
 

 

 

 

 

２０２０年２月５日 

各 位 

 株式会社西武ホールディングス 

 

西武グループが ONE TEAMとなり、 

未来の日本を担うお子さまに“学びの場”をご提供する「西武塾」 

第８期生（2020 年度塾生）を募集いたします！ 
 

西武グループでは、小学生のお子さまに年間を通じて、さまざまな“学びの場”をご提供する西武塾を運営

しております。本年も２月 13日（木）10時より「西武塾」第８期生（2020年度塾生）42名の募集を開始い

たします。 

 

西武塾は、「西武グループ こども応援プロジェクト」の一環として 2013年４月に開校いたしました。都市

交通・沿線事業やホテル・レジャー事業といった多様な事業を運営する西武グループがONE TEAM とな

り、さまざまな施設、人材や事業運営ノウハウを活かし、お子さまの健全な成長に資する多彩な“体験”や“学

び”の場を１年間にわたりご提供するものです。 

 

今年度は、毎年恒例の大人気講座である横浜・八景島シーパラダイスでの「水族館でのお泊り体験」や埼玉

県秩父郡横瀬町寺坂棚田での「田植えと稲刈り体験」のほか、初開催のプログラムを 2 講座ご用意しました。 

1つ目は、7月に千葉県習志野市にあるラムサール条約登録湿地の谷津干潟で開催する「干潟の生きものと

ふれあい 自然環境を学ぶ」です。西武グループでは常に自然環境、地球環境への配慮を意識し自治体等と連

携した環境保全活動に努めており、西武造園が指定管理する谷津干潟で、鳥やカニ・貝など生きものの観察を

通じて、人と自然のつながりについて学びます。 

2 つ目は、11 月に「BIGBOX 高田馬場」で開催する「フィットネスクラブの体験と複合施設探検」です。

こちらは、西武レクリエーションが運営するフィットネスクラブで、お仕事を学びスポーツレッスンを親子で

体験いただきスポーツの楽しさを学んでいただく講座となっています。 

 

そのほかの講座「メットライフドームでお仕事体験と施設見学」や「バスと鉄道のお仕事体験」など 

西武グループならでの魅力溢れる講座をご用意しています。 

 

なお、指導にあたる講師は、西武グループの社員をはじめ、社外の方々にもご協力いただいております。   

また、運営については、西武グループ社員が中心になってボランティアとして参加します。 

「西武塾」は、西武グループ各社の社員が、経営理念でもあり社員の行動指針でもあるグループビジョンに

基づいて、アイデアを経営層に提言する施策「ほほえみＦａｃｔｏｒｙ」から生まれたものです。 

今後も西武グループでは、グループスローガン「でかける人を、ほほえむ人へ。」のもと、お子さまの健や

かな成長を応援してまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６月講座 メットライフドームでお仕事体験と施設見学 

（写真は昨年度の様子です） 

12月講座 バスと鉄道のお仕事体験    

（写真は昨年度の様子です） 

https://www.seibugroup.jp/kodomo-support/seibujuku/schedule.html
https://www.seibugroup.jp/kodomo-support/seibujuku/schedule.html


 

 

【別紙】 

「西武塾」募集について 

 

１．実 施 期 間 2020年４月～2021年３月までの月１回開催 
 

２．募 集 人 数 小学校１～６年生のお子さま 42名とその保護者の方 

        （2020年４月１日時点での学年） 
 

３．募 集 対 象 (1)月に１回の開催にあたり、通年でご参加いただける方 

        (2)募集要項の全てにご同意いただける方 
 

４．参 加 費 用 年会費 50,000円（税込） 
 

５．応 募 方 法 西武塾Ｗｅｂサイト内の応募フォームに指定する必要項目にご入力いただき送信して 

ください。（お一人さま１通のみ。） 

       ※「西武塾」Webサイト https://www.seibugroup.jp/kodomo-support/seibujuku/ 
 

６．応 募 期 間 2020年２月 13日（木）10時 ～ ３月１日（日）まで 
 

７．入塾者発表 2020年３月５日（木） 

※応募者多数の場合は抽選となります。ご登録いただいたメールアドレスに抽選結果をお知

らせいたします。 
 

８．お問合せ先 西武塾事務局 ＴＥＬ．（03）6709－3161 

受付時間：月曜日～金曜日の９時～16時 30分（祝日は除く） 

      E-mail seibujuku@seibuholdings.co.jp 

 

（ご参考） 

「西武グループ こども応援プロジェクト」について 

 

お子さまにたくさんの貴重な体験をしていただくこと、それを見守るご家族にとって大切な思い出をつくる

ことで、より多くのお客さまに「ほほえみ」をご提供できればという思いを込めて、西武グループはこども応

援プロジェクトに取り組んでいます。 

西武グループは多種多様な事業をおこなっている強みを生かして、体を使った体験プログラムや親子で参加

できるプログラム、職業体験ができるプログラムなど、年間を通じて多数の「体験」の機会を、日常・非日常

問わず数多くご提案しています。 

 

「ほほえみＦａｃｔｏｒｙ」について 

 

１．概 要 グループビジョンの浸透と挑戦しやすい風土づくり、またグループ内の横断的な連携の促進

を目的に、西武グループ社員が「グループビジョンを実現するために、西武グループで取り

組むべき施策」についてテーマに基づいて議論し、経営層に提案するものです。 

 
 

２．実 施 状 況 2008年度より毎年実施し、2019 年度で 12回目を迎えました。全国の西武グループ各社か

ら社員が参加し、これまでに延べ 372 名のグループ社員が経営層への提案をおこなってお

ります。 

        「ほほえみＦａｃｔｏｒｙ」の提案から実現したものとしては、「西武塾」のほかにも駅ナ

カ・駅チカ子育て支援施設の「Ｎｉｃｏｔ（にこっと）」、飯能・西武の森における「アオダ

モ植樹」などがあります。西武グループの事業の裾野を広げるとともに、グループ理念の実

現に大きな役割を果たしています。 

 

 

 

 

 

https://www.seibugroup.jp/kodomo-support/seibujuku/
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干潟の生きものとふれあい 

自然環境を学ぶ         
 

 

【日時】 2020 年９月 13 日（日） 

【場所】 横瀬町寺坂棚田（埼玉県秩父郡横瀬町） 

【内容】 春に植えた苗をみんなで稲刈りします。 

     天日干しも体験します。 

 

【日時】 2020 年４月 19 日（日） 

【場所】 グランドプリンスホテル新高輪（東京都港区） 

【内容】 プリンスホテルでの入塾式。 

         新しい仲間とホテルのお仕事体験で、 

「おもてなし」の心を学びます。 

 水族館でのお泊り体験 

～海の生きものたちの夜の生態観察～ 

【日時】 2020 年８月７日（金）・８日（土）（１泊 2 日） 

【場所】 横浜・八景島シーパラダイス   

（神奈川県横浜市） 

【内容】 魚やペンギンは、どうやって寝るのかな？ 

水槽の前でお泊りして、昼と夜の生きもの 

たちの様子を観察します。 

 

【日時】 2020 年５月 17 日（日） 

【場所】 横瀬町寺坂棚田（埼玉県秩父郡横瀬町） 

【内容】 稲の手植えを体験します。 

お米づくりの大変さと食のありがたさを 

学びます。 

2020 年度 西武塾（第 8 期）プログラム一覧 

※ 実施予定日、場所などは変更になる場合があります。 

新 規 

入塾式＆ホテルのお仕事体験 
農業体験 ① 

「田植えに挑戦」 

食のありがたみ。 

【日時】 2020 年６月 21 日（日） 

【場所】 メットライフドーム(埼玉県所沢市） 

【内容】 西武ライオンズのお仕事について学び、ドー

ム内のさまざまな施設を見学します。午後は

仲間と一緒に公式戦の観戦も！ 

農業体験 ② 

「稲刈りに挑戦」 

食のありがたみ。 

メットライフドームで 

お仕事体験と施設見学 
【日時】 2020 年７月 19 日（日） 

【場所】谷津干潟(千葉県習志野市) 

【内容】 ラムサール条約登録湿地の谷津干潟に入り、 

鳥やカニ・貝など生きものの観察を通じて、 

人と自然のつながりについて学びます 

 



 

 

 

 ハワイを学び楽しむ＆卒業式 

【日時】 2021 年３月 21 日（日） 

【場所】 ダイヤゲート池袋（東京都豊島区） 

【内容】 旅の楽しさやハワイの魅力、ハワイ語も学び 

ます。最後は 1 年間の思い出を胸に、卒業式 

をおこないます。 

 身近な防災・災害について学ぶ 

 室内スケート場のお仕事見学と 

スケート体験 

 

【日時】 2020 年 11 月 15 日（日） 

【場所】 BIGBOX 高田馬場(東京都新宿区) 

【内容】 親子で体を動かす体験と健康について学び、 

スポーツ・食事・ショッピングが楽しめる  

BIGBOX 高田馬場の施設も探検します。 

 動物とのふれあい教室 

【日時】 2021 年１月 10 日（日） 

【場所】 大宮国際動物専門学校(埼玉県さいたま市) 

【内容】 ワンちゃんのトリミング、トレーナー体験を

はじめ、動物たちの健康チェックや、爬虫類、

水生生物についても学びます。 

バスと鉄道のお仕事体験 

【日時】 2020 年 12 月６日（日） 

【場所】 西武鉄道 小手指地区職場(埼玉県所沢市) 

【内容】 バスや鉄道のお仕事体験を通して、交通 

安全や乗車マナーの大切さを学びます。 

 

【日時】 2021 年２月 14 日（日） 

【場所】 東大和スケートセンター（東京都東大和市） 

【内容】 室内スケートリンクでのお仕事を見学。     

実際にスケートしながら、氷上の楽しみ方を   

学びます。 

※ 実施予定日、場所などは変更になる場合があります。 

 

【日時】 2020 年 10 月 11 日（日） 

【場所】 そなエリア東京（東京都江東区） 

【内容】 東京臨海広域防災公園「そなエリア東京」で、 

様々な災害の恐ろしさと日頃からの準備の 

大切さを学びます。 

フィットネスクラブの体験と 

複合施設探検 

新 規 


