2019

4月・5月
春号

梅田 KANDAI Me RISE
遊びながら学べるクラスがいっぱい！ 気になるクラスはスマホでかんたん予約

幼児から小学生まで

4月開校第1期生
T-KIDSシェアスクール
申し込 み方 法 のご 案 内
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会員登録
すべてのお手続きには、まず会員
登録が必要となります。スマホ・
PC から無料で登録できます。

大募集!!

クラス予約！

気になるクラスがありましたら
WEB サイトよりご予約ください。

クラス受講！

開始時間 10 分前までに T- K I D S シェア
スクール受付カウンターへお越しください。

新しい季節
！
未来の習い
事をT
-KIDSで探そう！

続けて通いたい！と思ったら . . .
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会員登録はこちらから
https://tkids.tsite.jp/regist/input.html

継 続クラス申し込み！

申し込み手続きはT-KIDSシェアスクール
受付カウンターで承ります。

受講スタート！

■T-KIDSシェアスクールの特長
1

T-KIDS シェアスクール 梅田 KANDAI Me RISE
TEL

06 - 6373 - 7474 （ 営業時間

9:00 〜19:00）

423

阪急「梅田駅」茶屋町側から徒歩 5分
JR「大阪駅」から徒歩 10分

少人数制

子どもたち一人ひとりの興味や好きなこ
とをより伸ば すことができるよう、少人
数制（6〜16名程度）
を採用しています。

UNIQLO
OSAKA

〝 tkids 梅田〟
で検索

@tkids.umeda

T-KIDSシェアスクールのクラスはすべ
て、子どもが 講 師 から教わる受 動 的な
形式ではなく、自ら考え、表現すること
を促す能動的学習スタイルです。
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関西大学
梅田キャンパス

T-KIDSシェアスクール 梅田の最新情報はSNSでチェック！
@ tkidsumeda

アクティブラーニング型

梅田
センタービル

https://tkids.tsite.jp/umeda/
tkids 梅田
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NU茶屋町

※ 駐車場はございませんので、付近の駐車場をご利用いただくか
公共交通機関をご利用ください。

WEB

新御堂筋

梅田ロフト

TSUTAYA BOOKSTORE 梅田MeRISE２階
（関西大学 梅田キャンパス内）

ACCESS

従来の「知識詰め込み型」ではない21世
紀型の教育にチャレンジする講師陣が、
それぞれ考え抜いた学びを提供します。

至 西中島南方

ADDRESS 大阪府大阪市北区鶴野町１ ５

個性豊かな講師陣

JR 大阪駅
至 淀屋橋

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。
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花の教室とりのたね〜
by TAJIRO 工房

13

子供の頃、砂場で団子や山を作った思い出は誰もが持つもの
です。いつの時代も自然は人を癒してくれます。生花に触れ、
植物を通じて自由に表現することで自分を認める力を養い、
想像し創造することを大切にしています。

時間

https://tkids.tsite.jp/umeda/search/event/
SUN

こども哲学
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philosophy for children
by P4C（ピーフォーシー)
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時間

■定員：12組 ■受講料：1,404円(税込)／教材費：1,296円(税込)
■持ち物：作品を持ち帰る袋

SAT

算数すごろくで遊ぼう！
算数ゲーム大会！
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年長〜小学6年生と保護者(親子参加)
対象年齢 ※文字が書けないお子様は、大人が代筆する
時間

■定員：各10名
■受講料：2,160円(税込)／教材費：216円(税込)

SAT

九九から浮かびあがるフシギな模様
by math channel
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4

おしごと算数

supported by a.school

小学1〜6年生対象

「麻布メソッド」で学ぶ、
英語で算数・理科

算数や理科には、
数や時間をはじめ子ども同士の会話や遊びに必
要な言葉や表現がたくさん含まれています。
答えが一つで見れば内
容が把握できる算数と、
五感を使いながら行う理科は、
日本語に置
き換えずに英語をそのまま聞く練習に最適。
子供の話したい英語と
聞き取りにこだわったカリキュラム。
それが
「麻布メソッド」
です。

毎週水曜日

開講曜日

体験受講のご予約はこちら！

https://tkids.tsite.jp/umeda/introduction/

T-KIDSプログラミングスクール
Powered by Tech Kids School

小学2〜6年生対象

年中〜小学6年生対象

by マリー

数、図形、計算。学校でおなじみの算数が、
もっと驚きや発見、
ワ
クワクにあふれるものだとしたら。
イヤイヤ取り組む
「勉強」
では
なく、
その魅力の虜になることを叶える算数クラスです。

親子で
学べる

10：30〜12：00

■定員：10組

探究型の算数クラス a.school

開講曜日

ことでも参加可能です。

週1回、月2回など続けて通う習いごとタイプのクラスです。
初回は体 験 受講 料（54 0 円〜）のみでご参加いただけます。

毎週木曜日

プログラミングの知識や技術だけではなく、
アイデアを考える
力、計画・段取りする思考力、論理的に考える力、人前で伝える
発信力など様々な
「アイデアを実現する力」
をゲーム開発を通じ
て楽しみながら身に着けることができます。

毎週金曜日

開講曜日

体験受講料：540 円（税込）

体験受講料：540 円（税込）

体験受講料：540 円（税込）

■受講料：3,240円(税込)

SAT

「立体」に秘められた謎を
「工作」で解き明かそう！
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by math channel

4

MATSUO method (マツオメソッド)
キッズスクール
by WINNING BALL

YouTuber Academy（スクール）

絵画造形教室アトリエレゴット

by FULMA(フルマ)

by TAJIRO工房
小学1〜6年生対象

小学1〜3年生対象

年中〜小学6年生対象

初 関西
開
講

by math channel

4

20

ビジネスでも使う
「マインドマップ」を活用し、子どもたちの気
持ちを書き出してもらいます。子どもたちの気持ちを可視化
することで、親子コミュニケーションやお子様自身の自己内
省を図ることができます。

①10：00〜11：30 ②12：30〜14：00

楽しく九九に触れてみよう！
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by 絵青(バンタンゲームアカデミー「創造性WS」講師)

安心して対話できる環境で、ゆっくりと自分の考えを話し、周
りの人たちの考えを聞き合います。自分自身の問いを大切に
し、参加者全員で哲学的な問いを探究しながら、問いを設定
する力と論理的に考える力をつけます。

10：30〜12：00

SAT

マインドマップを活用した
親子の心の交流会

対象年齢 ①小学１〜3年生 ②小学4〜6年生

対象年齢 5歳〜小学6年生

継続クラス

イベントクラスのご予約はこちら！

初 関西
開
講

SAT

子供の花育 〜フラワーアレンジメント

休日を中心に1回ずつ受講できるクラスです。

初 関西
開
講

イベントクラス

10：00〜11：00

時間

■定員：20組 ■受講料：2,160円(税込)／教材費：540円(税込)
■持ち物：筆記用具

5

by Co-Lab.（コラボ）

対象年齢 小学１〜3年生と保護者

自分の体ってどうやって出来ているんだろう。
私たち生物のからだの中には、
「 DNA」
という
設計図があります。実験でDNAを自分から取
り出してその不思議さを学びましょう！

■探究・理数

時間

■受講料：4,320円(税込)

■英語・外国語

15：00〜16：30

親子で
学べる

■持ち物：筆記用具

■文化・芸術

■フィジカル

親子で学ぶ冒険型教室

世界に隠された黄金の数を探せ！

子どもの身近で好きなものをテーマに、
ワクワ
クドキドキの世界へご案内します。
テーマは「世
界に隠された黄金の数」。親子で自然の“神秘”
や“美しさ”について学んでいきましょう！
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■受講料：4,536円(税込)

6

競争か？共存か？ 動物たちの生き方！

ゾウ・ウサギ・カンガルー・キリン・牛・ゴリラ
この中に実は仲間外れがいる！？テーマは「自
然界での生存競争」。生き物の分類も学びな
がら“生きること”について探究します！
対象年齢 小学１〜4年生と保護者

①10：30〜12：00 ②15：30〜17：00

■定員：各10組

■テクノロジー

MON

tanQファミラボ

時間

13：00〜14：30

■持ち物：筆記用具、
冒険心

毎月第２、第４金曜日

YouTuberになる過程にある、企画、ICTリテラシー、表現力、伝
える力、撮影・編集の技術といった学びにフォーカスした教育プ
ログラムです。好き！やりたい！という気持ちを実現できたこと、
応援された経験が子どもたちの自信を育みます。

開講曜日

体験受講料：540 円（税込）

■定員：20組 ■受講料：2,160円(税込)／教材費：540円(税込)
■持ち物：筆記用具

by tanQ（タンキュー）

時間

楽しく体を動かしながら自分の思い通りに操れるカラダと、
目標達
成に向けて理論的かつ前向きに考えられるココロを作ることで、
お
子さまが将来やりたいことを見つけた時に100％全力で取り組み、
才能を開花させるための教室です。
自分自身や仲間とコミュニ
ケーションを取る機会を多く設け、
心身の確かな土台を作ります。
開講曜日

14：00〜15：00

対象年齢 小学１〜4年生と保護者

対象年齢 小学4〜6年生と保護者

13：00〜14：30

■定員：各12組
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DNAを取り出してみよう！

私たちヒトなどの動物は、ごはんをたべて生
きています。みんなの食べたごはんが外にで
てくるまで、からだの中でなにがおこっている
のか？じっけんを通じて、
かんがえてみよう！

時間

■定員：20組 ■受講料：2,160円(税込)／教材費：540円(税込)
■持ち物：筆記用具

MON

消化ってなんだ？

対象年齢 小学１〜４年生

11：30〜12：30

こらぼ実験教室

時間

正多面体の不思議を自分の目で見て手で触ってみよう！講座
では、実際につまようじと粘土を用いて、
「 立体(正多面体)」
をお子様に組み立てて頂き、実物を元に、
「 立体に秘められた
謎」を解明していきます。

対象年齢 小学１〜４年生

対象年齢 年長〜小学４年生
時間

これから九九を学ぶ方から既に九九を学んでいる方まで、全
ての小学校1年生〜4年生が対象です。九九を学んでいない
方は、足し算を使ってその世界を体感します。みんなで素敵
な「九九の世界」をのぞいてみましょう！

誰もがうちゅうにむちゅうになれる

うちゅう教室
by うちゅう

毎月第１、第３土曜日

上手に描く事以上に絵や造形を通じて
「想像力」
を育てることを最
も大切にしています。
今後ますますロボットやITが進化する中、
人
間にしかできない
「想像する力」
は何れ大人になる彼らの生きる力
となります。
アトリエレゴットは描写、
イメージ、
技法、
工作を取り入
れながら子供達の持っている力を引き出し育てていきます。
開講曜日

見学のみ（無料）

体験受講料：540 円（税込）

理科実験教室 キッズラボ
by キッズラボ本部 ディ・アンサーズ(株)

小学1〜3年生対象

毎月第 1 、第 3 土曜日

探究国語クラス
by 知窓学舎

年中〜小学6年生対象

小学4〜5年生対象

初 関西
開
講

「サイコロ」を題材に、
「 立体の展開図」
と「計算」
・
「数」につい
て学べる講座です！クラスの中ではゲーム形式楽しく算数を
学べるコンテンツを実施します！ゲームの中でたくさん算数
に触れて、楽しく算数を学びましょう！

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お子様を育成する教室です！最先端の
テクノロジーを駆使して、彼らが生きる未来に寄り添った教育
を探究および創造学習を通じて行います。

開講曜日

毎月第 2 、第 4 土曜日

体験受講料：540 円（税込）（＋教材費 1,080 円）

知る喜び、
学ぶ楽しさ、
ワクワクする好奇心。
これらは人間の能力
を高める最も大きな原動力ではないでしょうか？様々な自然現
象に目を向け
「体得」
という形で
「夢」
のある教育プログラムの実
践こそが私どもの信条です。
自然科学を通して子供たちの知的好
奇心が主体性を育み、
論理的な表現力、
思考力が身につきます。
開講曜日

毎月 1 回土曜日
毎月 1 回日曜日

※年中から小学2年生対象
※小学3から6年生対象

体験受講料：540 円（税込）

少人数制の対話型授業で、探究的・総合的に国語を学ぶクラス
です。言葉の使い方を学ぶだけではなく、問題への取り組み方、
日本文化について、現代社会についてなど幅広い教養と思考力
を身につけることを目指します。

開講曜日

毎月 1 回 日曜日
体験受講料：3,240 円（税込）

親子で
学べる

未来の習い事を探そう！ 継続クラス生徒募集中！

