校目

● 保護者様のニーズに応えてワーキング 
　 スペースを併設

● コロナ禍でスタンダードとなった
　 オンライン学習に対応

● 初の官民共同事業として市から補助を
　 受けて開校

●  “多世代交流” を育む有料老人ホーム
　 併設校 1 校目

目白校　開校 運営受託事業開始

教育複合施設　市ヶ谷飯田橋校開校

コワーキングスペース併設　有明豊洲校開校

オンライン学習サイト　開設

民設民営校　国分寺校　小平花小金井校開校

幼老複合施設　王子校開校

 ● オールイングリッシュの
　  英語専門学童 / 高齢者住宅併設校

「子育て」「学び」「地域」

民間学童保育事業と、教育分野での事業開発が私たち
の事業の柱です。子どもたちを健やかに育てること
そして豊かな学びを提供すること、そして地域に根ざ
した教育活動を大切にしています。

2010

2012

2013

2016

2018

2020

2019

2021

2022

アフターキンダガーテンスタート 英語学童　PRIME 世田谷深沢校開校
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＜子育て × 学び × 地域＞ ウィズダムアカデミーのこだわり　 　　　　　　　 　　 

ウィズダムアカデミーが提供する 3 つのお預かりサービス 　　　  

ウィズダムアフタースクール
営業時間：平日 13:00 ～ 19:30
対象：小学生

英語力や基礎能力を伸ばす学びの時間をお
預かり時間内に提供するワンランク上のアフ
タースクール。
定期的なお預かりの他、一時預かりや習い
ごとの受講のみにも対応しています。

ウィズダムアカデミープライム
営業時間：平日 13:00 ～ 19:00
対象：未就学児 (3 歳～ 6 歳 ) 小学生

イマージョン教育スタイルで、ホームステイ
のように自然に英語が身につく環境を整えて
います。さらに英語力強化のためのオプショ
ンレッスンも受講できます。

ウィズダムアフターキンダガーテン
営業時間：平日 13:00 ～ 19:00
対象：未就学児（3 ～ 6 歳）

ウィズダムアフタースクールの未就学のお子さ
ま向けサービス。幼稚園・保育園児向けのお
預かりで、学びをサポートしています。

私たちのこだわり、それはただ預かるだけではなく、「お子さまの成長に必要な環境づくり」
「生活リズムを整えることで身に付く学習習慣」、「お子さま同士の学び合い・助け合いが結ぶ
横のつながり」が叶えられることです。

お子さまにとって最も大切なものは、安心して過ごせる環境。のびのびと過ごせ

自宅のようにくつろげる校舎、一人一人に向き合うスタッフなど、安心して好奇

心を満たし成長できる環境づくりに力を入れています。

お子さま自身が生活リズムを意識して動けるように、スケジュールを設定。規則

的なスケジュールを通じて自律心を身につけながら、自立・成長へつながるよう

サポートしています。1日のスケジュールの中には、自由に遊ぶ時間の他、計画さ

れた「アクティビティ」という学びの時間があります。「遊びの中から学ぶ自由な

時間」と「遊びのような学習から意識的に学ぶ時間」の2つを決まった時間・決ま

った場所で行うことで、生活リズムが整い、学習習慣が生まれます。

お子さま同士の遊びや学びの中では、譲り合いや折り合いをつけることが必要

な場面があります。同じ場所で長い時間を一緒に過ごすことでお互いをよく見

て学び、姉妹・兄弟関係のような縦のつながりが自然に発生します。いつの間

にかお互いに助け合うようになり、勉強面でも教えあったりアドバイスし合う

姿もよく見られます。こうしたつながりが、社会性を伸ばす貴重な経験になる

と考えています。

民間学童保育事業
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Our Core Target Market is「子育て教育市場 」　　　　　　　

子育て市場は、子どもの成長段階によって、さまざまな分野の市場とリンクするところが大きな特徴です。
子どもの成長に合わせて家族のライフステージも変化します。その変化に応じて、保育や教育だけではなく
引っ越しや旅行飲食、アパレル、医療、住宅など、多くのジャンルのマーケットにも関連しているのです。

ウィズダムアカデミーでは、年々増え続ける共働き世帯のニーズに合わせたサービスを提供することで
大きな市場を創出できると考えています。そういった考えをもとに、積極的に事業のアライアンスを促進し
企業の協業と新事業の創出を進めています。たとえば、経営のアドバイス、事業計画の策定支援、複数テナ
ントの参画による不動産の有効活用、ブランドづくりからシステムの構築、そして運用まで、企業に対して
支援を行っております。子育て教育プラットフォームを提供することで、さまざまなパートナーとの連携を
生み出す事業資産のシェアリングを行いパートナー企業の成長をサポートしています。

●新規店舗開発 ●受託(出店)支援 ●自治体連携 ●新規事業開発

提供サービス　　　　　　　　　　　　　　　　　  　     　　　  

＜学び × 地域 × 企業＞

朝日新聞グループ、株式会社ティップネス、株式会社日本入試センター（ピグマキッズ）、キッズラーニングネットワ
ーク株式会社、パーク 24 株式会社、長谷工グループ、東急不動産グループ、三井不動産グループ、三菱地所レジデ
ンス株式会社、東京建物株式会社 (順不同)

< 主要取引先 >

事業開発事業部



株式会社ウィズダムアカデミー（英文称号：WISDOM ACADEMY Inc.）

2010 年 5 月 31 日

145.07 百万円（2022 年 7 月末現在）

鈴木 良和 

〒 171-0031 東京都豊島区目白 2-20-5　TEL：03-6914-0581

正社員 99 名　380 名（2022 年 3 月現在）

民間学童保育事業、インターナショナルスクール事業、企業主導型保育園事業
人材紹介事業、システム販売事業、不動産活用事業、コンサルティング事業 等

1,358 百万円（2022 年 3 月末）

鈴木良和 （代表取締役）、東京理科大学イノベーションキャピタル、Global Catalyst 
Partners Japan、三菱 UFJ キャピタル、みずほキャピタル、新生企業投資、西武
しんきんキャピタル、SBI インベストメント（東急不動産）、長谷工アネシス 等

みずほ銀行、三菱 UFJ 銀行、三井住 友銀行、日本政 策金融公庫（中小企業事業
国民生活事業）、商工組合中央金庫、第一勧業信用組合、東日本銀行、千葉銀行 等

https://wisdom-academy.com

代表取締役 鈴木良和
取締役  植嶋徹
取締役（社外） 和田裕（一般社団法人日本医療ベンチャー協会 理事長）
取締役（社外） 大澤弘治（Global Catalyst Partners Japan 代表パートナー）
取締役（社外）  山田晋司（キッズラーニングネットワーク株式会社 代表取締役社長）
監査役  山川信行（株式会社 NHK テクノロジーズ 常勤監査役）

会社概要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　
商号

設立

資本金

代表取締役

本社所在地

役員

従業員数

事業内容

売上高

主要株主

取引金融機関

URL

MAIL:info@wisdom-academy.com

ウィズダムアカデミー 検 索

東京都豊島区目白2-20-5〒171-0031

wisdom-academy.com

総合受付
〈受付時間〉月～金 10:00-18:00

03-6914-0581


