
音楽で「人とつながる喜び」や「思いやる心」を育てましょう。

歌と動きのリトミック ハッピーリズム
講師 せがわあきこ

〈対象〉

0~2歳児
(6か月頃~)

0 歳児から参加できるリトミッククラスです。
赤ちゃんは、抱っこの安心感の中で
ママの動きやビートを感じたり
歌の特徴をつかんでいます。
リトミックは、その日その時その場所で
集まったメンバーから生まれる、生きた音楽です。
親子で心と身体を動かして
奥深いリトミックの世界を一緒に楽しみましょう。

音楽で会話をしながら
みんなでつくり上げるレッスン

●開講曜日

●ご利用料金 (税込)

水曜日
月3回   10:30~11:15

11:30~12:15
1歳児 H27.4.2~H28.4.1
2歳児 H26.4.2~H27.4.1

入会金
月会費 (教材費込)

￥5,400-
￥6,500-

※月会費には、月3回のレッスンおよび年6回程度の振替レッスンを含みます。
※毎月初回のレッスン時に、現金で集金させていただきます。
※クラスの人数により、開講されない場合があります。予めご容赦ください。
※本レッスンは、たまプラーザのみでの開講となります。

たまプラーザ

  9:30~10:15 0歳児 H28.4.2~H29

●無料体験会
1月11日(水)・1月18日(水)・1月25日(水)
全年齢 (0歳児～2歳児) 対象 9:30~10:15

たまプラーザ 2月,3月も
体験レッスン
受付中!!

親子でクリエイティブな遊びを
楽しんでみませんか？

企画・制作 : ヤマハ ミュージックジャパン

〈対象〉

0~1歳児
(3か月頃~)

「やってみたい !」を確かなチカラに育てる教室です。

●開講曜日

●ご利用料金 ( 税込 )

各曜日
月3回

  9:30~10:30
10:45~11:45

0 歳児
1歳児

入会金
月会費 (教材費込)

￥5,400-
￥7,000-

※毎月初回のレッスン時に、現金で集金させていただきます。
※人数により、開講時間が変更される場合や開講されない場合があります。
※体験会とレッスンは先着順となります。

たまプラーザ：火曜日  センター北：木曜日  

ママがお子さまと一緒にアート＆デザインを楽しめる
「親子クラス」です。
親子で作品づくりを楽しみながら
ママも気分をリフレッシュ !
お互いに普段とは違う自分／相手を発見して、
親子の絆もより深まります。
０歳の赤ちゃんは抱っこや、
横でゴロゴロねんねをしてママが制作、
１歳を過ぎたら親子で仲良く制作できます。

開講時間 10:00 ~ 11:00
10:00 ~ 11:00

3月9日(木)
3月7日(火)たまプラーザ

センター北

●無料体験会

検索ポケモングローバルアカデミー

2017年度 4月 ならいごとコース
新規開講のお知らせ

習い事コース 無料体験受付中！
[お電話でのお問合せ]
03-3515-6814 (平日10:00~19:00)
[各プログラム詳細・体験申込]
http://www.shopro.co.jp/pokemon-edu/lesson/

4月入会者は
入会金0円！

～親子で楽しめる午前中プログラム～
親子サークル Mommy & Me

©Nintendo･Creatures･GAME FREAK･TV Tokyo･ShoPro･JR Kikaku ©Pokémon

ポケモングローバルアカデミー  たまプラーザ  センター北  



「面白い !」「好き !」「楽しい !」
プラスの感情を作り出すレッスン

独自の音感トレーニングで音とリズムを楽しみながら
情緒の安定と豊かな感性を育てます。

●開講曜日

●ご利用料金 (税込)

10:00~10:45
11:00~11:45

0歳4ヶ月~1歳6ヶ月未満
1歳6ヶ月~3歳未満

入会金
月会費
教材費

￥5,400-
￥7,000-

※月会費には、月3回のレッスンおよび年4回程度の振替レッスンを含みます。
※毎月初回のレッスン時に、現金で集金させていただきます。
※クラスの人数により、開講されない場合があります。予めご容赦ください。

￥3,240- /年

たまプラーザ

金曜日
月3回

ペアレント＆ミー
Powered by 

〈対象〉

0~3歳
(4か月頃~)

親子で楽しむ英語と音楽 “ペアレント＆ミー”
絶対音感のトレーニングを行う
カラーサウンデーションの０歳～３歳までのメソッド。
親子で英語の歌を聴き、一緒に全身で音の波動を感じます。
※カラーサウンデーションとは、満３歳～５,６歳までの間に
　色(視覚)と音(聴覚)を使い、音楽の基礎を身に着けながら
　イヤートレーニングで「耳を鍛えること＝脳を鍛えること」により、
　あらゆる学習の効果を高められる人気のメソッドです。

たまプラーザ●無料体験会
1月27日(金)・2月3日(金)

11:00~11:45
10:00~10:45 0歳4ヶ月~1歳6ヶ月未満

1歳6ヶ月~3歳未満

2月,3月も
体験レッスン受付中!!

●Preview Lesson
2月10日(金)～3月17日(金)　全6回

月会費
開講時間 以下の年齢別開講時間に準じます。

￥7,000- (税込)

たまプラーザ

※Preview Lessonにおいては、入会金および教材費は無料となります。

　　　「思わず踊りたくなる !」
「いつのまにか声が出る !」

●開講曜日

●ご利用料金 ( 税込 )
10:00~11:00

月会費 (1回あたり)
教材費

￥11,664- (￥2,916-)
￥540- /月

※ご兄弟・ご姉妹でご利用の場合、お２人目から入学金が半額になります。
※月謝は月4回通学した場合です。月の授業回数により料金が異なります。
※欠席の場合は授業料を返金致します。(月2回まで・2週間前までの申請が必要です。)

たまプラーザ：水曜日  センター北：金曜日  

11:10~12:10

入会金 ￥10,800-

各曜日

開講時間
10:00~11:00 / 11:00~12:00

3月5日(日)
2月26日(日)たまプラーザ

センター北

●無料体験会

10:00~11:00 / 11:00~12:00

LTE Toddler
Powered by 

〈対象〉

2~3歳
(H26.4.2~H27.4.1生まれの
お子さまが対象です)

「英語を学ぶ」のではなく、「英語で学ぶ」。
それが LTE (Learning Through English) です。
親子で楽しくテーマを学ぼう。
「英語を学ぶ」のではなく、英語ネイティブ教師の楽しいリードに沿って
親子で一緒にジャンプしたり、踊ったりしながら、
「人と仲良くすること」や「自分の身体のこと」などのテーマについて英語で学びます。
英語が苦手なパパ・ママも大丈夫。
身体や簡単な英語を使ったレッスンですので、
英語が苦手という保護者の方にも
安心してご参加いただけます。
また、ご自宅でも使える簡単な英会話フレーズや
歌などもレッスンの最後にお伝えします。

東京インターナショナルスクールの「探究型」カリキュラム
日本で有数の「国際バカロレア※」認定校である
東京インターナショナルスクール(東京都港区)。
その知見と強みを生かして独自の「探究型」授業を行います。
子どもたちは発達段階に応じて設定されたテーマについて
教師の問いかけに導かれながら答えを探してゆきます。
※国際標準の探究型カリキュラム。高校課程(DP)まで履修すると
　世界の有名大学への入学資格が取得できる。

ファーストイングリッシュのグッドタイミング
最も言葉を耳から吸収すると言われている、0~3歳の時期に英語に耳を慣らしておくことは
後々の英語の発音に大きく差が出ます。英語に興味を持ち、外国人の教師と触れ合うことで
異文化を学ぶ素地も身につきます。

かけがえのない二人の時間を一緒に過ごす
ベイビー＆ママの親子フラレッスン

親子フラ
Powered by 

〈対象〉

0~3歳
(6か月頃~)

●開講曜日

●ご利用料金 (税込)

木曜日(月2回) 10:00~11:00 0歳(6か月)~3歳

入会金
月会費

￥5,400-
￥6,480-

※毎月初回のレッスン時に、現金で集金させていただきます。
※クラスの人数により、開講されない場合があります。予めご容赦ください。
※本レッスンは、たまプラーザのみでの開講となります。

たまプラーザ

フラを通じてお子様と触れ合う時間、
お母様同士のコミュニケーションの場となるクラスです。
産後のママのカラダに必要なエクササイズや、
フラリズミックで見て、聞いて、
五感をフル活動。

お子様を抱っこしながら
フラのステップやハンドモーション(手の動き)を
楽しく学びます。

ALOHA TIME ~わたしとママ 二人だけの時間~
●無料体験会
3月16日(木)・3月23日(木)

たまプラーザ

10:00~11:00


