「好き！」が学びになる

4

2019

探究クラス特集
3/
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こども哲学教室 ソフィー

［日曜日］

by Philosophize( フィロソファイズ )

世界中で実施されている
「こども哲学」
で考える

1

［月曜日］

ことを楽しめるようになろう！
手や身体を動かす具体的なアクティビティを通じて、普段の生
活では問われない問いについて探究します。相手の考えを知り、
思考を深め、当たり前にとらわれない自由な考えへたどり着く
ための発想力を養います。
対象年齢 ①新年少〜年長 ②新小学1〜3年生
時間

4

［木曜日］

6

［土曜日］

毎月第1・第3土曜
①9:30〜10:30 ②11:00〜12:00

受講料：4,320円（税込）/月 教材費：1,080円（税込）/月
■体験受講料：1,080円（税込）

8

［月曜日］

11

［木曜日］

13

誰もがうちゅうにむちゅうになれる うちゅう教室

［土曜日］

by うちゅう

小さな一歩を大きな飛躍に！宇宙をきっかけに、

14

［日曜日］

自分のやりたいを見つけよう！
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
時間

①新小学1〜3年生
②新小学4〜6年生＋2〜3年目の受講生

月

EVENT CLASS
SCHEDULE

文化・芸術

インプロ（即興演劇）体験ワークショップ
（年中〜小学6年生と保護者）

4

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

文化・芸術

【idea T-KIDS特別企画】
美容師お仕事体験！

（小学1〜6年生）

Baby&Toddler 【初回授業、体験可能】

【4月開講】
ベビーサイン教室（基礎クラス）

（6ヶ月〜1歳半と保護者）

ワークショップ

【新】やりたい「仕事」に気付く「お金」のゲーム
『わくわくワーク』

（小学1〜6年生）

文化・芸術

未来ある子供たちのために
大人気！未来の葉バレエスタジオ

入学・進級おめでとう！
はじまりの季節、新しいワクワクを探しにいこう！

（2歳〜6歳）

Baby&Toddler

絆を深め成長を促す♪ ベビー＆ママヨガ
（3ヶ月〜1歳半くらいと保護者）

文化・芸術

【花と遊ぼう♪キッズ花育】
イースターエッグとお花で ハッピーイースター♪

（年少〜小学6年生）

文化・芸術

インプロ（即興演劇）体験ワークショップ
（年中〜小学6年生と保護者）

Baby&Toddler

音とリズムで感性を育む！生演奏リトミック♪
(①③3ヶ月〜2歳と保護者 ②２〜5歳と保護者）

21

［日曜日］

毎月第1・第3土曜日
①14:30〜16:00 ②16:30〜18:00

フィジカル

biima式「自宅や公園で子どもの運動神経を高める」
親子教室〜走り方編〜

（年少〜小学2年生と保護者）

ワークショップ

素敵に光る☆うさぎのランプを作ろう！！

■受講料：5,400円（税込）/月 教材費：2,160円（税込）/月

（4歳〜小学6年生）

■体験受講料：540円（税込）体験教材費：1,080円（税込）

文化・芸術

プロの漫画家が教える【体験マンガスクール】
入門編
（小学1〜3年生）

理科実験教室

キッズラボ

文化・芸術

プロの漫画家が教える【体験マンガスクール】
初級編

（小学3〜6年生+本イベントの参加が2回目以上のお子さま）

by 専修
特別企画

【入学・入園おめでとう！特別イベント】
ランドセルフォト・園制服フォト記念撮影会

目指せ！未来のノーベル賞！様々な実験を経験
して
「科学する心」
を身につけよう！
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。
①新年中〜年長 ②新小学1〜3年生
対象年齢
③新小学4〜6年生
時間

毎月第2・第4土曜日
①13:00〜14:00 ②14:10〜15:10
③15:20〜16:20

（新小学１年生、
または新入園児）

［月曜日］

22

未来ある子供たちのために
大人気！未来の葉バレエスタジオ

24

はじめての「すうじ・ことばあわせ」で、
自分で考える力を身につけよう。

［水曜日］

28

［日曜日］

文化・芸術

ワークショップ

（2〜3歳(未就学児)と保護者）

テクノロジー
Baby&Toddler

パパも一緒に！ファミリーヨガ
（３ヶ月〜１歳半くらいと保護者（パパ・ママ））

■受講料：10,800円（税込）/月 教材費：1,080円（税込）/月

SUN

【入学・入園おめでとう！特別イベント】
ランドセルフォト・園制服フォト記念撮影会

4

by T-KIDSシェアスクール 柏の葉

インプロ（即興演劇）体験ワークショップ
（年中〜小学6年生と保護者）

探究・理数

T-KIDS の最新情報は SNS でチェック！

あたまとからだを使って学ぶ 体験型算数ワークショップ
ブロックを使って数を体験！100で表す世界の数量

@tkids.kashiwanoha

（小学1〜2年生）

入学・入園 おめでとうございます！
T- K I D Sシェアスクール フォトスタジオ「 S a r a h
House」のコラボイベント。春のイメージで装飾された
本棚のフォトスポットで、思い出の記念写真を撮ろう！

探究・理数

あたまとからだを使って学ぶ 体験型算数ワークショップ

クラスの予約について

ブロックを使って数を体験！100で表す世界の数量と割合

ADDRESS

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

5/
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

対象年齢

新小学１年生、または新入園児
（ご兄弟もご一緒にご参加ください！）

（小学2〜4年生）

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。

T-KIDS シェアスクール 柏の葉

21

文化・芸術

■体験受講料：540円（税込）

@ tkidssharedschool

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。

（2歳〜6歳）

2

［木曜日］

5

［日曜日］

時間

探究・理数

自然に隠された秘密を探し出せ！
tanQファミラボ

11:00-17:00 (各回30分)

■定員：各回3名
（小学1〜4年生と保護者）

文化・芸術

■基本料金 ：3,240円（税込）
追加カット：1,080円（税込）
※持ち物・・・ランドセル、園バッグ、制服など
（衣装や小物の貸し出しは行っておりません）

わかぴょんのネイチャーゲーム
（年中〜小学3年生と保護者）

【idea T-KIDS特別企画】
美容師お仕事体験！

MON

4

by idea (イデア)

1

実際に美容室に行き、美容師のリアルなお仕事を体験してみま
しょう！美容師は、
自分の技術でお客様の心と髪をキレイにでき
るお仕事です。
みんなで接客を学んだ後、
自由にヘアアレンジを
してみましょう！
対象年齢 小学1〜6年生
時間

【新】やりたい「仕事」に気付く「お金」のゲーム

SAT

『わくわくワーク』

4

by ファイナンシャルアカデミー

6

やりたい「仕事」に気付く
「お金」のゲーム『わくわくワーク』を
体験！ご参加の方は、カードゲームをお土産としてお持ち帰り
頂けます。
「お金」について、楽しく学んでみませんか？

対象年齢 小学1〜6年生
時間

①15：00〜15：45 ②16：00〜16：45

■定員：各3名 ■受講料：2,160円（税込）

わかぴょんの
ネイチャーゲーム

NEW

SUN

5

5

by 若狭 朋広

ネイチャーゲームとは、五感を使ったゲームで自然を楽しむプロ
グラムです。
こどもの日に心や直感などさまざまな感覚をフルに
使って、親子で自然との一体感を楽しみませんか？

対象年齢 年中〜小学3年生と保護者
時間

10：30〜12：00

■定員：16名 ■受講料：3,780円（税込）

（カードゲーム代2,700円（税込）を含みます）

教材費：540円（税込）

by IMPRO KIDS TOKYO

SUN

3

(インプロ キッズ トウキョー)

31

SUN

4

SUN

4

14

28

【インプロとは】即興演劇という意味です。
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詰まっていま
す。親子で楽しみながら、
「 子どもも大人も一人の人間として尊
敬しあえる関わり方」
を学ぼう！
対象年齢 年中〜小学6年生と保護者
時間

10：30〜14：00

■定員：10組
■受講料：2,160円

インプロ（即興演劇）
体験ワークショップ

親子で
学べる

※持ち物・
・
・飲み物、動きやすい服装

SUN

4

by biima sports（ビーマ・スポーツ）

21

プロの漫画家が教える【体験マンガスクール】

4
by 漫画教室いるか M.B.A.

入門編

早稲田大学スポーツ科学部教授監修。
今回のテーマは、
運動会前
のこの時期に！自宅や公園で
「子どもの足を速くする方法」
！ サッ
カー・野球・バスケなど、
いろいろなスポーツで活躍するために必
要なスキルをスポーツ科学理論に基づいてレクチャーします！
対象年齢 ①年少〜年中と保護者 ②年長〜小学2年生と保護者
時間

■定員：各10組 ■受講料：3,240円（税込）

親子で
学べる

対象年齢 小学1〜3年生

あたまとからだを使って学ぶ

時間

13：30〜14：30

■定員：各15名 ■受講料：各2,700円 教材費：各540円(税込)

APRIL 2019 EVENT CLASS

SAT

4

by 加藤 弘美

13

28

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。4月のテーマは
「イースターエッグとお花
で ハッピーイースター♪」。植物でカゴをあんで鳥かごから作
ります。
カラフルエッグも飾りましょう！

時間

14：30〜16：00

（未来の葉バレエスタジオ）

22

24

by 学校法人東葛学園

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！

専門家による質の高い幼児教育を行う
「柏さくら幼稚園」の出
張体験教室。
ドイツ生まれの知育教材を使って、いちばん最初
の「考える力」や「集中力」
を育みます。

対象年齢 2〜3歳(未就学児)と保護者
時間

16：45〜17：30

■定員：10名 ■受講料：2,160円(税込)

10：30〜11：30
親子で
学べる

■定員：10組 ■受講料：2,160円（税込）

素敵に光る☆
うさぎのランプを作ろう！！

音とリズムで感性を育む！
生演奏リトミック♪

SUN

4

by こどもワークショップ空間 Yellow Pony

21

SUN

4

by 柏の葉リトミック教室アンファン

時間

※持ち物・
・
・作品を持ち帰る袋（大きいもの）
※ハサミを使います。

自然に隠された秘密を探し出せ！ THU
tanQファミラボ
5

2

by T-KIDSシェアスクール 柏の葉

絆を深め成長を促す♪
ベビー＆ママヨガ
by JAHA 協会認定講師 山中 里江加

春のお祭りイースター企画！今回は、
自分でペイントした和紙を
使って、豊穣や繁栄のシンボルであるうさぎのランプ作りです。
暗い場所で光らせると、
その色が素敵に光ります。春のウキウキ
気分を盛り上げる、楽しい作品を一緒に作りましょう。

14

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♪4月はハッピーイースター☆たまごリトミック♪親子
で/お友達と楽しみながら感性を育みましょう！

対象年齢 4歳〜小学6年生

10：00〜11：30

■定員：15名 ■受講料：2,160円 教材費：1,404円（税込）

※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。

4

by math channel（マスチャンネル）

対象年齢 小学1〜2年生

イースターエッグとお花で
ハッピーイースター♪

4

8

※持ち物…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ください）

対象年齢 年少〜小学6年生

■受講料：3,240円 教材費：540円(税込)

SUN

体験型算数ワークショップ

算数を学ぶ上で必要な「数量感覚」をブロックを使い学んでいき
ます。世界の人口を100個のブロックで表すと…？色々な数を目
で見てイメージしていきましょう。

時間

■受講料：2,160円 教材費：216円(税込)
■定員：各20名

初級編では、入門編同様に顔の描き方をレクチャーした後、
ペン入
れやトーンで影などをつけて更に立体感を意識した仕上げをしま
す。一度イベントに参加したことのある方は、
ぜひこちらにご参加く
ださい！
対象年齢 小学3〜6年生
+本イベントの参加が2回目以上のお子さま

13：00〜14：00

※持ち物・・・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

ブロックを使って数を体験！ 100で表す世界の数量

21

【花と遊ぼう♪キッズ花育】

4

はじめての
「すうじ・ことばあわせ」
で、 WED
自分で考える力を身につけよう。
4

初級編

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ペン・丸ペン・インク
など）
を使ってマンガを描いてみましょう！今回のテーマは顔の描
き方です！

時間

①9：30〜10：40 ②11：00〜12：10

SUN

MON

by Mirainoha Ballet Studio

時間
親子で
学べる

※持ち物…バンダナ、汚れてもよい動きやすい服装、お弁当、水筒

biima式
「自宅や公園で子どもの
運動神経を高める」
親子教室
〜走り方編〜

MON

対象年齢 2歳〜6歳

13：00〜14：30

■定員：8組 ■受講料：3,240円（税込）

未来ある子供たちのために
大人気！未来の葉バレエスタジオ

対象年齢

①13：00〜14：30 ②15：00〜16：30

■定員：各8名 ■受講料：1,620円
※汚れても良い服装

THU

4

11

時間

教材費：540円（税込）

①③3ヶ月〜2歳と保護者
②２〜5歳と保護者
① 9 :40〜10 :30 ②10 :40〜11:30
③11:40〜12:30

親子で
学べる

■定員：各10名 ■受講料：2,500円(税込)

※持ち物…・動きやすい服装、
給水用の飲み物 ②のみ/クレパス、
スティック水のり

パパも一緒に！
ファミリーヨガ

SUN

4

by JAHA 協会認定講師 山中 里江加

28

【4月開講】
ベビーサイン教室（基礎クラス）
by 日本ベビーサイン協会リーダー講師
増田 亜梨沙

THU

4

4

初日授業

ブロックを使って数を体験！ 100で表す世界の数量と割合

「数量感覚」に加え「割合」を学んでいきます。ブロックを使って
「％」のイメージを膨らませながら、
「 数」
と
「割合」を比べていきま
しょう！
対象年齢 小学2〜4年生
時間

15：00〜16：00

花や木などの植物や生き物に隠れているある共通点とはなん
だろう？
「なんで！？」
「どうして！？」
という疑問やワクワクから、
親子で自然の神秘について学んでいきます。Let's tanQ！！

対象年齢 小学1〜4年生と保護者
時間

対象年齢 3ヶ月〜1歳半くらいと保護者

13：00〜14：30

■定員：10組 ■受講料：4,536円(税込)
※持ち物…筆記用具、冒険心

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。

時間
親子で
学べる

対象年齢 ３ヶ月〜１歳半くらいと保護者（パパ・ママ）
時間

10：30〜11：30

■定員：15組(30名)
■受講料：2,160円（税込）

持ち物…動きやすい服装、バスタオル、給水用の飲み物

赤ちゃんの寝顔をみることが多いパパも、
日頃からお子さんと
触れ合っているパパも、
赤ちゃんと一緒に遊びながら成長を肌
で感じ、
ヨガで心身共にリフレッシュしませんか。
ファミリーヨガ
は家族の絆を深め、
今ある幸せに気づくことのできるヨガです。

親子で
学べる

10：30〜11：30
親子で
学べる

■定員：5組
■受講料：3,240円（税込）

持ち物…動きやすい服装、バスタオル、給水用の飲み物

■探究・理数

■英語・外国語

■文化・芸術

■ワークショップ

まだお話のできない赤ちゃんも、
ママ・パパに伝えたいことがた
くさん！ベビーサインを使って赤ちゃんと楽しくコミュニケー
ションをとりましょう！
初回
（4月4日）
のみ2,376円→540円で体験受講できます！
対象年齢 6ヶ月〜1歳半と保護者
時間

初回授業日の4/4 以後、原則第１・3木曜に開催
（全６回）11：30〜12：30

■定員：10組 ■受講料：14,256円（税込）/全6回
教材費：4,968円（税込）

■フィジカル

■Baby&Toddler

親子で
学べる

■テクノロジー

