
たのしさのうちに、探究心と考える力を育てる

きっかけは、 ほんの小さなことでいい。 興味をもって探求し、 考えてみること。

　「葉っぱの色が緑色になっているのはどうしてだろう？」

　「どうして糸電話で声が聞こえるの？」

興味は考える楽しさにつながります。

その連鎖は、 視野を広げることへとつながってゆきます。

　「そうか、 わかったぞ！」

探究心は、 考える力につながり、 未知を切りひらく道しるべとなります。

学習、 身体運動、 集団活動、 私たちは、 様々な角度から、 興味を喚起し、

子どもたちの探究心を育みます。

なにより、 「楽しさ」 こそ、 探求の原動力。 楽しくなければ続かない。

　「今日もとっても楽しかったよ！」

そのひとことを大切に、 安全、 そして安心な居場所作りにつとめています。

学童教室

ア　　リ　　ス　　　　キ　　ッ　　ズ

体験・探求・遊び
● 気づき、発見する力
● 楽しさの背景を洞察する力
● 楽しさを人に伝え、共有する力

学習プログラムソーシャルスキルトレーニング
● 塾スタッフによる学校宿題の徹底
● 独自教材による学習の基礎作り
● 体験や探求につながる発展学習

● 姿勢や挨拶などの社会生活順応力
● 仲間とともに協調する力
● 身の回りの整理整頓・自立力

おもしろさ
楽しさ
安心感

ことばと数理
身体運動
ICT実践

基本料金内で、学習・体験・お預かりまでしっかりとしたサービスを提供する、
オールインワンの学童教室です。

1．確かな基礎学力、社会順応力やプレゼンテーションスキルを育成
2．多面的な角度から、アタマとカラダを使った多彩なプログラムを準備
3．「今日も楽しかった！明日もアリスに行くのが楽しみ！」になる空間づくり
4．安心して任せられる充実したスタッフ体制
5．安全に、かつ、安心してくつろげるセカンドハウス

Arith KIDS の教室づくり



スタッフ紹介

　未知の可能性と裏腹の過多な情報化社会、個性が光る多様性と裏腹の不確実に満ちた社会。世界はその傾向をさら
に加速させていくことでしょう。そして、震災や台風被害、新型コロナウイルスなど、さまざまなリスクにもさらさ
れる日々を過ごしています。
　こうしたなかで、確かな歩みをすすめるために、必要な力はなんでしょうか。
　それは、「変化に対応し、みずから考えて切り開いていく力」だと私たちは考えます。
　生物の進化に思いをはせたとき、生き物は環境の大きな変化に直面しながらも、遺伝情報を組み替えながら対応し、
順応して生きてきました。とりわけ、われわれ人類は、それに知能、すなわち「ヒトではなく、人として考える力」を加え、
文明を築き、「いま」の社会を築き上げてきました。
　そうだとすれば、変化のいちじるしい「いま」の世界で、ヒトが「人」としてしっかりと足下を固めて生きてゆく
にあたって、まさに頼りになるのは「考える力」です。
　学童教室 Arith KIDS では、さまざまな角度から、子どもたちの「考える力」を育てます。
　もちろん、ただ単に、おとなたちの理想を子どもたちに提供するのは野暮というものです。人類の進化であっても、
素朴な疑問や興味という、いわば「楽しさ」に支えられた探究心が原点にある。私たちは、「楽しさ」を子どもたちと
一緒に積み上げていく姿勢を忘れません。おとなも子どもも楽しんでこそ。さまざまな人生経験（バックグラウンド）
を持つスタッフとともに、二度とは体験できない素敵な日々を準備して、たくさんの子どもたちとふれあえること、
そして、みんなと未来を切り開いていくことを楽しみにお待ちしています。

代　表　赤星　一統

変化に対応し、みずから考えてたしかな歩みを。

Arith KIDS 代表（西荻塾代表）プロフィール
東京大学経済学部卒・東京大学大学院自然環境学専攻修了

熊本県のヘラブナ釣り大会にて中学生の部・高校生の部を制覇・1 級小型船舶操縦士（船長資格）

熊本県のど田舎出身、やんちゃ育ち。山や川と友達、自分の身体しか遊ぶツールがない田舎で、みんなで
遊びを考えて、日暮れまで遊びに没頭した小学生時代を送る。趣味は釣り。合宿時は料理人としても活躍。
ニックネームは生まれたときから「いっちゃん」でした。

■ Arith KIDS リーダー（総括責任者）

川上　雅史（まーくん）
九州大学文学部卒・元小学校教諭・介護福祉専門員（ケアマネ）

小学校・特別支援学校教諭第 1 種免許保持

熊本県と福岡県を本拠地に、小学校教員及び福祉行政（主に相談業
務）に携わってきました。お子さまたちが、自分を豊かに表現できる、
そんなステキなの場所を整えていきたいと思います。ピアノ弾けま
す。一緒に歌いましょう！

Arith KIDS では、小学校教諭経験者および、西荻塾で低学年指導を長年経験してきた者、教育系大学にて初
等教育を専攻する者、医療職経験者、医療系学生、外国語専攻者、ワーキングマザー、養護教諭経験者など
多彩なスタッフにて、万全の体制でお預かりさせていただきます。また、各種体験プログラム、職業体験等
では、各業界の有識者、エンジニア、士業等さまざまなゲストをお迎えすることがあります。

魚料理シェフ＠奥多摩

■ お預かりスタッフ
槇由美子（まき）

地元西荻エリアで、2児の子育てをしながら、小学校のPTAや児童

館の活動に携わってきました。楽しく子どもたちとふれあいながら、

笑顔でいっぱいの教室にしたいと思います。

佳絵子（かえこ）

地元西荻出身・西荻塾卒業生スタッフです。初等教育を専攻。

「子どもたちの貴重な時間をともにできることを楽しみにしていま

す。」

美華（みか）

地元西荻出身・西荻塾卒業生スタッフです。専攻は看護。

「とにかく身体を動かすのが大好き。たくさん遊んでめいっぱい楽し

んでください。」

当学童はスタッフ 1 名あたり児童 3 ～ 7 名で担当

▲スタッフの集合写真

Arith Kids にこめた思い

■ お預かりチーフ（お預かりシステム）
　川上　惟子（ゆいこ）

養護教諭として、公立小中学校に 30 年以上勤務してまいりました。
その経験を活かし、お子さまの安全・安心な教室づくりにつとめて
います。子どもたちの衛生指導・実験プログラムも楽しんで行って
います！

■ お預かりチーフ（総務担当・衛生管理主任）
赤星　日南（ひな）

大病院にて、臨床検査技師として、患者さんの対応や、衛生管理業

務に携わってきました。子どもと遊ぶのが大好きで、学童で皆さん

に会えるのを楽しみにしています。卓球は市大会優勝、ドラム大好き。



学童教室サービス概要

設備のごあんない

小学１年生～３年生
※通学エリア、持病の有無等、その他
所定の入会審査基準を満たすお子さま
を対象とさせていただきます。詳細は、
パンフレットをご参照ください。

基本利用日：月曜～金曜
休校日　　：土・日・祝

       　  　　12/29 ～ 1/3
※イベント等により、土曜・日曜に開室するこ
とがあります。

１日定員３０名程度
教室の広さ：約 160㎡
・和室のあるくつろげる教室
・集中できる学習環境完備
・密状態は徹底して回避
・衛生管理の徹底

・おやつの提供（有料）
・お弁当（有料）

おやつは必須、お弁当は希望
制のオプションとなります。
※武蔵野給食センターとの契約によ
り、安全かつおいしいお弁当をお届け。

・「学習」プログラム
塾のスタッフが担当。専門の立場
から、保護者の皆様と情報を共有。

・「体験型」プログラム
・ソーシャルスキルトレーニング

・入退室管理システム
・徹底した感染症対策
・学童総合保険加入
・送迎システム

（小１の４月から自力登校が可能になるま
で、最長で 5 月まで対象）

・実践型の情報活用教育
学習プログラムや体験プログ
ラムの実施において、ICT を
積極的に活用します。大型モ
ニターなど、設備も充実。

・特別イベント
奥多摩プログラム・観劇
科学館・美術館見学など

・外部教室提携
西荻塾小学コース、英会話、スイ
ミング、その他習い事など

基本時間 13:00 ～ 19:00
＊夜間延長  19:00 ～ 21:00
＊長期休暇（春・夏・冬）
　　　　　　  8:30 ～ 19:00
※詳細はパンフレットご覧ください。

対象年齢 開校日

基本時間

定員・教室 安全・安心

給食・おやつ

プログラム ICT教育

その他

基本料金内で、十分なサービスを提供します

万全の衛生注意をもって対応いたします。

●和室をメインスペース（16畳）として、学習室、ICT教室、プレイルー
ム（全室土足禁止）、読書コーナー（休憩室）など 160㎡の居室空間
があります。
●定員を 1日 30名程度に限定させていただいておりますので、密状
態を回避して快適にお過ごしいただけます。
●畳は、日本一の畳どころ「熊本県八代産」を用いています。

一人ひとりに、十分なスペースを。

●奥多摩町に、西荻塾・アリスキッズが所有するセミナーハウス。
18名を収容でき、専用庭（BBQ可能）や周辺の自然環境も抜群です。
●季節イベントや野外体験プログラムなどを行います。
●駐車場も完備しておりますので、保護者の皆様もご一緒にイベン
トにご参加いただけます。

■ 奥多摩セミナーハウス■ 160㎡ のひろびろとした空間

静かにくつろげる場所も完備

西荻塾と併設しておりますので、本格的な学
習室や学習設備などもご利用いただけます。



西荻塾による充実したカリキュラム
■ 学習を知り尽くした西荻塾の監修
創立 15 年目を迎える西荻塾が、その豊富な指導経験を活か
し、様々な学習テーマを持つお子さんに対応した学習カリ
キュラムを設定。「こなす」だけの学習ではなく、「身につく」・

「伸ばす」を可能にする学習指導を進めます。
●教材の一例●

学習プログラムは、宿題の管理にとどまりません。本人の理解度や学習姿勢を把握し、
課題があれば克服の指導を行います。また、十分な理解がなされている分野について
は挑戦的な課題を与え、学習意欲や興味関心を高める多彩なプログラムを通して、学
ぶことの楽しさを実感してもらいます。

学習態度の確立

個人学習

ICT 実践

集団学習

保護者との密な情報共有
学習状況は、定期的（月 2回程度）に保護者の方と共有しま
す。西荻塾スタッフの的確な分析に基づき、お子さま個別に
レポートを差し上げています。
　▶学習態度に関するレポート・アドバイス
　▶学習内容・習熟度等に関するレポート・アドバイス
さらに、将来の進路を見据えた進路相談なども随時お受けし
ています。普段の学習から、将来の進学指導に至るまで何な
りとご相談ください。

人の学びは生涯に渡って続
きます。その土台となるの
が「学習態度」です。小学
１年生～３年生まで共通し
て、学習の一環として指導
いたします。

学習に向けた土台づくり

一人で集中して取り組む

メディアリテラシー／プログラミング

一定の時間を集中してやり
きる力は、一朝一夕には身
につきません。
アリスキッズで勉強に取り
組む体力を鍛えましょう。

友だちの意見を聴いたり、
話し合ったりすると、自分
にない気づきを得ることが
できます。互いに触発し合
うことで、より高い成果に
結びつくことを経験します。

仲間と協同して学び合う

プログラミングの根底にあ
る数理的思考力を楽しみな
がら鍛え、ICT による情報
を収集し活用する力を実践
的に育てていきます。

例えば、体験プログラム「まち探検」と連動して、事前の調べ
学習でインターネットを活用。その過程で、検索の仕方、地図
サイトの使い方など、基本的な ICT の利用スキルを養います。
また、論理的な思考を徐々に鍛えることで、プログラミングの
基礎的な力を身につけることができます。

アリスキッズでは以下の７項目を重点目標として設定しています。
◎あいさつ　◎時間を守る　◎整理整頓　◎聞く・話す
◎質問をする　◎姿勢・鉛筆のにぎり方　◎粘り強さ
学習態度の確立には、時間をかけて繰り返し、習慣化することが
大切です。お子さまの発達段階に沿って、学年が上がるごとに各
内容を深化・強化していきます。

宿題の終了後に取り組みます。宿題の実施状況の確認から明らか
になった課題点や得意分野などを踏まえて、学習カリキュラムを
設定し、学力を伸ばすトレーニングを行います。まずは一定の時
間に一人で集中してすることから始め、基礎学力の定着、応用力
の養成などを進めます。また、各種検定を目標とした学習にも対
応しています。

宿題管理・評価

宿題を忘れることなく、やる・提出することは学
習のリズムを生みます。もちろん理解度もチェッ
クしますので、さらに安心です。

【毎回の流れ】
①スタッフと一緒に宿題帳を確認し、取り組む内容を決める
②宿題に取り組み、分からないところを質問する
③スタッフによるチェックと指導を受ける
④宿題終了後は、学童の課題に取り組む

「こなす」から「伸びる」へ

学習を深められる豊富な教材
西荻塾の講師がお子さまの習熟度を把握の上、適切な学習教
材を提供いたします。基礎の徹底や苦手が克服できる教材か
ら、最近の入試傾向に合わせた表や図の読み取りなどの思考
系の問題まで、幅広い教材を取り揃えています。

学習プログラム

充実した「学び」



奥多摩ネイチャークラス
奥多摩町にセミナーハウスを所有。都内随一の大自然の中で、四
季を感じ、精一杯楽しめるプログラムを開
催します。

●当施設は西荻塾の合宿等でも利用中です。
●手作りの机や家電・冷暖房完備
●食品衛生責任者による衛生管理

●奥多摩プログラムの一例●
生物・植物探索、ハイキング、BBQ、多摩川探索、紅葉狩り
奥多摩湖ツアー、ネイチャーガイド、釣り体験など

アクティビティ

曜日別にコースを設置。継続的に取り組む内容や「学習プログラム」で学んだ力
を生かして取り組む内容となっています。日常生活やあそびの中で、学びから身
につけたものを活用することで、学ぶことの楽しさを体感してもらいます。体験
プログラムでは、さまざまな教具や ICT 機器を活用し、楽しく遊びながら知的素
地や社会性を養います。

まち探検・歴史探訪

サイエンス

国語・算数的活動

アート＆クラフト

ICT の活用
体験プログラムを実施する中で、調べたり、まとめたり、目
では見えない世界を覗いたりと、さまざまな場面で ICTを積
極的に活用します。大型モニターなど、設備も充実。

まち歩きのレポーターに
なったつもりで、西荻のま
ちを中心に歩きます。
そこには思わぬ発見や出会
いがあるでしょう。

歩いて学ぶ、自分たちの街

理科実験教室＠ Arith ラボ

「学び」を深化させる

「不思議」について考える
こと・試すことは、知的好
奇心をゆさぶります。
学校では扱わない、けれど
気になるテーマをどんどん
試しちゃいます。

レクリエーションや趣味活
動を真剣に楽しむことも生
きる力です。
多彩なあそびを体験して、
余暇時間のあそび上手にな
りましょう。

ものを造ったり、描いたり
…、手を動かすだけでも楽
しい活動です。
身近な素材から、世界に一
つの作品を創ってみましょ
う。

自由と可能性に満ちた世界へ

「学習」で得た学びを活か
し、深める時間です。

「国語とか算数って、何の
役にたつの？」
そんな素朴な疑問も解消さ
れることでしょう。

［内容例］
・書道教室　・ショート演劇をしよう　・百人一首に挑戦
・ブロックで立体の再現に挑戦　・計算ゲーム大会
・漢字ビンゴ大会　・言葉の意味探し　・さいころで遊ぼう
・迷路作って遊ぼう　・コマのセリフを考えよう
・色々な紐の結び方について知ろう

［プログラム例］
・交通ルールと友達と歩く時の決まりを知ろう (4 月 )
・教室と駅までの町調べ (6 月 )　・西荻町探検 (9 月 )
・地域の記念物探し (11 月 )　　・お店訪問をしよう (2 月 )
・中央線から杉並区を調べよう　・西荻地図つくり
・西荻の名所すごろくをしよう　・日本列島で遊んでみよう

［プログラム例］
・顕微鏡つくり (6 月 )　・化粧品で科学捜査 (8 月 )
・空気砲つくり (10 月 )　・雲のかけらを作ろう (12 月 )
・ミラクルシャボン玉作り (2 月 )　・大理石マーブリング
・電池を作ろう　・ペットボトル噴水
・科学でアイスクリーム作り　・磁石で宇宙旅行

［プログラム例］
・宝探しに挑戦 (5 月 )　・似顔絵リレー競争 (7 月 )
・オセロ．将棋大会 (12 月 )　・ジェスチャーゲームに挑戦
・みんなでパズルを完成させよう (3 月 )
・昔の遊びを体験しよう　・ジェスチャーゲームに挑戦
・世界のボードゲーム　・みんなでフルーツバスケット

［プログラム例］
・折り紙と絵の具でアジサイの花を作ろう (6 月 )
・くるくる回る金魚を作ろう (8 月 )　・オリジナルしおり作り
・ローラー画・版画に挑戦 (10 月 )　・不思議な輝く花
・クリスマスリース作り (12 月 )　・雛飾りを作ろう (2 月 )
・ファッションショーをしよう (2 月 )　・UFO 作り

仲間とだから、笑顔になれる

プレゼンテーションの場面を設置
体験型プログラムで実施した内容や製作物などについては、
定期的に発表の場を設けています。自分の発見や驚きなどを
仲間と共有する楽しさを経験し、他の人に自分の考えを伝え
る力を養います。ICTを活用することもあります。

体験＝楽しさ × 洞察力
体験プログラム



ソーシャルスキル

1 年生のＳＳＴ目標例
生活面

自分

・せいけつ（手洗い、うがい、歯みがき）
・整理整とん
・ものを大切にする
・気もちの表現

社会

・気持ちのよいあいさつ
・「ありがとう」「ごめんなさい」
・先生や友だちとの話し方
・じかんを守る
・教室内での歩き方、すごし方
・あそびのルールをまもる

学習面

個人
・姿勢、鉛筆のにぎり方
・宿題や課題を忘れずにやる
・しずかに勉強したり、本を読む

集団

・「はなす」「きく」の練習
・発表のしかた
・話し合いのしかた
・屋外学習のルール

※各学年、成長度合いによって内容が異なります。

【ソーシャルスキルトレーニングのねらい】
　「ソーシャルスキル」とは、社会の中で暮らしていくためのスキルのことをいいます。あい
さつをする、人にお願いをする、みんなで話し合う等の力はもちろん、身の回りについて、自
立した生活を送ることができる力も含まれます。
アリスキッズは、教育・医療の現場で理論化され、実用化されている手法を積極的に導入して
います。教室で得た学びが、お子さまの現在及び将来において、確かに活かされうることを目
標とし、ソーシャルスキルは勉学と同様に、練習とその価値をもつスキルとして重点を置いて
指導いたします。アリスキッズという環境と、そこで学び合う仲間とだからできる社会経験を
お子さまに提供いたします。

トレーニング【ＳＳＴ】

【生活や学習の場面での練習】
入室から退室まで、学童教室で過ごす時間のすべてが、ソーシャ
ルスキルを学び、活用する場面となります。最初はスタッフの
支援や見守りを受けながら行い、徐々に自立的・自発的に実践
できるような態度を養います。

【ストーリーに沿ったロールプレイ】
感謝の気持ちを伝えたい、友だちと一緒に遊びたい、お誘いや
頼みごとを断りたい、みんなの前で発表したい…おとなだって
頭をかかえる場面はたくさんあります。

「成長したいこと」「解決したいこと」などについて場面設定を
行い、ロールプレイやワークショップを通じて、困難に直面し
た際の問題解決能力を育みます。

※学習・体験型プログラムの一環として行います。

◎くつならべ

敷居ではき物を脱ぐ、日本ならではの習慣です。自然にでき
ると、美しさが感じられます。

◎アリスのほけん教室

元養護教諭、医療資格保持者、看
護大学生が、手洗い・うがいや、
歯みがき、健康なカラダづくりな
どについてお話しします。

◎そうじ ・ 整理整とん

掃除機やお掃除ロボットが主
役の時代です。しかし、ほうき・
ちりとりが便利な場面はたく
さんあります。

◎ときにはけんかや意見の衝突も
あるでしょう。そのときにどう行
動するのか、気もちのコントロー
ルや表現の仕方が大切です。

◎楽しい屋外学習は、交通ルール
や約束を守ることで、安全でより
楽しく、充実したものとなります。

社会性を育む教育



小学 1 年生

一日の流れのイメージ　　※水曜日の時間割例
時間 内容
13:30 小学校～学童教室まで

入室（保護者に通知あり）
手洗い、うがい、水分補給
宿題帳を所定の棚に提出

14:00 学習プログラム
①個人学習タイム
　宿題と教室教材に取り組む
②集団学習タイム
　地図や映像で、「まちたんけん」の事前学習

15:00 おやつ

15:15 体験型プログラム「理科実験教室」
自然観察や身近かな素材を用いた実験教室
※曜日や週によって異なります

17:30 保護者の方のお迎え（19:00 まで滞在自由）
18:30 ～夕食（オプション）

19:00
21:00

・希望者は、最大 21:00 まで延長可能
（有料、30分単位）

※曜日や季節・天候によって変化します。

学校生活に慣れながら、成長に応じて、基本スキルを
しっかり育成します。もちろん、楽しみながら。

Arith での生活①

ぼくの街、わたしの街、「にしおぎ」―

見慣れた風景の中にも、よく目をこらして見てみると、さまざま
な「不思議」や「発見」が隠れています。

今まで学んだ知識や ICT機器を活用して、自然や建物、そこで働
く人たちなど、いろいろなテーマで街を探検することは、物事を
深く多角的に探求することにつ
ながります。さらには、その「発
見」をみんなに発表し、共有す
る喜びがあります。

学童教室アリスの「まち探検」
は探検後まで楽しめるプログラ
ムとなっています。

わたしたちのまちたんけん @ 西荻

【交通安全指導】
新小学 1年生を対象として、4月から最長で 5月
中旬までは、小学校へ徒歩によるお迎えを実施し
ます。学童教室までのルートを一緒に歩きながら、
交通ルールや交通安全への意
識を高めます。

【学習態度の確立】
児童・生徒・学生に限らず、人の学びは生涯続きます。その土台となる
のが「学習態度」です。アリスキッズでは、鉛筆の持ち方や姿勢、授業

前後の挨拶、準備と片付け、話し方
と聴き方なども学習の一環として練
習します。

【学習プログラム】
学習室で宿題及び、学童教材に取り
組みます。
『個人学習』『集団学習』の 2部制で

構成。ひとりで集中して取り組むことができる力と、仲間と協同して学
び合える力の両方を大切にしています。

【体験型プログラム】
曜日別にコースを設置。継続的に取
り組む内容や「学習プログラム」で
学んだ力を生かして取り組む内容と
なっています。
様々な教具や ICT機器を活用し、楽
しく遊びながら知的素地や社会性を
養います。

【ソーシャルスキルトレーニング】
小学 1年生では、学習や生活の場面で必要な態度やマナーを身につける
ことを特に重視しています。「聴く」「話す」「協力する」等のスキルを
具体的な場面を通じて育てていきます。



【宿題管理】
小学 2年生になると、計算や漢字、音
読など宿題の量も増えてきます。
スタッフと一緒に宿題をチェックする
ことで、翌日の提出忘れを防ぐことが
できます。

【学習プログラム】
小学 2年生になると、かけ算やわり算、
正確な言葉の使い方など、今後の学
習の基礎となる事項が出てきます。
西荻塾講師が宿題や学童教材を通じ
て、お子さまの学習状況を確認し、理
解に応じた指導を行います。また発
展的な内容も一部取り扱い、チャレ
ンジ精神を養います。

【体験プログラム】
生活経験や今までの学びを活かして、
より深く「考える」ことが、楽しさや
面白さへとつながる体験を重視してい
ます。あらかじめ事前学習の場面で、
道具の使い方や形や立体の形状、素材
の材質などにふれておくことで、ワク
ワク感やイメージをかきたてます。

【図書や映像を愉しむ】
2 年生になると、活字や映像からよ
り豊かにイメージや想像を膨らませ
ることができるようになってきます。
本や映像資料は、未知の世界や時代
を体験することができる、今なお優
れた人類の遺産です。

アリスキッズでは、おとなも子ども
も活字離れがうたわれて久しい状況を考慮し、「読書の時間」をあらか
じめ設定しています。読みたい本を選んだり、ときには読み聴かせても
らったり、本や映像の世界に浸る楽しさを体験することで、自然と本に
手が伸びるようなお子さまの心を育てていきます。

小学２年生
学習と体験のバランスをとりながら、学んだことを生
活の中で生かしていくプログラムを設定しています。

一日の流れのイメージ　　※水曜日の時間割例
時間 内容
13:30 入室（保護者に通知あり）

手洗い、うがい、水分補給
宿題帳を所定の棚に提出

14:00 学習プログラム
①個人学習タイム
　宿題と教室教材に取り組む
②集団学習タイム
　アート＆クラフトに向けた事前学習
　「いろいろな四角形や丸の形」

15:00 おやつ

15:15 体験型プログラム「アート＆クラフト」
「なりきりファッションショー（工作）」
※曜日や週によって異なります

17:30 「読書の時間」
退室の時間まで読書タイム（貸出可）

保護者の方のお迎え（19:00 まで滞在自由）
18:30 ～夕食（オプション）

19:00
21:00

・希望者は、最大 21:00 まで延長可能
（有料、30分単位）

※曜日や季節・天候によって変化します。

からだと道具をのびのびと使ってたのしもう！

アートの語源をたどると、「技術」という意味が含まれています。
自分のイメージや想いをどうやって表現したらよいのか。どんな
道具をどのように使えばよいのか。ひとびとはさまざまな知恵を
絞ってきました。
「じぶんのからだ」だって立派な道具であり、楽器です。
からだと道具をのびのび使って、想像の世界をあらわしてみま
しょう！
アリスキッズでは、図画工作や音楽
を人としての知恵と自由と豊かさを
育む学びと位置付けています。
もちろん長さや図形、空間認識など
算数力のアップにもつながります。

アート＆クラフト（音楽・図画工作）

Arith での生活②



【学習プログラム（個人課題）】
3 年生になると、具体的な操作から
離れて、より抽象的な学習内容を取
り扱うようになります。宿題はもち
ろん、教室教材にも随時取り組みな
がら、確実な理解をサポートします。
中学受験をお考えのお子さまには、
ご希望により、「西荻塾」が窓口と
なり、受験や学習の見通しについて
のご相談を承ります。

【学習プログラム（ICT 実践）】
「もっと知りたい」「あれはどうなっ
ているんだろう？」という素朴な疑
問を皮切りに、計画～準備～実行～
まとめまでの一連の過程すべてを学
びとするプログラムをご用意してい
ます。その際は、PCやタブレット
の扱い方ををはじめ、さまざまな情

報を適切に収集し、選択し、活用する力を養います。機器の取り扱いを
含め、アタマをフルに活用することが求められる時間となります。

【体験プログラム①】
3 年生は、「学習」「体験型」プロ
グラムを横断的に取り扱います。
学んだことや経験したことが、相
互に生かされるプログラム内容
を設定しています。
学んだことや考えたことが、実際
にはどうなっているのか、ドキド
キ・ワクワクしながら、プログラ
ムに参加することができます。

【体験プログラム②】
普段食べている食材はどうやって食
卓に並ぶのか、世の中はどんな仕事
で成り立っているのか、自然界では
どんな生き物がどんな生活をしてい
るのか、世界のしくみをアタマとカ
ラダを動かしながら学びます。
世界を知ることは、自分自身を知る
ことにつながります。

学校の定められたカリキュラムでは得られない、しかしお子さまの興味
関心が高いテーマをアリスキッズは設定しています。

小学３年生
より高度になる学習の比重を考慮しながらも、楽しさ
と実感はそのままに、知と生活の統合をはかります。

一日の流れのイメージ　　※水曜日の時間割例
時間 内容
13:30 入室（保護者に通知あり）

手洗い、うがい、水分補給
宿題帳を所定の棚に提出

14:00 学習プログラム
①個人学習タイム
　宿題と教室教材に取り組む
②集団学習タイム
　理科実験に向けた事前学習
　「毛かんげんしょうの仕組み」を調べてみよう
　（webで検索）

15:00 おやつ

15:15 体験型プログラム「理科実験教室」
「自動ろ過ガーゼで、きれいな水に」
※曜日や週によって異なります

17:30 保護者の方のお迎え（19:00 まで滞在自由）
18:30 ～夕食（オプション）

19:00
21:00

・希望者は、最大 21:00 まで延長可能
（有料、30分単位）

※曜日や季節・天候によって変化します。

身の回りには不思議がいっぱい！

「理科」とか「実験」とかって、難しそう…
そんな風に考えていたら、もったいない。
鉛筆や消しゴム、人間のからだ、天気、スマートフォン…みなさ
んの身の回りは「理科」や「科学」であふれています。

学童教室アリスでは、あっと驚く
実験や自然の観察プログラムをご
用意しています。
おとなも驚く、めくるめく「理科」
の世界に飛びこみ、身近な不思議
を「科学」して、楽しみましょう。

今日からみなさんは、小さな科学
者です！

理科実験教室（物理・化学・生物・地学）

Arith での生活③



１．体調不良によるお休み、在室中の体調不良、感染症対策について
・病児預かりの対応はできかねます。怪我や発熱、感染症等の疑いがある際には、医師の許可があるまで、ご利
用を控えていただきますので、あらかじめご了承ください。
・教室にご入室時、発熱その他体調不良等の兆候が見られる場合には、教室の判断で当日のご利用をお断りする
ことがございますので、あらかじめご了承ください。また、学童利用中に怪我または急病にかかった際は、保護
者の方にご連絡いたしますので、保護者の方がお迎えの上、医療機関の受診をお願いします。
・緊急の際は、保護者の方への連絡を待たず、教室管理者の判断で救急搬送または医療機関への受診を行う場合
がございます。
※体調不良による欠席及び急病による早退については、振替や返金の対応はい
たしませんのであらかじめご了承ください。

・感染症（新型コロナウイルス、インフルエンザ等）対応につきましては、手洗い、
うがいの徹底と、教室及び備品の消毒、職員の健康管理等につきまして、万全の
注意を払って対策を行っております。みなさまのご協力をお願いいたします。

３．投薬やアレルギー等について
・法律上、職員は医療行為ができませんので、薬の管理及び投薬はお子さま自身でできるようにお願いします。

※服薬の声かけ等の支援についてはご相談ください。
※検温や擦り傷等の軽微な怪我については、一時的に応急処置を行います。

・食事や薬、動植物等に関するアレルギーがある場合は、必ず入会時に調査票にご記入ください。入会後に発症
が判明した場合もすぐにご連絡ください。

４．学童総合保険の加入
・当学童では、施設全体にて、賠償保険に加入しております。また教室での活動中や送迎中に怪我や事故があっ
た場合に備えて、個別に当教室指定の安全保険にご加入していただいています。なお当該保険料は「管理費（次ペー
ジ参照）」に含まれています。

５．入会をお断りする場合について
・障がい、または精神的な疾患等により、専門的な対応が必要なお子さまについては、当教室では受け入れ体制
が整っていないため、入会をお断りしています。
・入会後に他のお子さまや職員への暴言や暴力、備品の破壊行為、その他の迷惑行為があった場合には、退会を
お願いする場合がございます。

６．禁止行為について
・食中毒防止のため、飲食物の持ち込みは禁止しています。
・学童内において、お子さま並びに保護者間での金品の授受、政治・宗教・営利活動等は堅く禁じます。また教室

外でのトラブルにおいては、当教室では責任を負いかねます。
　※詳しくは、入会時にお渡しする別紙の教室規則をご参照ください。

７．天災時の対応について
・台風や大雨、大雪等、事前に災害の恐れがあると判断される場合には、事前に通知の上、施設を閉館する場合
がございます。この場合、利用日の振替を行います（週 4 回コースまでの方が対象です）。
・教室利用中に地震等の災害に見舞われた場合には、確実に安全と判断されるまで、施設内に待機していただく
場合がございます。
　※天災時の避難場所等については、別紙の教室規則にてご説明いたします。

ご利用にあたって みなさまのご理解、ご協力をお願いいたします。



通常月
● 13:00 ～ 19:00 のお預かり
●「学習」プログラムおよび「体験」プログラムの提供
●教材費・材料費　●入退室管理・保護者連絡システム　●学童総合保険

※延長については、可能な限り柔軟に対応しております。ご相談ください。（回数と人数制限があります）

基本料金

利用回数 小学 1 ～ 3 年生
週 1 回 25,000 円 （税込 27,500 円）
週 2 回 35,000 円 （税込 38,500 円）
週 3 回 45,000 円（税込 49,500 円）
週 4 回 55,000 円（税込 60,500 円） 
週 5 回 60,000 円（税込 66,000 円） 

入会金
25,000 円（税込 27,500 円）

※姉妹 ･ 兄弟の場合、２人目以降の入会金が無料
管理費（保険料含む） 10,000 円 / 年（税込 11,000 円）
午前スポット料金 下記長期休み期間のスポット料金に準じます（8:30 ～ 13:00）　
午後スポット料金 5,000 円（税込 5,500 円）（13:00 ～ 19:00）　※別途おやつ代　税込 165 円

延長料金
早朝延長（8:00 ～ 8:30） 500 円 /30 分（税込 550 円）

※延長料金は 10 分経過時に加算します。夜間延長（19:00 ～ 21:00）
おやつ代 1 ヶ月 500 円（税込 550 円）～ 2,500 円（税込 2,750 円）（週の利用回数による）　※必須

給食代
●昼食代　税込 660 円 /1 食　※長期休暇など終日利用の場合必須

●夕食代　税込 660 円 /1 食　※希望者のみ　

その他

●屋外学習の交通費・施設入場料の実費　※イベント参加時必須
●外部提携サービスの利用
●週 4 回までのコースをご利用の方は、事前連絡（ご利用の 5 日前まで）による振替対応が可能
●週間利用回数の変更手数料　税込 550 円（変更予定月の前月 20 日までにご連絡ください）

　※規定回数まで無料で変更が可能です。詳しくは、お問い合わせください。

利用料金について

◆長期休み期間（春・夏・冬休み）
　長期休み期間は、通常月利用料金に加え「午前スポット料金（割引あり）」を必要な分、追加するシステムとなります。

料金 終日利用（8:30 ～ 19:00） ●午前スポット料金×利用日数＋月額通常料金

【午前スポット料金表（週 3 ～ 5 回コースは割引後の価格）】
日数 週１･2 回コース 週３回コース 週 4 回コース 週５回コース

1 日あたり
4,000 円

（税込￥4,400）

3,500 円

（税込￥3,850）

3,000 円

（税込￥3,300）

2,500 円

（税込￥2,750）
※割引料金の適用は事前のお申込が必要です。

早朝延長料金
（8:00 ～ 8:30）

延長料金　500 円（税込 550 円）
※早朝延長は、前日 19:00 までにお申し込みください。

通常利用（13:00 ～ 19:00） 通常月利用料金でご利用いただけます。

※旅行・帰省等による振替・利用料の調整制度があります（別紙参照）

その他
●昼食代　税込 660 円 /1 食　※終日利用の場合必須

●屋外学習の交通費・施設入場料・特別イベント参加費

◆特別授業日・臨時対応等の延長オプション
　通常月利用に加え、各ご家庭のご判断により必要な時間を延長できます。

入学式・始業式・終業式
11:00 ～ 13:00 のお預かり
●無料（但し、昼食代　税込 660 円 /1 食は別途必須）
※スポット預かりについては有料でのお預かりです。

学校休校日・学級閉鎖日
（行事の振替、記念日での休校日）

8:30 ～ 13:00 のお預かり
●午前スポット料金　税込 4,400 円（昼食代税込 660 円 /1 食は別途必須）

※午前スポット利用の場合は、事前のお申込が必要です。◆お支払い方法　当学童は「後払い方式」です。
●利用料金のお支払いは、原則として口座振替でお願いいたします（入会手続時に同時にお手続きいただけます）。
●初回口座振替の手続きに多少お時間を頂くため、初回引落しについては 2 ヶ月分おまとめでご請求となることがあります。
あらかじめご承知おきください。



アクセス・連絡先

入会手続の流れ

オプション

■ アクセスマップ
JR 西荻窪駅南口徒歩 4 分

JR 西荻窪駅
南口

みずほ銀行

セブンイレブン

〒

ペット霊園

電気店

西荻南二丁目交差点

神明通り

アーケード

西荻南郵便局

西荻塾本校舎

西荻塾第 3 校舎

乙
女
ロ
ー
ド

https://arith.nishiogi-juku.jp/
TEL 03-5941-6108（代表）
TEL 080-3936-3005（担当：川上）　E-mail: arith@nishiogi-juku.jp（WEB 上からも送信可）

※別件等で担当者が席を外している際は、上記いずれかの電話番号より折り返させていただく場合がございます。

学童教室アリスキッズ

【開校地】杉並区西荻南 2-20-1 松本ビル 2F
【運営者】杉並区西荻南 3-9-11（西荻塾本校舎）
●内覧や個別相談は、随時受け付けております。事前予約制とさせていた
だいておりますので、WEB の問い合わせフォームかお電話にてお願いいた
します。

@NishiogiArith
Twitter でも各種情報発信中！

①説明会または個別相談（60 分程度）　※原則お子さまの同席をお願いします。
・令和３年度の説明会及び個別相談は，５月より随時実施しています。
・まずはお電話または E メール、WEB サイトの申込みフォームにて、説明会または個別相談をお申込みください。
当学童教室の特徴やシステムについてのご説明ならびに、ご相談をお受けいたします。

②教室体験・内覧等
実際の教室の様子の内覧や、簡単なゲームや対話、学力チェック（小学 1 年生 3 学期以降）等を通じて、職員がお
子さまと関わる時間をいただきます。その上で、ご入会についてご検討ください。

③ご入会手続
教室体験内容等にご納得いただけましたら、ご入会のお手続（契約書・口座振替手続等）とお子さまとの教室での
過ごし方や持ち物、送迎場所等に関するオリエンテーションを実施させていただきます。

①「説明会」または「個別相談」→②「教室体験」→③「入会手続」

　オプション、外部連携サービスにより、近隣の各種習い事教室、学習塾等のご利用が可能です。

●英会話

●スイミングスクール（Vimスポーツアベニュウ）　※入会特典あり・送迎サービスあり

●習字、そろばん等（地元の習い事教室から講師を招聘して実施します）

●学習塾（西荻塾低学年コース、算数・理科特訓教室Arith）

※西荻塾コースにつきましては、入塾金免除、受講料の割引などがございます。
※教室内で講師を招聘して行う習い事教室につきましては、別室対応となります（送迎の必要はございません）。


