2020 年度

発行 2020年 4月8日

京都幼児教室

0～4歳児対象

新規入室のご案内

●対象年齢

０歳児…平成31年４月２日～令和２年４月１日生れ ３歳児…平成28年４月２日～平成29年４月１日生れ
１歳児…平成30年４月２日～平成31年４月１日生れ ４歳児…平成27年４月２日～平成28年４月１日生れ
２歳児…平成29年４月２日～平成30年４月１日生れ

●費

入室金 38,500円（入室時のみ必要）

用

◇入室金特例 …「体操クラス」のみの受講は、入室金は 5,500円となります。
授業料に 授業料は月謝（1回授業料×その月の実施回数）として、前月28日に銀行口座振替にて徴収いたし
ついて ます。その月その月で回数が変わりますことを、予めご了承ください。
（月回数は年間カレンダーを

京都幼児教室ではお子さまの健やかな成長を願い、様々なクラスをご用意しております。
2020年度時間割は、このようになっております。体験教室も随時受け付けております。ご検討いただければ幸い
です。皆様のお越しを、職員一同心よりお待ちしております。

●各クラスのご案内

年長児の募集用紙及び西賀茂教室の時間割は、別途ございます。お問い合わせください。
年中児10月以降のクラス・時間等については、後日お知らせとなります。
ク ラ ス 名・ 内 容・ 開 講 期 間

育脳教室

●持ち物
育脳教室
ベアーキッズ 体
操
計算教室
(０歳児) (１歳児) (２歳児) ク ラ ス ク ラ ス

２歳児
育脳教室

◎脳への刺激

幼児の脳を育てる久保田競・カヨ子先生のメソッドを導入し、
五感を使って脳を刺激します。

◎言葉の発達

絵本教材を使用し、集中力を養い、言葉の発達を促します。

◎情緒の育成

行事を通して季節感を大切にし、情緒豊かな子どもを育てます。

教室独自の経験と教育理念を背景に、就園前の子どもたちを
対象に、この時期に育てておきたい知的活動への関心や正しい
生活習慣の定着などをねらいとしています。食事指導（給食）を
含む母子分離のクラスです。

・知的関心を高めます。
・集団生活で協調性を育てます。
・正しい生活習慣の定着をはかります。

親子６組程度

3,300円

上ばき
鉛筆
消しゴム

親子６組程度

６名程度

６名程度

3,300円
3,300円
(教材費550円・授業料2,750円)
週１回 5,830円
(給食＋教材費1,100円・授業料4,730円)
週２回 4,884円
(給食＋教材費1,100円・授業料3,784円)

クーピー
ペンシル
飲み物
ペンスレード

別途お 知 ら せ い た し ま す

１歳児
育脳教室

①５ヶ月～８ヶ月クラス ②９ヶ月～12ヶ月クラス
※入室時の月齢でクラス分けいたします。※月齢が８ヶ月を越えた時は、お子様の
様子を見ながら②のクラスへ移動していただくかをご相談させていただきます。

別途お 知 ら せ い た し ま す

０歳児
育脳教室

特徴

２歳児

（４月開講 ３月終了）

1 回 の 費 用 (税込)

別途お 知 ら せ い た し ま す

２歳児
１歳児
０歳児

久保田カヨ子先生が、夫である久保田競氏（脳神経科学
の世界権威・京都大学名誉教授）と共に開発した赤ちゃん
発達のためのプログラムです。
人間の脳が最も発達する時期にタイミングよく効果的な
刺激を与えることで行動を引き出す適期教育です（早期教
育ではありません）。また０歳・１歳児育脳教室はお母さ
ん・お父さんにもご参加いただきます。どんなことをしてあ
げると効果的に力を引き出してあげることができるかを覚
えていただくためのお母さん・お父さん教室でもあります。

定 員

ひとりひとりの赤ちゃんの発達にあわせて、その時期にふさわしい刺激を与えるのが
特徴です。無理に詰め込むようなことはしません。

（４月開講 ３月終了）

ベアーキッズクラス

ご参照ください。）
● 体操クラスを受講される方は、
保険料として3,850 円（次年３月末まで有効）が必要です。
● 進級時
（毎年３～４月）に、施設維持費として、5,500 円が必要です。

※必要に
応じて

または

ユビックス
書 き 方
教
室

３歳児
ベーシック
ク ラ ス

４歳児

ハイレベル
ク ラ ス

ハイレベル
ク ラ ス

洛 南 小
ク ラ ス

上ばき
鉛筆
消しゴム

年中児
年少児
２歳児

体操クラス

（2歳児：４月末開講 ３月終了）
（年少児：４月開講
３月終了）
（年中児：４月開講
９月終了※）
※10月からは新年長児受験体操となります。

年長児
年中児
年少児

計算教室

年長児
年中児

書き方教室

広い体育館で豊富な運動を多面的に経験させ、運動に親し
みながら、運動能力の向上を図ると共に、積極的に運動に取り
組めるようにします。又、ごっこ遊びやゲームを取り入れ、子ど
も達に夢中体験をさせます。

「数」の概念を楽しく身につけ、様々な計算問題を解く力を付けていきます。
また算数検定合格を目指します！

・文字学習を積み重ねることで、集中力・注意力・洞察力・忍耐力などを
身に付けます。
・鉛筆を正しく持てるように、指導します。
・くせ字を発見し、正しく定着していきます。
・よい姿勢が無理なく持続できるように、習慣付けます。
・左利きのお子様は、鉛筆を右手で持つよう指導します。（応相談）

９月終了

自分で考えて行動できる、生活力のあるたくましい子を、お母
さんと一緒に育てたい。そんな願いで、このクラスを作りました。

指導項目

３歳児
ハイレベルクラス

４月開講

指導項目

年少児

（４月開講 ３月終了）

言語・知覚・運動を柱に、全人的な発達を促すとともに、生活
習慣の定着をはかることを目的とした総合クラスです。また季節
ごとの行事を通して、豊かな感性を育みます。知能開発のプリン
ト学習も行います。

３歳児
ベーシッククラス

（４月開講 ３月終了）

小学校受験対策受験科

月からは「新年長児

クラス」
他になります。

10

４歳児
洛南小クラス

自分で考えて行動できる、生活力のあるたくましい子を、お母
さんと一緒に育てたい。そんな願いで、このクラスを作りました。
算数国語、プリント、巧緻性、生活力をバランスよく身に付け
ていきます。

指導項目

年中児

４歳児
ハイレベルクラス

２歳児

10名

年少児 12名程度

1,650円
(３月までの保険料3,850円が別途必要)

はさみ
クーピー
ペンシル

年中児 16名程度

16名程度

のり

週１回 660円
(教材費110円・授業料550円)
週２回 550円
(教材費110円・授業料440円)

クレパス
タイル
国語ノート
（10マス）
飲み物
カバン

年中児

・平仮名の書き方 ・片仮名の書き方
・書き順
・字形の特徴

年長児

・片仮名の書き方 ・漢字の書き方
・書き順
・字形の特徴

16名程度

週１回 660円
(教材費110円・授業料550円)

「～です」
「～ます」をつけての発言
数の概念の理解、数かぞえ等
記憶、積木（パズルなど）、分類、浮き沈み、磁
石、折り紙等
〈文字・数〉 ひらがなの読み・書き、数字の読み・書きなど

12名程度

算数国語・プリント学習・実験による学習・巧緻性（はさ
み・線書き・折り紙等）・しつけ（ひも結び・鉛筆の持ち方・
お弁当包み・クッキング等）・積木

12名程度

算数国語・プリント学習・実験による学習・巧緻性（はさ
み・線書き・折り紙等）・しつけ（ひも結び・鉛筆の持ち方・
お弁当包み・クッキング等）・積木

18名程度

洛南高等学校附属小学校の受験を目指す方のクラスです。プリントでは、基礎的な問題から難しい問題まで、さまざまな問題に取
り組みます。運動は、実際の出題を中心に、出来るようになるように練習します。そして自ら真剣に取り組む姿勢や待つ姿勢を、しっか
り養います。

または

ユビックス

・鉛筆

漢字検定合格を目指します！
〈言語〉
〈数〉
〈知覚〉

ペンスレード

5,830円

・消しゴム
・のり
・はさみ
・クーピーペンシル
・クレパス
・タイル

(教材費550円・授業料8,800円)

10,450円

・カバン

(教材費550円・授業料9,900円)

・国語ノート
・飲み物

18名程度

10,450円
(教材費550円・授業料9,900円)

六角形又は三角形（丸型は避けてください）のものを３～
４本。３歳児・４歳児クラスは２Ｂ以上のもの。２歳児育
脳教室は太い三角鉛筆。
よく消えるもの。
つぼ型のもの（指につけて使うタイプのもの。新しいものは、
のりの表面に紙が貼ってあるので取り除いておいてください。）

(教材費550円・授業料5,280円)

9,350円

※必要に応じて

手のサイズに合った、よく切れるもの。
１８色程度のもの。
１６色程度のもの。
３歳児クラス（4 月分）：１の茶色タイルを１５個
＊タイルをお持ちでない方は、受付にてご購入ください
(440円 )。時期により必要なタイルが変わります。入室時
にご説明いたします。
Ａ４サイズ程度が入り、荷物（上ばきや筆箱など）を入れ
て、まだ余裕のあるものをお選びください。それに持ち
物を入れてお持ちください。
Ｂ５版、たて 10 マスの国語ノート
お茶を水筒に入れて、お持ちください。

●ペンスレードまたはユビックスについて

年長児まではペンスレード（鉛筆につけるタイプ）を、年長児からはユビッ
クス（指にはさむタイプ）をおすすめします。受付にてご購入ください。

●四条教室の時間割

※３歳児ハイレベルクラス火曜日の①②は時間帯は異なりますが、内容は同じです。

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

月
３歳児ハイレベルクラス①
14：10～16：00

火

３～５歳児 計算教室

２歳児ベアーキッズクラス

３歳児ハイレベルクラス②

9：00～9：40

10：00～13：00

15：00～16：50

水

木

１歳児育脳教室

１歳児育脳教室

１歳児育脳教室

14：10～15：00

15：05～15：55

16：00～16：50

２歳児育脳教室

２歳児育脳教室

２歳児育脳教室

14：10～15：00

15：05～15：55

16：00～16：50

３歳児体操クラス

４歳児体操クラス

２歳児体操クラス

14：00～14：40

14：40～15：20

16：10～16：40

３～５歳児 計算教室

２歳児ベアーキッズクラス

３歳児ベーシッククラス

9：00～9：40

10：00～13：00

15：20～16：50

４歳児ハイレベルクラス
14：20～16：50

金

４～５歳児 書き方教室

０歳児育脳教室①５～８ヶ月クラス

０歳児育脳教室②９～12ヶ月クラス

４歳児ハイレベルクラス

9：00～9：40

10：00～10：50

11：00～11：50

14：10～16：40

土

３歳児ハイレベルクラス

３歳児体操クラス

４歳児ハイレベルクラス

４歳児洛南小クラス

9：20～11：10

11：20～12：00

12：20～14：50

15：00～17：00

●申込について

○授業の振替について
その日だけ他の曜日で
受講するなど

・新規入室手続きの受付は、随時教室窓口にて行っております。お申出ください。

・掲載の金額には、消費税が含まれております。

○欠席について

欠席の際にはご連絡ください。またその際に振替されるかどうかをお知らせいた
だいた上で、クラス振替届を提出してください。欠席の連絡なしに欠席された場合
は、振替はされないものとみなします。

○持ち物について

持ち物には全て名前（フルネーム）をお書きください。書かれても時が経てば、消
えたりはずれたりすることがあります。時期を見て確認してあげてください。

○鉛筆の正しい持ち方
補助具について

鉛筆は、持ち始めたときに正しい持ち方を教えましょう。また正しく持てたと思っ
ても、すぐにおかしな持ち方になるのが子どもです。正しくない持ち方が癖になっ
てしまうと大変です。当教室では鉛筆の正しい持ち方補助具をおすすめしており
ます。受付で販売しておりますのでお問い合わせください。

○ご兄弟の入室について
ご兄弟で入室される方は、同時在籍でなくて
もお二人目以降は入室金が半額になります。

お知ら せ

・月謝は１ヶ月・３ヶ月（４月～６月・７月～９月・10月～12月・１月～３月）・６ヶ月（４月～
９月・10月～３月）のいずれかで納入してください。６ヶ月分を納入していただきます
と、授業料２回分を割引させていただきます。

お願い

・申込書(受付にお申出ください。一講座につき一枚必要です。)に必要事項を記入の
上、受付にご提出ください。授業料は銀行振込または口座振替のご納入をお願いし
ておりますので、費用明細をお渡しいたします。また、授業開始までに入室カード
を記入の上、提出してください。

週に同じ授業が複数回ある場合は、振替えて授業を受講していただけます。
授業の振替を希望する時は「クラス振替届」
（受付にございます。必要な方はお申
し出ください。）を、振替えて受講しようとする日の前日 17時までに、受付又は担当
へ提出（ＦＡＸ可）してください。振替は、年間行事予定表をご確認の上、同一授
業回数の中でしてください。

○再入室について
一度退出された方が１年以内に再度入室され
る場合は、再入室金として 5,500円のみで再
入室できます。それ以降は、再入室金は
11,000円をご納入いただきます。
○住所変更などについて
入室カードの記載事項（住所やご家族など）
に変更があった場合は、変更届を提出してく
ださい。変更届は受付にお申出ください。

質問・ご相談などがありましたらお電話ください。
〒600-8083 京都市下京区高倉通仏光寺上ル

TEL 075-344-5013 / FAX 075-344-5015
京都で一番古い幼児教室

ホームページ http://www.kirara-kids.com

