
広尾駅　　徒歩 1 分

開催場所   

2021年 12/20 ～ 12/27
2022年   1/4 ～ 1/6 （全９回）

東京都港区南麻布5丁目15−19 広尾ビルディング 4F
キッズガーデンアフタースクール 広尾

この冬も、
『SDGs』を
考える︕

この冬も、
『SDGs』を
考える︕

※9:00~10:00、15:00~18:00 もオプションで承ります。

都内最大級スペースの
　学童施設

都内最大級スペースの
　学童施設

お得なキャンペーン実施中︕詳細は裏面をご覧ください

※学童コースのお通いのお子さま
　参加費用
　　■10:00～15:00　　　5,280円
　　　　＋1,000円で9:00～10:00の延長も可能︕

　　■  9:00～15:00　　　6,380円
　　　　15時以降は通常プランをご利用ください。

・送迎バスはございません。

外部生　■10:00～15:00  

※ウインタースクールのみ通学ご希望のお子さま
　参加費用
　　■10:00～15:00　　　10,780円
　　　　＋3,000円で9:00～10:00/15:00～18:00の延長も可能︕
　　■  9:00～18:00　　　14,080円 
・15時以降のレッスンは、学童コースの通学生と一緒にお過ごしいただきます。
・18時前のお帰りも承っております。ご都合に合わせてご相談ください。
・送迎バスはございません。

対象学年　　小学1年生～3年生
定　　員　　各日20名　　※先着順に受け付けさせていただきます。

 　　　　　　　 　　　  ご希望の場合は１食 850円で承ります。

お申込み
ウインタースクール お申込みフォームはこちら
■内部生 
https://forms.gle/XAjx8GGp8LaUiKAMA

お申込み
ウインタースクール お申込みフォームはこちら
■外部生
https://forms.gle/73Q9S7Tve5bn9taJ6

「料理教室Mʼsサロン」「出張料理エムズキッチン」
を運営される料理研究家岩下先生のお弁当をご予約
いただけます(有料)。食材や調味料にこだわった
手作りの出来立てお弁当で、お子さまの「正しい味覚」
を育みます。
※アレルギー対応はしておりません。予めご了承ください。

Point

01 ご予定に合わせて

お好きな日程を選べます！

Point

02 自由研究にもなる

プログラムが豊富です！

国語、算数、英語も

学習できます。

Point

03

Point

04
経験豊富な講師による

質の高いプログラムを

受けられます。

Point

05
机に向かう学習習慣、

「協調性・規律・礼儀」の

生活習慣が身につきます。

内部生　■10:00～15:00

　キッズガーデンアフタースクールは、都内を中心に認可園 66 園、プレスクール一体型保育園 5 園、幼児教室 2 施設と教育型プライベート
学童施設を1施設展開する株式会社 Kids Smile Project が運営する教育型プライベート学童施設です。
　キッズガーデンアフタースクールのプログラムでは、答えを教えるのではなく、お子さま自身が考え、実践するように導き、成功
と失敗を繰り返す中で自ら答えにたどり着く力を培うことを目的としています。専門知識を有する経験豊富な講師が、お子さまの
探求心を育む質の高いプログラムを提供。宿題のフォローも行います。

お弁当もあります︕

※株式会社Kids Smile Project の親会社である株式会社Kids Smile Holdings は、東証マザーズ上場企業です。

  時  間

  日  程

10:00～15:00

ウインタースクール
キッズガーデンアフタースクール

ウインタースクール開催



 SDGs（Sustainable Development Goals）とは、2015年に国連サミット
で採択された国際社会共通の『持続可能な開発目標』。2030年までに達成
すべき環境・社会などに関する17の大きな目標と、それらを達成する
ための具体的な169のターゲット から構成されています。 今、小学一年
生のお子さま達が高校生になる 2030 年、 私たちはその目標を達成でき
ているでしょうか？みんなで SGDs について考えてみましょう！

10:30

12:40

10:00

12:00

14:00

15:00

9:00 集合

ゴールデンタイム

学習（※希望者）

・ウォームアップ
・スクールルールを学ぶ

アクティビティ

（制作など）

ランチタイム

　SDGsって︖

特別レッスン モンテッソーリ講師・絵画講師が特別レッスンを開催︕

インプット

アウトプット

【制作】

アウトプット

【発表】

ゴールデンタイム

１日の中で最もよく脳が働く
朝。朝は、脳を使う勉強に最
適の時間「ゴールデンタイム」

と言われています。

アウトプット

午前中に吸収した知識や情報
を分析し、自ら考えたアイディ
アや意見を表現したり伝えた
りする「アウトプット」の時間

全日程SDGsプログラム

12/27 開催『モンテッソーリ・エレメンタリー』

5日間以上のお申込みで

もう1日プレゼント︕　

※内部生、外部生共に適用お得なキャンペーン実施中︕

お得なキャンペーン実施中︕

先着10名様限定

インプット

様々な知識や情報を吸収
し、自分のものにする
「インプット」の時間

早稲田大学法学部卒業。学生時代より
家庭教師、小中学生の添削指導、幼児
教育インストラクターを経験。卒業後、
学習塾で幼児のもじかず指導、小学生
の算数・国語と論理エンジンキッズ
コース指導、中学生の数学・国語・社会・
理科および高校受験指導を行う。保護者向け「2020教育
改革について」講演を実施。港区中学生土曜講座で数学
を、足立区小中学生夏期補習講座で算数国語を担当し、
探究型学習塾の教室長としてSDGs探究、グループワー
ク、プレゼンテーションなどの指導およびカリキュラム
作成にあたる。

プログラム監修　甘利 久美子（あまり くみこ）
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2022

キッズガーデンアフタースクール 広尾
〒106-0047  東京都港区南麻布 5 丁目 15−19 広尾ビルディング 4F
Tel.03-6456-2259 ／ Email : kgas-hiroo@kidsgarden.co.jp
※受付時間　11:00 ～ 20:00 ( 土日祝を除く )

Winter School Schedule 2021Winter School Schedule 2021
20 21  22 23  24

27  28  29  30  31

3  4  5  6 7

水で描く絵
自分で選んだ色で
自由に絵を描いて
表現しよう！

氷の実験
今年のノーベル物理
学賞に選ばれたのは、
気候変動に関する研
究。さあ、みんなで
実験してみよう！

電池作り

モンテッソーリ・
エレメンタリー

ろ過実験 ソーラー
ミニカー作り

みんなでデッサン

水の実験 磁石の実験

モンテッソーリの国際
資格を持つ泉川先生に
よる特別レッスンです。

絵画講師　瓜生先生に
よるデッサンの特別
レッスンです。鉛筆を
使い、濃淡の付け方
などを学びます。

特別
レッスン

特別
レッスン

1/6 開催『みんなでデッサン』

電気はどうやって流
れるんだろう？
電気の流れる仕組み
をみんなで考えます。

水って不思議だね。
種類の違う液体を使っ
て水の実験をします。

磁石を使えば色んな
ものがくっつくね。
あれ？これはくっつか
ないね。みんなで調べ
てみよう！

エネルギー問題を解
決する車とは？
ソーラーミニカーを
作ってみよう！

森が雨をきれいにす
る仕組みをろ過実験
で学びます。
自然ってすごいね！

インプット

無料プレゼントの日程をお申し込み時にご指定ください。

　例）５日間のお申し込みの場合
　　　５日間の日程とあわせ、６日目の日程もご指定
　　　ください。料金は５日分のカウントとなります。

武蔵美術短期大学出身。小学校受験の
絵画・制作の指導に携わって35年、
キッズガーデンプレップスクールにて
絵画講師として勤務する。通常のレッスン
では、子どもたちに絵を描くことや工作
することの「楽しさ」を感じてもらえるように、
初めて接する素材や取り組みを中心に、活動内容を提
案。お子さまお一人おひとりに寄り添った指導を行う。
また、キッズガーデン小学校受験教室の教材作成にも携
わる。

絵画講師　瓜生 浩之 （うりゅう ひろゆき）

カルフォルニア大学バークレー校大学院教育
学部卒業。同院研究室でモンテッソーリイン
ストラクターとして勤務。モンテッソーリ
国際資格保持者。キッズガーデンプレップ
スクールのモンテッソーリ専任教師として、
専門分野である児童心理学、発達心理学、
児童教育学を通じて、子どもの内面を探り、隠れた個性
を引き出すレッスンを行う。現在は、キッズガーデンア
フタースクールにて、小学生向け「モンテッソーリ・エ
レメンタリー」のレッスンも担当している。

モンテッソーリ講師　泉川  恵子・Ryave（いずみがわ けいこ）

この他・・・
12月はクリスマス

1月はお正月
にちなんだ制作を

毎日実施！
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