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2019

0歳からのあそびとまなび ベビー向け継続クラスのご紹介

月

英会話MLS
[ベイビークラス]

TUE

3

by モデル・ランゲージ・スタジオ

12

英会話MLS
[親子クラス]

TUE

3

by モデル・ランゲージ・スタジオ

2

月

EVENT CLASS
SCHEDULE

文化・芸術

【花と遊ぼう♪キッズ花育】

［土曜日］

春のお花畑 どんなお話をしているのかな♫

（年少〜小学 6 年生）

16、24、30にも開催 】
テクノロジー 【体験会 3/10、

12

VIVISTOP KASHIWANOHA

3

3

2019

〝 tkids〟
で検索

月

tkids

遊びながら学べるイベントがいっぱい！ 気になるクラスはスマホでかんたん予約

（新小学 4 年生以上）

文化・芸術

インプロ
（即興演劇）体験ワークショップ

（年少〜年長）

［日曜日］

特別企画 【毎週日曜日開催】

【保護者向け】
「T-KIDSで探そう、新しい学び」
習い事相談会

（新年少〜小学 6 年生の保護者）

4

文化・芸術

未来ある子供たちのために

［月曜日］

習ったその日から使える、
日常表現や手遊び歌などを取り上
げます。オリジナルマット（BabyTouching Mat)を使って
「形や色、柔らかい・つるつる・ふわふわ」
などの
「手触り」
を
「体
感しながら」
身につけます。
対象年齢 0歳〜1歳5ヶ月と保護者
日時

楽しい体験を通して「英語が好き‼」なお子様を育てます。
MLS独自の指導法「ドラマメソッド®」はドラマ
「劇」の要素を
取り入れているのが特長です。
「自分の言葉」
として自在に使
いこなせる英語を身に付けられます。
対象年齢 1歳半〜3歳と保護者

3/12(火)12：00〜12：50
毎週火曜日 通常クラス内(2月)
11：00〜11：50

■体験受講料：無料

日時

3/12(火)12：00〜12：50
毎週火曜日 通常クラス内(2月)
10：00〜10：50

■体験受講料：無料

※動きやすい服装

7

大人気！未来の葉バレエスタジオ

（①2歳〜6歳 ②小学1〜4年生）

Baby&Toddler 【体験会】

［木曜日］

8

ベビーサイン教室

T-KIDS は

（6 ケ月〜 1 歳半頃と保護者）

2 周年 !

Baby&Toddler

［金曜日］

9

絆を深め成長を促す♪ ベビー＆ママヨガ

（3ケ月〜1歳半くらいと保護者）

探究・理数
いままでの望遠鏡をブラッシュアップ

［土曜日］

100倍の倍率まで見える望遠鏡を作ろう！

（小学 2 〜 6 年生）

探究・理数 【体験会】

誰もがうちゅうにむちゅうになれる うちゅう教室

※動きやすい服装

（新小学 1〜 6 年生）

探究・理数 【通常クラスでの体験受講 3/23にも開催】

理科実験教室 キッズラボ

ベビーサイン教室
by 日本ベビーサイン協会

THU

THU

3

3

7

21

お母さんが元気になる親子教室

ベビーパーク

（①新年中〜年長 ② 新小学 1〜3 年生 ③ 新小学 4〜 6 年生）

10

Baby&Toddler

［日曜日］

by TOEZ（トイズ）

音とリズムで感性を育む！生演奏リトミック♪

（①③ 3ヶ月〜2歳と保護者 ② 2歳〜4歳と保護者）

レゴ®スクール 【体験会】

【4月開校】
レゴ®スクールサテライト
テクノロジー 【体験会】

小学生向けプログラミングスクール Tech

12
16

対象年齢 6ヶ月〜1歳半頃と保護者
日時

3/7(木)、21(木) 11：30〜12：30

日時

■体験受講料：無料 ※持ち物…普段の赤ちゃんお世話セット

詳細はT-KIDSシェアスクールまでお問い合わせ
ください。

※動きやすい服装

体験予約！

キッズアカデミー

気になる継続クラスがありましたら
体験受講をお申し込みください。

by TOEZ（トイズ）
8 歳までの数年間は『脳』を良くする
最後のチャンスです。子どもの本能で
ある「探求反射」
「 模倣反射」を引き出
し、
「 知 能 因 子を刺 激する知 的おも
日時
ちゃ」
で楽しく遊ばせることで、子ど
もの知能を飛躍的に伸ばします。

第5回 T-KIDS ハイハイレース

（0歳〜3歳と保護者）

（ハイハイができる未歩行の赤ちゃんと保護者）

親子で学ぶ冒険型教室 ファミラボ

17

（新年長〜小学 2 年生と保護者）

フィジカル

パパとママがスポーツ科学の先生になる！

biima式「自宅や公園で子どもの運動神経を高める」
（年少〜年長と保護者）
親子教室〜縄跳び編〜
ワークシ
ョップ
フィジカル

21世紀型総合キッズスポーツスクール

biima sports

18

（新年少〜年長）

文化・芸術

未来ある子供たちのために

［月曜日］

学びが大好き！自ら学び、考える力を持つ子を育てる教室

英会話MLS【ベイビークラス／親子クラス】

探究・理数 【通常クラスでの体験受講】

［日曜日］

対象年齢 0〜3歳と保護者

（新小学 2〜 6 年生）

特別企画

［土曜日］

お子さまの知的能力だけではなく運動能力も高め、手先の器
用さ、社会性を育む乳幼児親教室です。1人ひとりの発達具合
に合わせた幼児教育(=適期教育)による
「叱らない楽しい育
児」
を肌で感じてください。

Kids School

英語・外国語 【体験会】

［火曜日］

魔法のコミュニケーション、ベビーサイン。
まだお話のできな
い赤ちゃんにも、
ママやパパに伝えたいことがたくさんありま
す。
ベビーサイン、絵本やふれあい遊びを通し、
かけがえのない
時間を過ごしていただきます。

（年少、年中、年長）

21

大人気！未来の葉バレエスタジオ

（①2歳〜6歳 ②小学1〜4年生）

Baby&Toddler 【体験会】

［木曜日］

22

ベビーサイン教室

（6 ケ月〜 1歳半頃と保護者）

T-K IDSシェアスクールは、キッズデザイン賞
「子どもたちの創造 性と未来を拓くデザイン部門」を受賞しました。

Baby&Toddler

［金曜日］

24

絆を深め成長を促す♪ ベビー＆ママヨガ

（3ケ月〜1歳半くらいと保護者）

文化・芸術

［日曜日］

プロの漫画家が教える
【体験マンガスクール】

（小学1〜6年生）

探究・理数

無料体験会

“ふわっ、すーっと動くホバークラフトをつくろう！”

小学生のための本格ロボット教室

（小学1〜6年生）

探究・理数 【体験会】

対象年齢 3〜8歳と保護者

誰もがうちゅうにむちゅうになれる うちゅう教室

※ 開講日時が決まり次第、ご案内を
開始いたします。

詳細・お申し込みはこちらから

イベントクラスとして大人気のレゴ®スクールサテライトが、
4月から月1 回日曜日に継 続してご受講いただくクラスと

SUN

3

by ラーニングシステム

して開校いたします。ぜひ体験会にお越しください！

10

（新小学 1〜 6 年生）

ついに

レゴ®スクールが大切にする“Learning by Making"＝
「作ることで学ぶ」
「遊びながら学ぶ」
を体験しよう！

探究
・
理数 【体験会】
文化
・
芸術

https://tkids.tsite.jp/informations/75.html

レゴ®スクールサテライト体験会

C 2019 The LEGO Group.
LEGO, the LEGO logo, DUPLO and MINDSTORMS are trademarks of the LEGO Group. ○

ロジカルシンキング教室

【4月開校 継続クラス】
レゴ®スクールサテライト

（新小学1〜6年生）

文化・芸術 【体験会】

アトリエ太陽の子

T-KIDS の最新情報は SNS でチェック！

@ tkidssharedschool

@tkids.kashiwanoha

千葉県柏市若柴 227-1
柏の葉 T-SITE 蔦屋書店 2F

TEL
営業時間

04-7197-7801
9:00〜19:00

（年少〜）

テクノロジー

［日曜日］

クラスを予約するには、T-KIDS の会員になる必要があります。入会無料で WEB サイトから会員登録ができます。

ADDRESS

【3日連続プログラム】
なまらく子供落語教室

［火曜日］

31

クラスの予約について

T-KIDS シェアスクール 柏の葉

26

（3歳〜新年長）

ワークシ
ョップ
文化
・芸術
【3/26・3/28・3/30 3日間連続】

宇宙をVRで体験しよう！

（小学1年生〜中学3年生）

探究・理数

あたまとからだを使って遊ぶ体験型算数ワークショップ

「数」
で遊ぼう！ビンゴ大会！
会員登録（無料）とご予約はWEBサイトから

https://tkids.tsite.jp/
tkids

〝 tkids〟
で検索

（年長〜小学1年生）

探究・理数

あたまとからだを使って遊ぶ体験型算数ワークショップ
「数と計算」
で遊ぼう！計算ビンゴ大会！

（小学1〜3年生）

文化・芸術

インプロ
（即興演劇）体験ワークショップ

（年少〜年長）

新年少向け

なにがみえるかな

新年中向け

タワーゲーム

新年長向け

あわだて器

どんな動物が見えるかな？望遠鏡で覗いてみよ
う！キリンはどんな所に住んでいるのかな？動物
を組み立てて、その住処もデザインします。望遠
鏡を使って動物たちを探してみましょう。

ブロックでタワーを作ってみよう！3種類のブ
ロックでタワーを組み立てよう！タワーが同じ
高さなのに使ったブロックの数が違うのはな
ぜだろう？

あわたて器でかき混ぜよう！小さい歯車と大き
い歯車を組み合わせて、あわたて器を組み立て
てみよう！どんなものをかき混ぜることができる
かな？

■時間 ①10：00〜10：50 ②11：10〜12：00
■定員：各6名
■体験受講料：無料

■時間 ①11：10〜12：00 ②12：20〜13：10
■定員：各6名
■体験受講料：無料

■時間 ①10：00〜10：50 ②12：20〜13：10
■定員：各6名
■体験受講料：無料

※つくった作品を持ち帰ることはできません。体験会に参加の際は、保護者同伴でご参加ください。

対象年齢

年少〜年長

開催曜日

毎月第2日曜日

■時間：年少 10：00〜10：50
年中 11：10〜12：00
年長 12：20〜13：10
■受講料：3,000円（税込）／月
※ 別途教材費がかかります。

開講！

NEW

【3日連続プログラム】

宇宙をVRで体験しよう！

なまらく子供落語教室
by オフィスゾーイ

TUE

THU

SAT

3

3

3

26

28

30

手拭いのたたみ方、扇子の使い方、上下（か
みしも）の基礎などを学び、実際に落語を
演じてもらいます。稽古最終日はみんなで
落語の発表も行います。日本の古典芸能、
落語を楽しく学びましょう！
対象年齢

年少〜

時間

①10：00〜11：00
②11：30〜12：30

※教材費には、
高座扇
（扇子）
、
手拭い代を含む
最終回には、
浴衣か着物をお持ちください（お持ちの方のみ）。

【花と遊ぼう♪キッズ花育】

春のお花畑 どんなお話を
しているのかな♫

SAT

3
by 加藤 弘美

2

花と遊ぼう♫キッズ花育は、表現力、感性、
豊かな心を育むことを目的とした教室で
す。3 月のテーマは「春のお花畑 どんな
お話をしているのかな ♫」。春のお花をた
くさん使って、お花畑を作ります。

対象年齢 年少〜小学6年生
時間

by Yspace（ワイスペース）

13：30〜15：00

3

31

宇宙を身近に感じよう！！日本にも世界にも宇
宙の仕事はたくさんあります。前半は宇宙の
仕事について講義を行い、後半では VRを用
いて未来の月面都市を体験します。最後は自
分のやりたい宇宙の仕事を描いてみよう！

時間
時間

教材費：324円(税込)

SUN

3
by biima sports（ビーマ・スポーツ）

17

早稲田大学スポーツ科学部教授監修。今回
のテーマは「縄跳び」！複合動作である「縄
跳び運動」を通じて、ジャンプ能力はもち
ろん、身体や縄をコントロールする力やリ
ズム能力を高める方法をスポーツ科学理論
に基づいてレクチャーします！

9：30〜10：40

※持ち物…作品を持ち帰る袋（大きいもの）
ハサミを使います。

※運動できる服装、
室内シューズ
（靴底が白いもの）
給水用の飲み物

親子で
学べる

対象年齢 年長〜小学1年生
時間

10：00〜11：00

by IMPRO KIDS TOKYO

SUN

SUN

3

3

（インプロキッズトウキョー）

3

31

【インプロとは】即興演劇という意味です。
役者同士がお互いの言動を受け入れ合い
シーンを進めていく中にはコミュニケー
ションに必要な要素がたくさんつまってい
ます。仲間と協力して、世界にひとつだけ
の物語をつくろう！

船が地上で浮いてる！？ホバークラフトの仕
組みを一から学びながら、プロペラから自
分で作成し、軽い素材をうまくつかってフ
ワーと浮いて動くホバークラフトづくりに挑
戦しましょう！！

16：00〜18：00

時間

22

3ヶ月〜1歳半くらいと保護者
10：30〜11：30
親子で
学べる

体験受講料無料

by T-KIDSシェアスクール 柏の葉

両手両ひざを使って前へ進
み、ゴールを目指す競技です。
参加者には、フォトスタジオ
sarah houseが撮影した家族
写真 を1枚プレゼント！
ゴールを目指して頑張って
ください！

対象年齢

時間

16

ハイハイができる未歩行の
赤ちゃんと保護者
①10：00〜 ②10：30〜
③11：00〜 ④11：30〜
⑤12：00〜 ⑥12：30〜

（各回30分程度）

親子で
学べる

■定員：各5組 ■受講料：1,080円（税込）

by T-KIDSシェアスクール 柏の葉

「うちの子には、どんな習い事が合
うの？」
「どういう基準で選べばい
いの？」お茶でもしながら、お子
さんにぴったりの習い事を一緒に
探しませんか？ 2019 年 4 月から
の新継続クラスについてもご案内
いたします。ワンドリンク付き。

3

24

by 漫画教室いるか M.B.A.

マンガを描いたことがない初心者でも大丈
夫！その子の興味やレベルに合わせて指導し
ます。プロと同じ画材（Gぺん・丸ペン・イ ン
クなど）
を使ってマンガを描いてみましょう！
カッターが使える人はスクリーントーンも使
います。

15：00〜16：30

SUN

SUN

SUN

SUN

SUN

3

3

3

3

3

対象年齢

日時

■定員：各1組 ■受講料：無料

※持ち物…赤ちゃん誘導用おもちゃ

3

10

17

24

31

新年少〜小学6年生の
保護者
3/3、
10、
17、
24、
31(日)
①10：00〜10：30
②10：30〜11：00
③11：00〜11：30
④11：30〜12：00

いよいよ新学期！まだ間に合う！継 続クラス体 験会 特集
※体験会は保護者同伴でご参加ください

VIVISTOP
KASHIWANOHA

小学生向けプログラミングスクール

誰もがうちゅうにむちゅうになれる

ロジカルシンキング教室

by VIVITA（ヴィヴィータ）

by CA Tech Kids（シーエーテックキッズ）

by うちゅう

by ロジム

子どもたちの知的好奇心を引き出す「アソ
ビ」と「マナビ」のコミュニティ、VIVITA。
ここにあるのは、子どもたちが「好き」を見
つける「きっかけ」、そしてその芽生えた好
奇心の種を加速する「環境」です。
対象年齢
日時

新小学4年生以上
3/2(土)、10(日)、16(土)
24(日)、30(土)
10：00〜11：00

Tech Kids School

Tech Kids School は、日本最大の小学生
向けプログラミングスクールです。ゲーム開
発を通して、論理的に考える力・情報を発
信する力を育み、「アイデアを実現する力」
を身につけることができます。
対象年齢

新小学2〜6年生
3/10(日)14：00〜15：30
16：00〜17：30
毎週火曜日 通常クラス内
18:10〜19:10のみ

日時

うちゅう教室

うちゅうをきっかけに自分のやりたいを発見
し、夢に向かってまっすぐ進み続けられる子ど
もたちを育成する教室です。最先端テクノロ
ジーを駆使し、彼らが生きる未来に寄り添っ
た教育を探究・創造学習を通じて行います。
対象年齢

新小学1〜6年生

日時

3/9(土)、24(日)
14：00〜15：30

授業の中心は「問題解決」です。自ら考え、
実験し、前進していく力を身につけます。成績
を上げるには？朝の通勤ラッシュをなくすに
は？という身近な問題を題材に、ロジカルシン
キングの考え方を使って、解決策を考えます。
対象年齢

日時

新小学1〜6年生
3/24(日) ① 9：30〜11：00
②11：30〜13：00
毎月第4土曜日 通常クラス内

※学年ごとの開催時間はWebを
ご確認下さい。

■体験教材費：1,080円(税込)

※持ち物…動きやすい靴

※持ち物…筆記用具・PC（お持ちの方）

※持ち物…筆記用具

親子で学ぶ冒険型教室 ファミラボ

理科実験教室

by tanQ（タンキュー）

by 専修

by biima sports（ビーマ・スポーツ）

キッズラボでは、理科実験を通じて思考力・
洞察力・積極性を育てていきます。未来を
背負っていく子どもたちに「理科」の楽しさ
を知ってもらい、多くの人のために役立つ人
材になってほしい。それが私たちの願いです。

早稲田大学の教授陣と、運動能力と非認知能力（知
的、社会的、精神的、情緒的能力。考える力やコミュ
ニケーション能力など、学力以外の能力のこと）を科
学的に高めるプログラムを共同開発。運動神経が決
まる幼児期を対象に、科学的に運動能力を高めます。

※持ち物…筆記用具

【大人気につきクラス増設！】

3

3

3

4

SAT

3

【保護者向け】
「T-KIDSで探そう、
新しい学び」
習い事相談会

SUN

※持ち物…えんぴつと消しゴム。インクを使いますので、
汚れてもよい服装でお越しください。

MON

（未来の葉バレエスタジオ）

8

※持ち物…動きやすい服装、バスタオル
給水用の飲み物

プロの漫画家が教える
【体験マンガスクール】

ハイハイレース

FRI

3

ヨガを通して親子の絆を深めます。ベビー
の夜泣きや便秘の解消・血行促進に効果
的！ママはストレスや腰痛、コリの解消、
骨盤のゆがみ等産後トラブルの改善におス
スメです。

■定員：15組(30名)
■受講料：2,160円（税込）

時間

MON

by Mirainoha Ballet Studio

by JAHA 協会認定講師
山中里江加

3

※持ち物…筆記用具、手提げ袋

■定員：20名
■受講料：2,700円 教材費：324円（税込）

■定員：各10組
■受講料：３,240円（税込）

第5回 T-KIDS

FRI

対象年齢

対象年齢 小学1〜6年生

13：00〜14：30

SUN

31

24

絆を深め成長を促す♪
ベビー＆ママヨガ

18

音とリズムで感性を育む！
生演奏リトミック♪

by 柏の葉リトミック教室
アンファン

SUN

3

キッズラボ

21世紀型総合キッズスポーツスクール

biima sports

アトリエ太陽の子

10
by 主婦の友リトルランド

「数と計算」で遊ぼう！
計算ビンゴ大会！

算数において「計算」は外せない単元です。
今回は、大きな数を数えるゲームや、計算
しながら進めていくビンゴゲームなどを通
して楽しく計算を学びます。
対象年齢
時間

■定員：各15名 ■受講料：各1,620円 教材費：各324円(税込)

MARCH 2019 EVENT CLASS

インプロ
（即興演劇）
体験ワークショップ

大人気！未来の葉バレエスタジオ

by math channel(マスチャンネル)

by うちゅう

時間

未来ある子供たちのために

体験型算数ワークショップ

計算の概念を捉える基礎力として、数や数
字をイメージできるようになろう！数を数
えることやものの個数と数字を結びつける
思考を、楽しくゲームで身につけます。

16：00〜18：00

※持ち物…飲み物、動きやすい服装

あたまとからだを使って遊ぶ

SUN

3

■定員：各12名
■受講料：各2,160円 教材費：各3, 240円（税込）

時間

■定員：6組
■受講料：３,240円（税込）

小学生のための
本格ロボット教室

対象年齢 小学１〜6年生

対象年齢 年少〜年長

対象年齢 年少〜年長と保護者

■定員：15名
■受講料：2,160円 教材費：1,404円（税込）

「数」
で遊ぼう！ビンゴ大会！

9

※持ち物…はさみ、ボンド、ティッシュペーパー、手提げ袋

パパとママがスポーツ科学の先生になる！
biima式「自宅や公園で子どもの運動神経を
高める」親子教室〜縄跳び編〜

時間

SAT

3

いままでの望遠鏡をブラッシュアップして、
なんと 100 倍まで見える望遠鏡を作成しま
す。これまでの教室で実施してきた望遠鏡は
3 0 倍ですが、今度はその 3 倍以上！夜空や
星がもっと好きになれるように応援します。

時間

①13:00〜15:00
②16:00〜18:00

※持ち物…色鉛筆

“ふわっ、
すーっと動くホバークラフトをつくろう！”

対象年齢 小学2〜6年生

小学1年生〜中学3 年生

時間
■定員：各12名
■受講料：3,240円

いままでの望遠鏡をブラッシュアップ、

100倍の倍率まで見える
望遠鏡を作ろう！

SUN

対象年齢

■定員：各7名
■受講料：2,160円 教材費：3,672円（税込）

NEW

小学1〜3年生
11：30〜12：30

バレエは音感・柔軟性・集中力・表現力・
創造力等が育まれる総合芸術です。体のラ
インが美しい「姿勢美人」になる絶好の機
会です。憧れのバレエをはじめてみましょう！

対象年齢 ①2歳〜6歳 ②小学1〜4年生
時間

①16:45〜17:30
②17:40〜18:40

■定員：各10名
■受講料：2,160円（税込）
※動きやすい服装（レオタード、タイツ、シューズをお持ち
の方はご着用下さい）

音楽やリズムを心で感じ、身体で自由に表
現することで、音感やリズム感だけでなく
集中力や表現力、創造力を養うアンファン
のリトミック♪ 3月はリズムに合わせて紙と
フェルトで「巻き寿司」を作って遊びます♪

対象年齢
時間

①③3ヶ月〜2歳と保護者
②2歳〜4歳と保護者
① 9 :40〜 ②10 :40〜
③11:40〜 (各50分)

■定員：各10組 ■受講料：2,500円 (税込)
※持ち物…①②③動きやすい服装、給水用の飲み物
②クレパス、スティック水のり

全ての始まりは " 意欲 "。世界は知る価値が
ある程面白い。自然の法則。人体の神秘。
地球の知られざる真実。未知への 情 熱 が
「知りたがり！」「やりたがり！」を育てます。
学びの冒険を、親子で始めてみませんか？
対象年齢

新年長〜小学2年生と保護者

日時

3月16日（土）15:30〜17: 00
毎月第3土曜日 通常クラス内

対象年齢
日時

①新年中〜年長②新小学1〜3年生
③新小学4〜6年生
3/9、23（土）通常クラス内
①13:00〜14:00 ②14:10〜15:10
③15:20〜16:20

対象年齢

日時

親子で
学べる

※持ち物…筆記用具・冒険心

※持ち物…筆記用具

■探究・理数

「うまい」「へた」は気にせず、思いのまま
に表現することを大切にします。楽しく作り、
自由に描くことでアートが好きになり、豊か
な感性は育ちます。遊びながら楽しくアート
に触れることで表現力や創造力を育てます。

①新年少〜年中②新年長〜小学1年生
③新小学2〜3年生
3/17（日）11: 00〜12 : 10
毎週水曜日 通常クラス内
①15:50〜16:50 ②17:00〜18:00
③18:10〜19:10

※持ち物…筆記用具

■英語・外国語

■文化・芸術

■ワークショップ

対象年齢
日時

3歳〜新年長
3/24（日）10:30〜11:30

※汚れても良い服装

■フィジカル

■Baby&Toddler

■テクノロジー

