続ける中で
学ぶ・極める

tanQ LABO

9

2019

9月は体験受講料無料!

月

by TanQ（タンキュー）

9/

習い事として定期的に通う

1

［日］

継 続

クラ ス
の
ご紹介
※ 毎週のクラスにて、体験受講を受け付けて
います。T-KIDSシェアスクールのWEBサイト
からお申し込みください。

EVENT CLASS
SCHEDULE

月

探究・理数

宇宙星太郎スペシャル

【Level.1 】天体望遠鏡を作って星座を学ぼう

（10：30〜12：00）

探究・理数

【Level.2 】遠くはなれた宇宙のはなしをしよう

宇宙星太郎スペシャル

【Level.5 】素粒子と量子力学・宇宙と相対性理論

(15：00〜16：00）

テクノロジー

自由研究に最適！

電気回路作り＋光プログラミング

tanQLABOのクラステーマは美術、芸術、歴史、動物、昆虫、宇宙、車・・・と様々。
皆さんが好きなもの、
身近にあるものの中に無限に広がる、
ワクワクドキドキす
る世界へご案内します。実はこうしたテーマには、
自然が生んだ魅力的な法則や
人類の長い努力の跡が詰まっているもの。学問に対する大好き！を育てます。

テクノロジー

（① 13：00〜15：00 ② 16：00〜18：00）

対象年齢 小学1〜4年生
時間

（10：00〜11：30）

宇宙をVRで体験しよう！

7

毎月第2土曜日 13：30〜15:00

8

体験後3日以内のお申込でパソコン
レンタル料が3カ月無料！

［日］

しみながら身につけることができます。
授業では、
「QUREO
（キュレオ）
」
という独自
開発の子供向けプログラミング学習サービスを用い、
オリジナルゲームの開発を
通してプログラミング技術を学びます。
アイデアから機能、
機能から要素までを分
解させ、
学んだ知識を組み立てることができる
『設計力』
を身につけ、
1年に1回実施
される発表会にてプレゼンテーションを行うことで
『発信力』
も磨いていきます。
対象年齢 小学2〜6年生
時間

毎週火曜日（年40回）①17：00〜18：00 ②18：10〜19：10

■受講料：12,960円（税込）/月 パソコンレンタル料：2,160円（税込）/月

特別企画

（10:00〜 全６回／各回30分）

文化・芸術

【花と遊ぼう♪キッズ花育】
楽しい秋の遠足♪お弁当を作っちゃおう♡

（14：00〜15：30）

自宅や公園で「子どもの足を速くする方法」

特別企画

T-KIDSラーニングカフェ vol.2

子どもも大人も“あそび”から共に成長する共育

（13：00〜15：00）

12

絆を深め成長を促す♪ ベビー＆ママヨガ

14

T-KIDSラーニングカフェ vol.3

Baby&Toddler

［木］

（10：00〜11：30）

特別企画

［土］

こどもの“考える力”と“主体性”を引きのばす哲学対話

15

【第3期生（10月〜）募集！】
インプロ（即興演劇）ワークショップ 子どもクラス

［日］

16

（10：00〜12：00）

文化・芸術

（13：00〜15：00）

文化・芸術

【10月開講】
［月・祝］ なまらく子ども落語教室体験会

クボタメソッド能力開発教室
by 株式会社リトルランド

体験後1週間以内のご契約で、1カ月分の受講料が半額！
対象期間：7/12（金）〜 9/26（木）
〈キャンペーン価格〉受講料：8,100円／月 教材費：840円／月
※母子分離クラス 受講料9,720円（税込）／月 教材費：1,620円（税込）／月

普段の育児で何気なくやっていることを
「脳にはたらきかける」
ように意識して
行うだけで、赤ちゃんの脳は大きく育ちます。脳の神経回路が密になり
「頭の
回転が速いね！」
と言われる頭のいい子に育ちます。
① 2018年10月〜生まれ
対象年齢 ② 2018年4月〜2018年9月生まれ
(生まれ月) ③ 2017年4月〜2018年3月生まれ
④ 2016年4月〜2017年3月生まれ
時間

21

文化・芸術

プロマジシャンから直接教わる【マジック体験教室】

［土］

22
［日］

（10:00〜11:00）

（① 10:00〜11:00 ② 11:30〜12:30）

文化・芸術

親子で学ぼう！巻きすを使わない
「かんたん海苔巻き」教室
（① 10:30〜12:00
Baby&Toddler

音とリズムで感性を育む！生演奏リトミック♪

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。

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
NEW!

算数工作にチャレンジ！"立体"をつくってみよう

※④は母子分離クラスです。

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
ゲームを通して反復計算！遊んで楽しく身につく計算力

23
26

@tkids.kashiwanoha

28
［土］

（15:00〜16:00）

文化・芸術

10月開講クラス

なまらく子ども落語教室
体験会

10月開講クラス
体験会

MON

9

by オフィスゾーイ

わかぴょんのネイチャーゲーム

16

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

［日］

6

10/

［日］

15

インプロ
（即興演劇）
親子ショー

by IMPRO KIDS TOKYO（インプロキッズトウキョ―）

SUN

9

29

（10：00〜11：30）

文化・芸術

プロのマンガ家が教える【体験マンガスクール】
〜入門編〜

（9：45〜10：45）

〜継続編〜

29

9

パフォーマーが柏の葉にやってくる！

絆を深め成長を促す♪ ベビー＆ママヨガ

プロのマンガ家が教える【体験マンガスクール】

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。

by IMPRO KIDS TOKYO（インプロキッズトウキョ―）

SUN

（10:00〜13:30）

文化・芸術

クラスの予約について

【第3期生(10月〜)募集！】 体験会
インプロ
（即興演劇）
ワークショップ 〜子どもクラス〜

Baby&Toddler

［木］

T-KIDS の最新情報は SNS でチェック！

（13:30〜14:30）

探究・理数

毎週金曜日（月3回）①10:00〜11:00 ②11:20〜12:20
③13:00〜14:00 ④14:20〜15:50

［月・祝］

04-7197-7801
9:00〜19:00

② 14:00〜15:30）

(9:40〜 全3回／各回50分）

■受講料 ①〜③：16,200円（税込）／月 教材費：840円
（税込）／月
④：19,440円（税込）／月 教材費：1,620円
（税込）／月
■体験受講料：1,080円（税込）

TEL
営業時間

ことで、

（① 9：30〜10：40 ② 11：00〜12：10）

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」
を楽

千葉県柏市若柴 227-1
柏の葉 T-SITE 蔦屋書店 2F

好きな

フィジカル

プログ
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。

T-KIDS シェアスクール 柏の葉

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

第7回 T-KIDS ハイハイレース

［土］

■受講料：4,536円（税込）/月

ラミングの知識や技術だけでなく、
アイデアを考える力、
計画・段取りする思考力、

ADDRESS

tkids

（13：00〜14：30）

探究・理数

by CA Tech Kids（シーエーテックキッズ）

@ tkidssharedschool

〝 tkids〟
で検索

宇宙星太郎スペシャル

小学生向けプログラミングスクール
「Tech Kids School」

母子分離
クラスが
開講！

9

2019

（11：15〜12：15）

文化・芸術

パフォーマーが柏の葉にやってくる！

インプロ（即興演劇）親子ショー

（13：00〜14：30）

文化・芸術

風魔忍者に学ぶ、リアルな忍術体験！
（① 10:00〜11:40 ② 13:00〜14:40）

10月から月1回の継続クラスとして開催！落語ってどんなもの？
体験会では、手拭い、扇子の使い方、お蕎麦の食べ方や所作を
学び、実際に小話を体験していただきます。最後には講師が落語
を一席行います。
日本の古典芸能、落語に触れてみよう！
対象年齢

小学1〜6年生

時間

10:00〜11:00

■定員：7名
■体験受講料：無料

【10月からの継続クラス情報】
対象年齢…小学1〜6年生
毎月第2土曜日
10:00〜11:00
受講料：3,300円／月（税込）
教材費：3,740円／月（税込、初回のみ）

※持ち物…扇子と手拭い(ご家庭にあるもので結構です）

10月からの3期生を募集します！
「インプロ」
は、仲間と協力しな
がら即興で行う演劇です。生きていくことは即興であり、
より良
く生きる為に子どもの頃からコミュニケーションを楽しみなが
ら体得していくことはとても重要です。即興で相手と関わること
で、思いやり・多様性・自己表現力を養います。

今注目のインプロ
（即興演劇）
のプロのパフォーマーの皆さんを
お招きして、
インプロを親子で体験し楽しみながら学んでいきま
す。前半は即興パフォーマンスをみていただき、後半はパフォー
マーと一緒にインプロのミニワークを行っていきます。演劇を
やったことがなくても大歓迎です！一度体験してみませんか？

【10月からの継続クラス情報】
対象年齢…小学1〜6年生
毎月第2、
４日曜日
時間
13:00〜15:00
10:00〜12:00
■定員：10名 ■受講料：3,240円（税込）受講料：10,800円／月（税込）

■定員：10組 ■受講料：500円（税込）

※持ち物…・飲み物・動きやすい服装

※持ち物…・飲み物・動きやすい服装

対象年齢

小学1〜6年生

対象年齢
時間

年少〜小学6年生と保護者
13：00〜14：30

親子で
学べる

宇宙星太郎スペシャル

SUN

9

1

by 株式会社うちゅう

【Level.1 】

〜天体望遠鏡を作って星座を学ぼう〜

星や星座について学んだ後、望遠鏡はどうして遠
くのものが近くに見られるようになるの？という
謎を解きながら、望遠鏡の中身を学びオリジナル
の望遠鏡を作っていきましょう！夜、作った望遠
鏡をのぞくと、
月のクレーターが見えます。

この宇宙に宇宙人はいる？ ブラックホールは
どうしてできる？宇宙は無くなっちゃう？様々
な宇宙の不思議や疑問について、子どもたちと
探究を通じて宇宙の謎や魅力を伝えていくク
ラスです。

時間

10：30〜12：00

■定員：10名
■受講料：2,160円 教材費：2,160円(税込)

※持ち物・
・
・筆記用具

宇宙をVRで
体験しよう！

〜遠くはなれた宇宙のはなしをしよう〜

SUN

9

by Yspace

1

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！

【花と遊ぼう♪キッズ花育】

楽しい秋の遠足♪
お弁当を作っちゃおう♡

小学1〜中学3年生

対象年齢

時間

時間

※持ち物・
・
・特になし

自宅や公園で
「子どもの足を
速くする方法」
by biima sports

SUN

9

8

by 桑子 研（サイエンストレーナー）

1

SUN

9

8

年少〜小学6年生
14：00〜15：30

■定員：15名
■受講料：2,160円 教材費：1,404円（税込）
※持ち物・
・
・作品を持ち帰る袋（大きいもの）
※ハサミ・ボンドを使います。

小学4〜6年生

※ 高学年推奨（同日の他のクラスより少し難し
い内容になっています）

15：00〜16：00

電気回路を組んだり、
プログラムを組んでロ
ボットを動かしたりします。自分で作ったブ
レッドボードの回路や、
プログラムのデータ
は持ち帰ることができるので、
自由研究にも
最適です。
対象年齢
時間

小学3〜6年生(保護者同伴可）
10：00〜11：30

※持ち物・・・自由に撮影できますので、記
録用にカメラやスマホがある
と良いかもしれません。

親子で
学べる

7

時間

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〜
④ 11:30〜 ⑤12:00〜 ⑥12:30〜
（各回30分程度）

28

柏の葉

ラウンジ

継続編

プロのマンガ家が教える体験マンガスクール。
本物のインクやペンを使ってマンガを描いてみ
よう！今回は顔の描き方です！顔が描けない子
は描けるように、
自分でイラストを描いている子
はかわいく、
かっこいいキャラになるポイントを
お教えします！

継続編では、キャラクター作りのポイントをお
教えします！キャラクターを作る練習として、
ま
ずは色や物から連想して、擬人化したキャラク
ターを作ってみましょう！自分でイラスト、
マン
ガを描いている子や、一度イベントに参加した
ことのある子は、
ぜひこちらにご参加ください！

小学1〜6年生

対象年齢

9：45〜10：45

時間

※ 本イベントの参加が初めてのお子さま

■定員：20名
■受講料：2,160円 教材費：216円（税込）

小学1〜6年生

11：15〜12：15

※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。

SUN

9

by math channel（マスチャンネル）

プロマジシャンから直接教わる

NEW

22

わかぴょんの
ネイチャーゲーム
by 若狭 朋広

SAT

9

21

目の前にある物が忽然と消えてしまう。相手が考えている事を
見事的中させてしまう。
そうした不思議なマジックをぜひやって
みませんか？コツが分かれば意外と簡単。
プロマジシャンが直接
教えます！
対象年齢

■定員：20名
■受講料：2,700円 教材費：216円（税込）

by 小川 千恵（JAHA 協会）

対象年齢
時間

①年少〜年中と保護者
②年長〜小学2年生と保護者

対象年齢

①9：30〜10：40
②11：00〜12：10

■定員：各10組
■受講料：3,240円（税込）
※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

今月のテーマは「かたち
（立体）」。
この形はどう
やってできているかな？何個の材料を使ったら
この形になるかな？木の棒とねんどを使って、
三角形や四角形、立体など様々な形作りを行
い、空間把握の力づくりや試行錯誤する経験を
養います。

時間

3か月〜1歳半くらいと保護者

時間
親子で
学べる

SEPTEMBER 2019 EVENT CLASS

年中〜年長
13：30〜14：30

■定員：15名
■受講料：2,700円 教材費：540円(税込)

対象年齢

小学1〜4年生

時間

15:00〜16:00

■定員：15名
■受講料：2,700円 教材費：540円(税込)

親子で
学べる

■定員：15組（30名） ■受講料：2,160円（税込）

時間

小学1〜6年生

親子でつくろう！巻きすを使わない

①10:00〜11:00 ②11:30〜12:30

23

T-KIDSラーニングカフェ

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。心や直感な
どさまざまな感覚をフルに使って、自然との
一体感を楽しみませんか？
年中〜小学3年生と保護者
10：00〜13：30

■定員：10組
■受講料：2,160円(税込)
教材費：540円(税込)
※持ち物・
・
・バンダナ、汚れてもよい動き
やすい服装、昼食、水筒

SUN

9

by ごはん同盟

22

好きな具材をごはんと海苔で巻いてつくる、
おいしい海苔巻き。
「お寿司に酢飯を使うのはどうして？」
「新米や古米のちがいって
なに？」など、
ごはんにまつわる様々な疑問について、実際に海
苔巻きを作りながら、
ごはん同盟と一緒に探ってみましょう。
対象年齢
時間

■定員：各15名
■受講料：2,592円 教材費：324円（税込）

NEW

「かんたん海苔巻き」教室

小学1〜6年生と保護者

親子で
学べる

①10:30〜12:00 ②14:00〜15:30

■定員：各10組 ■受講料：3,240円 教材費：1,620円（税込）
※持ち物…・エプロン、
ハンドタオル
三角巾
（髪をおおえる大きめのハンカチ、
バンダナ、
手ぬぐいなどでもOKです）
※本クラスでは食材に
「卵焼き、
カニかまぼこ、
きゅうり、
マヨネーズ、
酢飯、
海苔」
を使用
いたします。
こちらの食材にアレルギーをお持ちのお客様のご参加はお控え下さい。

毎月開催

22

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♪9月のテーマは「お月見」
です♪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 ①2〜3歳 ②3〜5歳 ③10カ月頃〜2歳
① 9：40〜10：30 ②10：40〜11：30
③11：40〜12：30

■定員：各10組 ■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
①、
②のみ クレパス、
スティック水のり

親子で
学べる

風魔忍者に学ぶ、
リアルな忍術体験！

NEW

SUN

10

by 野人流忍術 風魔忍術道場

6

関東一円で活躍した「風魔忍者」から、
リアルな忍術を学ぼう！
刀の扱い方、手裏剣の打ち方、基本が判ると本当の忍びの精神
が見えてきます。忍者修行のポイントを書いた小冊子を、テキ
ストとしてお持ち帰り頂きます！
対象年齢
時間

年中〜(小学2年生までは保護者の同伴必須)
①10:00〜11:40 ②13:00〜14:40

■定員：各12組
■受講料：4,400円 教材費：1,100円（税込）

親子で
学べる

※身体を動かしますので、
動き易い服装でいらしてください。

T-KIDSラーニングカフェとは？

子育てに関する保護者のための学びの場です。毎月各分野のゲストをお招きし、
コーヒーを片手に子育てについての“あり方”や“やり方”について考えます。

【vol.2】
子どもも大人も“あそび”から共に成長する共育

時間

SUN

9

by 柏の葉リトミック教室アンファン

時間

10：30〜11：30

by T-KIDS シェアスクール 柏の葉

対象年齢

26

音とリズムで感性を育む！
生演奏リトミック♪

MON

9

ゲームを通して反復計算！
遊んで楽しく身につく計算力

今月のテーマは「計算 ゲーム」です！算数、数
学を学んでいく上で計算は切っても切れない関
係にあります。
この講座では「数字カード」を使
い、楽しみながら気がついたらたくさん計算し
ているような様々なゲームをしていきます。

12

赤ちゃんと一緒にヨガをすることで親子の絆は深まります！赤
ちゃんの夜泣きや便秘の解消、五感を刺激し成長を促します。
マ
マにとってはストレス解消、腰痛肩こり軽減、産後のボディライン
を改善する等の効果があります。

SUN

9

<ゲスト>
町山 辰也さん／COLOR-P（カラップ）代表
野上 義史 さん／あそび隊長

早稲田大学スポーツ科学部教授監修。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！

THU

9

芸術・食・文化･･･秋にピッタリ！ 新しいクラスが仲間入り!!

by 戸崎 拓也

※ 本イベントの参加が2回目以上のお子さま

THU

9

※持ち物…動きやすい服装、
バスタオル、
給水用の飲み物

【マジック体験教室】

入門編

今回より講師が変更になります。

絆を深め成長を促す♪
ベビー＆ママヨガ

対象年齢
にて開催

■定員：各5名 ■受講料：1,080円（税込）

SAT

9

by 漫画教室いるか M.B.A.

時間

9

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プレ
ゼント！ゴールを目指して頑張って下さい！
対象年齢

■定員：10名
■受講料：3,240円 教材費：324円（税込）

プロのマンガ家が教える【体験マンガスクール】

対象年齢

SAT

※持ち物：赤ちゃん誘導用おもちゃ

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
算数工作にチャレンジ！
"立体"をつくってみよう

第7回 T-KIDS ハイハイレース
by T-KIDS シェアスクール 柏の葉

※持ち物・
・
・筆記用具

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。9
月のテーマは「楽しい秋の遠足♪お弁当を
作っちゃおう♡」。生のお花や木の実を使っ
て、かわいいお弁当箱につめます。わぁ〜〜
おいしそう♡

①13：00〜15：00
②16：00〜18：00

宇宙には不思議があふれている。Level.5のクラ
スでは、宇宙の不思議を物理学も交えながらお
話します。
ちょっと難しいけど、
ワクワクする？！
魅惑の世界へ誘います。

■定員：10名
■受講料：2,160円(税込)

※持ち物・
・
・筆記用具

赤ちゃんと一緒に体験できる、ベビー向けクラス！

SUN

9

〜素粒子と量子力学・宇宙と相対性理論〜

時間

■定員：10名
■受講料：2,160円 教材費：540円(税込)

対象年齢

■定員：各12名
■受講料：3,240円 教材費：324円（税込）

13：00〜14：30

電気回路作り＋
光プログラミング

【Level.5】

対象年齢

対象年齢 小学1〜6年生

対象年齢 小学1〜6年生
時間

【Level.2】

自由研究に最適！

対象者
時間
定員

親子で
学べる

受講料

小学1〜6年生の保護者
13：00〜15：00
20名

8

【vol.3】
こどもの“考える力”と“主体性”を引きのばす哲学対話
<ゲスト>
角田 将太郎さん／子ども哲学教室ソフィー代表
天野 美和子さん／研究者

SAT

9

14

葦で船をつくり海族体験や土でアースバックハウスとい

なぜ、
いま哲学なのか？哲学は一見難解で役に立たない

う秘密基地づくり、無人島でサバイバルCAMPなど、
「子

イメージがあるかもしれません。しかし、哲学的な問い

どもも大人も、あそびの中から共に成長していく共育」

は日常に多く潜んでおり、それらについて考えることは

をテーマに、イベントや教育プログラムを実践されてい

とても楽しいものです。また、楽しいだけではなく、哲学

るCOLOR-Pの町山さん（たっちゃん）
と野上さん（よっ

は「考える力」や「こどもの主体性」を引きのばすことが

しー）をお招きします！子どもが学ぶのではなく、子ども

できます。今回は、こども哲学の概要や、具体的な実施

と学ぶ。
「あそびがどうして大事なのか？」
「親だからでき
る子ども達との接し方」など、
「 子どもも大人も“あそび”
から共に成長する共育」をテーマに、親子のあり方につ
いて一緒に考えます。
お気軽にご参加ください。

柏の葉

ラウンジ

2,160円（税込） コーヒー付き

にて開催

※お父様とお母様が参加される場合は、お席確保の都合上、1名ずつご予約いただけますようお願いいたします。

■探究・理数

■英語・外国語

対象者
時間
定員
受講料

年少〜小学6年生の保護者
10：00〜12：00
20名
2,160円（税込） コーヒー付き

方法、実際の哲学対話の体験まで、世界中の幼稚園や
学校で取り組まれている「こども哲学」の理念と方法論
を体系だててご紹介いたします。
こども哲学への理解を
深め、哲学対話の体験を通して、
こどもの“考える力”と
“主体性”を家庭の中で引きのばすヒントが得られます。

※お父様とお母様が参加される場合は、お席確保の都合上、1名ずつご予約いただけますようお願いいたします。

■文化・芸術

■ワークショップ

■フィジカル

■Baby&Toddler

■テクノロジー

