
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

WEB 概要版

その他

学童教室サービス概要

小学１年生～３年生
※通学エリア、持病の有無、学習プロ
グラムへの参加基準、その他所定の入
会審査基準があります。

学年定員１０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
・密状態の回避・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

・理科算数教室（基本料金内）
全国に展開するパズル道場に加盟。西荻塾理科算数教室を基本料金内で受講し
ていただけます。他の学童にはない、「専用のテキスト」を配布しています。
理数に秀でた指導スタッフ（数学オリンピック世界大会出場、東大卒講師など）
のもと、理科実験教室、算数教室にご参加いただけます。
※曜日によって内容等が変わります。

・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
長期休暇等 8:30 ～ 19:00

対象年齢

基本利用日：月～金
土・日・祝 / 年末年始等は休室 
※イベント等により、土曜・日曜に開室

することがあります。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 理数教育

基本料金内で、充実した学習・体験プログラムを。

【充実したスタッフ体制】
・小中学校・幼稚園等教員経験者（3名）
・福祉行政官経験者・医療資格保持者（2名）
・元養護教諭（30 年）・西荻塾講師（指導歴 20 年以上）
・西荻塾の卒業生スタッフ（教員志望・医療職志望を含む）

詳細なプログラムのご紹介や、実
際の活動写真など、資料請求を承
ります。問い合わせフォームか、
教室までお気軽にお問い合わせく
ださい。



設備のごあんない

●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。

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
　学校の宿題と教室教材に取り組む
②集団学習タイム
　算数教室・書道・硬筆教室

15:00 おやつ

15:15 体験プログラム「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
※算術、書道、読書、工作など

17:30 保護者の方のお迎え（19:00 まで滞在自由）

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・天候によって変わります。
※学習プログラムは必ず実施します。

Arith での生活
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。

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。

多種多様な楽しい体験プログラム
体験プログラムは多種多様。身近な素材やちょっと珍しいモ
ノを使って実験をしたり、パズルや工作、外出など様々なプ
ログラムをご用意しています。



通常月
● 13:00 ～ 19:00 のお預かり　●理科算数教室・書道教室等の学習基本プログラム
●「体験」プログラムの提供　

※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

（ 追 加 ス

ポ ッ ト 料

金）

利用回数 小学 1 ～ 3 年生
週 1 回 24,000 円 （税込 26,240 円）　※午後スポット利用：5,000 円（税込 5,500 円）
週 2 回 35,000 円 （税込 38,500 円）　※午後スポット利用：4,500 円（税込 4,950 円）
週 3 回 45,000 円（税込 49,500 円）　※午後スポット利用：4,000 円（税込 4,400 円）
週 4 回 55,000 円（税込 60,500 円） 　※午後スポット利用：3,500 円（税込 3,850 円）
週 5 回 60,000 円（税込 66,000 円） 

入会金 20,000 円（税込 22,000 円）
※姉妹 ･ 兄弟の場合、２人目以降の入会金が無料

管理費 12,000 円 / 年（税込 13,200 円） 
※施設維持費、入退室システム料、学童総合保険等に充当します。

教材費
週 1 ～ 2 回利用者 8,100 円 / 年（税込 8,910 円）、週 3 回以上 12,000 円（税込 13,200 円）
※テキスト・学習教材、各種学習教室用具に充当します。
※年度途中で利用コースを変更される場合は、月割りで計算して差額調整を行います。

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 30 分単位で加算します。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）

※スポット利用の場合は、150 円（税込 165 円）/ 回数

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。

午前スポット料金

長期休暇等で適用

（8:30 ～ 13:00 の間

にご利用の場合）

●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
4,500 円

（税込￥4,950）

3,500 円

（税込￥3,850）

3,000 円

（税込￥3,300）

2,500 円

（税込￥2,750）

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） 上記午前スポット料金表に従い、ご希望に応じて利用可能です。

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

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・終業式等
11:00 ～ 13:00 のお預かり
●週 3 回以上ご利用の場合は、無料（但し、昼食代　税込 660 円 /1 食は別途必須）
※週 1・2 回利用の方、スポット預かりについては 1,500 円（税込 1,650 円）

学校休校日・学級閉鎖日等
（行事の振替、記念日での休校日）

8:30 ～ 13:00 のお預かり
●午前スポット料金によります。

※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、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。
・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・パズル等を通じて、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。なお、学習プログラムの実施の都合上、途中入会の方につきましては、
簡単な学力テストを実施する場合があります。

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）。


