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ローラスへようこそ！ 
  
世界は凄まじい勢いで変化しています。 
私たちが今経験しているこの激動の時代は“第４次産業革命”と呼ばれています。 
AIやIoTまたビッグデータ等のイノベーションがこの技術革新を先導し、今世界中を飲み込んでい
ます。それと同時に加速するグローバライゼーションにより一国だけでは解決できない問題は増
加する一方であり、さらに複雑性を増していきます。 
 
これから20年後、30年後の未来は、私たちの想像をはるかに超えたものであるのは間違いありま
せん。これからの時代を生きる子供たちには、自分の頭で考える力、問題解決力、クリティカルシ
ンキング、創造力が必要になってきます。　 
しかしながら現在の日本の教育は50年前から全く変わっていません。 
これこそが、私たちが2010年に Bilinga Science International Schoolを設立し、2016年に Laurus 
International School of Science初等部を開校し、そして2022年に中高等部を開校する理由です。 
 
日本で唯一のサイエンス・インターナショナルスクールとして、私たちは生徒が自分の未来を切り
拓く能力と技術を身に着け、この不確実の時代に世界と社会にポジティブに貢献できるイノベー
ターになれるよう、献身的にサポートしていきます。  

理事長：日置 清巳 
校長：日置 麻実 



日本で唯一のサイエンス・インターナショナルスクール 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Creating future innovators 

to change the world for the better.

世界をより良く変革するイノベーターを育成する 



● ESL/Scienceの授業 

ローラスではSTEMスクールの特徴を生かした、 

英語とサイエンスを組み合わせた授業を行っています。

英語を「学ぶ」だけではなく、授業で「生かす」ことでお子

様の英語の能力を伸ばします。 

 

 

● 英語学習を続ける必要性 

エビングハウスの忘却曲線では、1度も復習しなかった場

合、1時間後には56%、1日後には72%、1ヵ月後には約80%

も忘れてしまうといわれています。英語学習も同じく、継

続的な学習が求められています。 

English Science

ESL/Science for Kinder -幼稚園生向け-　⇒ P6 

● Kinder Beginner 

はじめて英語に触れられるお子様、または英語の基

礎から学ばれるお子様のためのクラスとなり、授業

で多くの助けを必要とするお子様が対象です。 

● Kinder Advance 

Beginnerより少し難易度の高いクラスで、よりスピー

ディーに学習を進めていくクラスです。Beginnerクラス

の内容を更に発展させ、Elementaryクラスへのステップ

アップにつなげていきます。 

ESL for Elementary -小学生向け-　⇒ P8 

5

 
ネイティブの指導の下、生きた英語を学びませんか。 

学習を通して英語の能力そのものだけではなく、お子様の「コミュニケーション能力」、 
「問題解決能力」、「テストを受ける力」を養います。

ESL/Science

● Elementary 各レベル  

ElementaryクラスはKinderクラスで学習した以上の内容を扱う小学生を対象にしたク

ラスです。 



 名称  ESL/Science for Kinder -幼稚園生向け- 

クラス定員  10名 ※最少開講人数3名 14:30 - 17:00 / 15:00 - 17:30 / 15:30 - 18:00 

レッスン時間  150分

言語  英語

教材  生徒のレベルに合わせたテキストとプリント教材、テキスト

持ち物  筆記用具、室内履き、水筒

レッスン内容  ネイティブ講師によるグループレッスン

料金 

入会金  20,000円

年会費  18,000円／年

教材費  詳細は各校にお問い合わせください

その他教材費  1,200円／月（サイエンス・クラフト用消耗品、端末使用料、各種コピー代を含む）

授業料  スクールによって異なります

開講スクール  青山、高輪、白金台、田園調布、月島、武蔵新城、武蔵小杉

※生徒の人数によって開講状況が異なります。詳細は各校にお問い合わせください。 

 
ESL/Science アフタースクール 

幼稚園生用

　ESL/Scienceアフタースクールは、サイエンスプログラムと英検対

策、さらにReadingやWritingに力を入れています。  
 

　毎月異なるテーマをもとに、子供達の好奇心を存分に引き出すサ

イエンスの実験を沢山ご用意。  
 

　更にお子様の英語力向上を可能な限り見える形にするため、

JAPEC・英検指導も行います。

6



タイムテーブル 

時間  アクティビティ内容  詳細 

15:00-15:30 (30分) 
Homework check and  

Learning centers 

生徒達が到着したら、まずは宿題のチェック。 

レッスン開始までアクティビティセンターで遊びます。 

15:30-16:20 (50分) 
Circle Time and ESL /  

JAPEC Preparation 

レッスンはコミュニケーションゲームやアクティビティから始ま

ります。Jolly Phonics のカリキュラムで読み書きを強化してい

きます。また月ごとに語彙やフレーズを学習、JAPECのテスト

に備えます。 

16:20-16:30 (10分)  Snack Time  休憩時間 

16:30-16:50 (20分)  Reading and Writing 

iPadを使ったReadingカリキュラムでアクティビティや理解力を

チェック、宿題はe-LearningでReadingとWritingの力を伸ばしま

す。 

16:50-17:25 (35分)  Science or Craft 
理科実験は月2回以上、工作の時間は月1回以上行います。

また楽しいサイエンスワークシートも宿題で出されます。 

17:25-17:30 (5分)  Rewards and dismissal 
荷物をまとめてお迎えの時間。 

今日のレッスンとお子様の成長を保護者様と共有します。 

レッスン風景 

*タイムテーブルは授業の内容によって変わる場合があります。 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 名称  ESL for Elementary -小学生向け- 

クラス定員  10名　※最少開講人数3名　15:30 - 17:30 / 16:00 - 18:00 

レッスン時間  120分 

言語  英語 

教材  生徒のレベルに合わせたテキストとプリント教材 、テキスト 

持ち物  筆記用具、室内履き、水筒 

レッスン内容  ネイティブ講師によるグループレッスン 

料金 

入会金  20,000円 

年会費  18,000円／年 

教材費  詳細は各校にお問い合わせください 

その他教材費  1,200円／月（サイエンス・クラフト用消耗品、端末使用料、各種コピー代を含む） 

授業料  スクールによって異なります 

開講スクール  青山、高輪、白金台、田園調布、月島、武蔵新城、武蔵小杉 

※生徒の人数によって開講状況が異なります。詳細は各校にお問い合わせください。 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ESL/Science アフタースクール 

小学生用 

　ESL/Scienceアフタースクールは、サイエンスプログラムと英検対策、さら

にReadingやWritingに力を入れています。  
 

　毎月異なるテーマをもとに、子供達の好奇心を存分に引き出すサイエンス

の実験をたくさんご用意。  
 

　さらに、お子様の英語力向上を可能な限り見える形にするため、英検指導

もしており、英検対策のカリキュラムを取り入れている他、英検3級以上の

Writing Testまで指導します。  



タイムテーブル 

レッスン風景

時間  アクティビティ内容  詳細 

15:30-15:45 (15分)  Homework Check  授業は宿題チェックから始まります。 

15:45-16:30 (45分)  Circle Time and ESL/Eiken  
楽しい英会話から始まり、新しい語彙や文法を学びます。

そして英検対策を行い、基礎英語力をUP。 

16:30-16:50 (20分) 
Reading and Writing 

(Digital Learning) 

iPadを使ったReadingカリキュラムでアクティビティや理解力

をチェック、宿題はe-LearningでReadingとWritingの力を伸

ばします。 

16:50-17:25 (35分)  Science or Craft 

理科実験は月2回以上、工作の時間は月1回以上行いま

す。また楽しいサイエンスワークシートも宿題で出されま

す。 

17:25-17:30 (5分)  Rewards and dismissal 
荷物をまとめてお迎えの時間。今日のレッスンとお子様の

成長を保護者様と共有します。 

*タイムテーブルは授業の内容によって変わる場合があります。 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世界中で話題の最新STEM教材を使いながら、 

同時に英語も学べるアフタースクールを開講しています。 

習い事として大人気のSTEMと英会話。Laurusで一度に習ってみませんか？ 

● STEMとは? 

STEMとは、「Science, Technology, Engineering and 

Mathematics」から取られた頭文字語で、すなわち科学・技術

・工学・数学の学問領域を一括して扱う事です。STEM教育

は、クリティカルシンキングやサイエンスの知識を養い、次世

代を切り拓く力を育てます。  

 

● プログラミングが2020年から必修化 

政府は、これからの人工知能（AI）やロボットが普及する時代

を「第4次産業革命」と位置付け、「情報活用能力を備えた創

造性に富んだ人材育成が急務」とし、小・中学校でのプログラ

ミング教育の必修化を明言しました。  

● Brain Power  

 ブレインパワー 

⇒P12 

● Block Programming 

 Basic/Advance 

ブロックプログラミング 

⇒P16 

● Digital Creative 

デジタルクリエイティブ 

⇒P21 

● Science 

サイエンス 

⇒P23 

● Kinder Coders 

キンダーコーダーズ 

⇒P14 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STEMアカデミーアフタースクールの総合的なカリキュラムでは、 
子供達の学習速度に沿った段階的なコースを提供しています。 

それぞれのアフタースクールは継続的な学習と探求ができるよう 
構成されており、子供達が長い期間学習を継続できる仕組みとなっております。 

 

K2 
ブレイン 
パワー 
(Year 1) 

 
<12ページ> 

 

キンダー 
コーダーズ 

 
<14ページ> 

K3 
ブレイン 
パワー 
(Year 2) 

 
<12ページ> 

 
ブロック 

プログラミング 
ベーシック 

 
<16ページ> 

 

P1 
ブレイン 
パワー 
(Year 3) 

 
<12ページ> 

 

ブロック 
プログラミング 

アドバンス 
 

<18ページ> 

デジタル 
クリエイティブ 

 
<21ページ> 

サイエンス 
 

<23ページ> 

P2
ブレイン 
パワー 
(Year 4) 

 
<12ページ> 

P3

P4

P5
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 名称  ブレインパワー 

コース名  1年目/2年目  3年目/4年目 

クラス定員  10名 ※最少開講人数3名 

レッスン時間  60分 

言語  英語 

教材  アーテック社自考力キッズ教材、ノートPC 

持ち物  筆記用具、室内履き 

レッスン内容  アーテックブロックを用いたパズル、ロボット、プログラミング 

料金 

入会金  20,000円 

年会費  10,000円／年 

教材費 

ブロックキット 30,500円 

テキスト代 12,000円／年 

※途中退会の場合でも教材費は返金いたしかねます。 

端末使用料  550円／月 

授業料 

レギュラーコースの生徒  11,000円／月 

フルデイコースの生徒  9,000円／月 

開講日／ 

開講スクール 
毎週水曜日14:15-15:15／白金台  毎週木曜日14:15-15:15／白金台 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ブレインパワー 

幼稚園年中 (4歳～)・小学生向けコース 

　アーテック社の「自考力キッズ」でプログラムを体験しよう！  
 

　パズル（1ユニット2回）、ロボット（1ユニット1回）、  

プログラミング（1ユニット1回）の3種類の教材を使って、4年間週替わ

りで取り組みます。  
 

　手を動かして何度も考える”思考力”、算数に必要な”図形力”、そし

て”集中力”と最後まであきらめない”やり遂げる力”を  

鍛えよう！ 



パズル  ロボット  プログラミング 
 

子供達が夢中になって試行錯誤を繰

り返す楽しい図形パズル＆ 

ゲーム 

 

バランスゲーム、形合わせパズル、色

のリレーなど 

●全12テーマ 

 

様々な動きのロボットを作りながら、

機構・仕組みを理解する 

 

－基礎編－ 

車を走らせよう、相撲ロボット、ワニワ

ニロボットなど　 

●全12テーマ 

 

－応用編－ 

ロープウェイロボット、二足歩行ロボッ

ト、リフトを動かそうなど 

●全12テーマ 
 

 

手順を考えながらロボットを動かし、プ

ログラミングの基礎を楽しみながら学

ぶ 

 

プログラミングで車を動かそう、自動運

転車をプログラミングしようなど 

●全24テーマ 

プロジェクト紹介 

タイムテーブル 

パズル 

:00-:05（5分）  ルール説明 
説明書を読みながら遊び方を確認します。 

まずは例題を解いてみよう！ 

:05-:40（35分）  問題チャレンジ  ルールを覚えたらどんどん問題にチャレンジ♪ 

:40-:50（10分）  プリント教材 
プリント教材を使って「頭の中で図形をイメージする力」を 

トレーニングします。 

:50-1:00（10分）  片付け  使ったブロックは自分のボックスにお片付け。 

ロボット 

:00-:10（10分）  導入 
身の回りのロボットの例を見ながら今日作るロボットのイメージを膨らま

せましょう。 

:10-:30（20分）  組立・説明  自分でテキストを読みながらロボットを組み立てます。 

:30-:45（15分）  改造・発表 
学んだ事を応用して、オリジナルのロボットを作成♪ 

創造力と表現力をトレーニングします。 

:45-:50（5分）  まとめ  今日学んだ事をおさらいしましょう。 

:50-1:00（10分）  片付け  使ったブロックは自分のボックスにお片付け。 

プログラミング 

:00-:15（15分）  導入・組立 
今日取り組む内容についてイメージを膨らませましょう。 

プログラミング重視のためロボットの組み立ては最小限。 

:15-:30（15分）  操作方法の学習  テキストの内容でプログラミングの基礎的な操作方法を学びます。 

:30-:45（15分） 
ミッション 

チャレンジ 

学んだ操作方法でレベルアップ式のミッションにチャレンジ！ 

論理的思考力・問題解決力を身につけます。 

:45-:50（5分）  まとめ  今日学んだ事をおさらいしましょう。 

:50-1:00（10分）  片付け  使ったブロックは自分のボックスにお片付け。 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 名称  キンダーコーダーズ 

クラス定員  10名 

レッスン時間  60分 

言語  英語 

教材  VEX123キット、ワークシート 

持ち物  筆記用具、室内履き、水筒 

レッスン内容 

パズル、ロボティクス、プログラミングレッスン  

*K2カリキュラムのフォニックス、算数、英語の授業に関連した内容を 

扱います。 

料金 

入会金  20,000円 

年会費  10,000円／年 

教材費  1,100円／月 

端末使用料  2,000円／月 

授業料 

レギュラーコースの生徒   11,000円／月 

フルデイコースの生徒   9,000円／月 

開講スクール  田園調布、武蔵新城 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キンダーコーダーズ 

年中～年長向けクラス 

　コーディングをスクリーンから外して、手に取ろう！  
 

　コードを書いてロボットをプログラムしながら  

本物の「コーダー」の第一歩を踏み出せる、キンダー向けのプログラ

ムです。 
 

　VEX123ロボットを使って、楽しくインタラクティブな方法でプログラミ

ングを理解して  

プログラミングロジックと問題解決のマスターになろう。  

日本初上陸！

Only at Laurus



レッスンスケジュール 

月  火  水  木  金 

●14:15-15:15 

年中 (Darwin) & 年

長 (Einstein) 

＠武蔵新城 

     

●15:10-16:10 

年中 (Darwin) & 年

長 (Einstein) 

＠田園調布 

VEX123とは 

VEX 123は、コンピュータサイエンスと計算思考をスクリーンではなく手に
取って学習できる、全く新しいインタラクティブなプログラム可能なロボット
です。 
次の方法でロボットをプログラミングしていこう  
１）ロボットにあるタッチセンサーボタンを使ってシーケンスを作成  
２）VEX Coderにカードを差し込んで、ロボットにワイヤレスでプログラムを

ダウンロードできるよ！  
 

プロジェクト紹介  

タイムテーブル 

時間  アクティビティ  詳細 

:00-:05 (5分)  はじめに 
先生が今日の授業の内容を説明して、皆の前で動か
してみるよ。 

:05-:20 (15分)  動かしてみよう  今日の課題を考えて、コードを書いてみよう。 

:20-:30 (10分)  休憩とディスカッション 
うまくいったこと、いかなかったことをみんなで共有し、
一緒に考えよう。 

:30-:50 (20分)  ステップバイステップ 
みんなで話し合ったアイデアを使ってコードを書き替
えてみよう。今日の課題を完成させよう。 

:50-:00 (10分)  紹介しよう 
今日の授業を振り返ってみよう。自分の考えをクラス
のみんなにシェアしよう。 

コードに触れよう  ストーリープロジェクト  ロボットと友達になろう 

 

1) 数式をモデル化しよう。数にあわ

せて動くようにロボットのコードを

書いてみよう。 

2) タッチボタンを使って、単語を発

音したり読んだりできるロボット

をコーディングしよう。 

3) ロボットにアームを付けてみよ

う。プログラムでロボットの周り

の物を動かして、自分の部屋を

きれいにしてみよう。 

 

ドラゴンが王国と地元の村を襲う！？

ロボットをプログラムして、3つのパー

トを乗り越えて危機を救おう 
 

1) 村人を救出しよう。それぞれの

家から村人を安全なお城に避難

させよう。 

2) それぞれの土地を順番に訪れ、

ドラゴンを倒すための道具を集

めてよう。 

3) ロボットでドラゴンを押し出す方

法を考えよう！プログラミングで

ドラゴンを王国から押し出そう。 
 

 

1) 人の動作に関連する動きをロ

ボットで実現してみよう。 

2) ロボットを「落ち着かせ」て、色々

な状況（壁にぶつかったり、テー

ブルの端に近づきすぎたり等）に

対応出来るようにしてみよう。 

3) アートワークでロボットをデコ

レーションしたり、ロボットにプロ

グラムで遊ばせせたりして、本

物のペットみたいに遊んでみよ

う。 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 名称  ブロックプログラミング ベーシック 

クラス定員  10名 

レッスン時間  16:00–17:30（90分） 

言語  英語 

教材  SPIKE BASICキット、iPad、ワークシート 

持ち物  筆記用具、室内履き、水筒 

レッスン内容 
レゴ® エデュケーション スパイク™ エッセンシャルを使った構築と 

プログラミング 

料金 

入会金  20,000円 

年会費  18,000円／年 

教材費  【新入会】39,800円／年【継続】4,000円／年　　 

端末使用料  550円／月 

授業料 

レギュラーコースの生徒   20,000円／月 

フルデイコースの生徒   17,000円／月 

開講スクール  高輪、青山、白金台、月島 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ブロックプログラミング ベーシック 
年長 (5歳～)・小学生（1～5年生）向けクラス 

　ロボット工学を体験してみよう！  
 

　レゴ® エデュケーション スパイク™ エッセンシャルでの学習を

通じて、ロボット工学の考え方から構築、計画からコーディング

まで一連の流れを体験することができます。  
 

　コンテストに参加して新しい技術に挑戦してみよう!  



レッスンスケジュール 

月  火  水  木  金 

   

● 16:00–17:30 

＠青山 

＠月島 

● 16:00–17:30 

＠高輪 

● 16:00–17:30 
 

＠白金台

SPIKE™ ESSENTIALとは 

　Spike™ Essentialは、STEAMのコンセプトである実践的な考え方と  
併せて、識字能力、数学、社会的感情発達の発達を促すことのできる複数
教科にまたがった学習のできるSTEAMソリューションです。  
　関連性のあるテーマに沿った、遊び心のある物語ベースの問題解決を
中心にデザインされた学習内容で、子供たちの自立したSTEAM思考を目
指します。 

プロジェクト紹介  

タイムテーブル 

時間  アクティビティ  詳細 

:00-:10 (10 分)  はじめよう  今日の課題について考えられる事をみんなで話し合おう 

:10-1:10 (60 分)  考えよう 
最初の課題を解決してみよう。繰り返しモデルをテストして、ボー
ナス課題も考えてみよう 

1:10-1:20 (10 分)  説明しよう 
みんなと一緒に、ガイドに沿って考え、質問しながら課題を振り返
ろう 

1:20-1:30 (10 分)  再考しよう 
みんなのフィードバックから、自分の考えがどんなふうに改善で
きるか考えてみよう 

北極への旅  すてきな遊園地  大きなバス 

 

"レオは北極圏の冒険でホッキョクグ

マを見に行きます! 彼はスノーモービ

ルを使ってどうやって行くのかな？" 
 

レオの旅を助けるためにロボットを作

り、自分で作成した地図でナビゲート

しよう。 
 

旅が終わったら、スノーモービルを改

造して、次の冒険に備えてみよう。レ

オは何を見つけて、どうやってそこに

行くのかな？よく考えて作ってみよ

う。 

 

"自分だけの遊園地の乗り物を作る

時が来た！" 
 

みんなで話し合い、遊園地に足りな

いと思う楽しい乗り物を決めてみよ

う。 
 

モーターやセンサー（カラーセンサー

やジャイロなど）を使って新しい乗り

物をデザインして、プロトタイプを作っ

てみよう。テストして、上手くできるか

な？ 
 

他のチームと競争して、一番多くのお

客さんを獲得しよう。 
 

 

"今日は最高の一日になるよ! ダニエ

ルが大試合を見るためにスポーツス

タジアムに行くのを手伝おう。" 
 

みんなで、色んな場所で自動的動い

たり止まったりするロボットを設計して

みよう。 
 

デザインやプログラミングで特別な要

望に応えて、すべての人が利用でき

る公共の場にしてみよう。 

そして、その要望がなぜ重要なのか

を考えてみよう。 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名称  ブロックプログラミング アドバンス 

クラス定員  10名 ※最少開講人数3名 

レッスン時間  16:00–17:30（90分） 

言語  英語 

教材 
・STEMアクティビティ：内容によって異なります 

・組立とプログラミング：LEGO® WeDo 2.0, iPad 

持ち物  筆記用具、室内履き、水筒 

レッスン内容 

STEMに関連するプロジェクトのアクティビティ   (45分) 

組立とプログラミング：LEGO® WeDo2.0を用いたプログラミング（45分） 

料金 

入会金  20,000円 

年会費  18,000円／年 

教材費  【新入会】33,000円／年【継続】4,000円／年　　　　　 

端末使用料  550円／月 

授業料  23,000円／月 

開講スクール  高輪 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　レゴ® We Do2.0を使ってプログラミングを体験しよう！ 
 

　レゴ® We Do2.0アプリでは、環境問題や生物、技術な
どをテーマにした課題が、チュートリアルを含め25種類
用意されています。 
 

　【調べる⇒組み立てる⇒発表する】という３つのステー
ジによってプロジェクトを進めていきます。 

 
ブロックプログラミング アドバンス 

小学生（1～5年生）向けクラス 



プロジェクト紹介 

基礎プロジェクト 

サイエンス  CT/プログラミング的思考 

●全8プロジェクト  ●全4プロジェクト 

プロジェクトの進め方 
 

発見、組立、発表の3つのステージで学習していきます 

① 発見：動画を見たりしてトピックについて学ぼう。話し合いを通じて理解を深め、トピックのイメージを膨らまていこう 

② 組立：基礎プロジェクトでは見本の通りにブロックを組み立てよう。プログラミングして、自分なりに改良してみよう 

③ 発表：自分のレベルに合わてアプリを使って写真や動画を編集しながらレポートを作成し、みんなの前で発表しよう 

発展プロジェクト 

サイエンス  CT/プログラミング的思考 

●全8プロジェクト  ●全4プロジェクト 

プロジェクトの進め方 

 

プロジェクトを次のステージで進めていきます。 

① 問題を明確にする： 掲示されたトピックについて考え、改善したい問題を明確にしよう 

② 計画を立てる： 思いついた様々な解決策の中から一つ選び、実行するための計画を立てよう 

③ 試行する： アイコン式のプログラミング言語でレゴ®モデルを動かして色々試行錯誤してみよう 

④ 修正する： 自分のモデルとプログラムを評価して、直したりもっと良くしたりしてみよう 

⑤ コミュニケーションをとる： 自分の考えを発表して、作品をみんなに披露しよう 

※ プログラミング的思考とは  

「問題とその解決策を公式化して、解決方法を何らかの形式で表せるようにする思考プロセス」  

（ジャネット・ウィング教授、2011年）  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タイムテーブル 

各コース授業内容 

コース内容 
 

・入門パート              　×１回 
 

・サイエンス 

－ 発展プロジェクト   × 7 プロジェクト 
 

・プログラミング的思考 

－ 基礎プロジェクト　× 2 プロジェクト 

－ 発展プロジェクト　× 3 プロジェクト 

※上記は目安となり、進行具合によって変更する可能性がございます。 

時間  アクティビティ内容  詳細 

:00-:05（5分） 

STEM 

Review  前回までの内容を復習 

:05-:10（5分）  Speaking & Listening 
教材を使いながら、今週のトピックについてクラスで話し

合おう 

:10-:25（15分）  Experiment  今度は実際に手を動かして実験してみよう！ 

:25-:30（5分）  Activity & Discussion  クラスメイトと協力しながらアクティビティに挑戦  

:30-:35（5分）  Break  水分補給・トイレ休憩 

:35-:40（5分） 

組立とプロ

グラミング 

Review/Introduction  前回の授業内容と今日の学習内容を確認 

:40-1:00（20分）  Create  ブロックを使ってLEGO® モデルを組み立てよう 

1:00-1:25（25分）  Program/Modify 
アプリを使ってプログラミングし、モデルを動かしてみ

よう！ 

1:25-1:30（5分）  Pack-up  ブロックをボックスにしまい、片付けよう 

レッスンスケジュール 

月  火  水  木  金 

 
●16:00-17:30 

＠高輪 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 名称  デジタルクリエイティブ 

クラス定員  10名 ※最少開講人数3名 

レッスン時間  90分 

言語  英語 

教材  Minecraftソフト、ワークシート、ノートPC 

持ち物  筆記用具、室内履き、水筒 

レッスン内容  教育版Minecraftを用いたSTEMレッスン 

料金 

入会金  20,000円 

年会費  10,000円／年 

教材費  10,000円／年 

端末使用料  550円／月 

授業料  20,000円／月 

開校日／ 

開講スクール 

毎週月曜日16:00-17:30／白金台 

毎週水・金曜日16:00-17:30／初等部 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　マインクラフトは、ゲーム要素だけではなく、その思考性から世界

中の教育現場で取り入れられているソフトウェアです。  
 

　生徒達は、どんなものを作りたいかの計画を立て、クラスメイトと

協力しながら、デジタルの世界でのものづくりに取り組みます。  
 

　マインクラフトで自分だけの世界を作ってみよう！  

デジタルクリエイティブ 
小学校（1～6年生）向けクラス 



プロジェクト紹介  

文学  歴史と文化  建築の算数 

マインクラフトで大好きな物語を 

再現してみよう 

人生設計をして、 

生活を体験してみよう 

 

 

 

 

 

 

 

建物にどんな数字のパターンが 

使われているか考えてみよう 

プロジェクトの進め方 

 

プロジェクトは次のステップで進めていきます。   

  ① ブレインストーム：思いついたアイデアを話し合って案を作ろう 

  ② 計画：デジタルツールを使って自分のアイデアの地図やレイアウト、デザインを描こう 

  ③ 建設：みんなと協力して自分のデザインを実際に形にしてみよう 

  ④ 発表：作品について話し合ったり、デザインしたマインクラフトをみんなに紹介しよう 

 

タイムテーブル 

マインクラフトとは 

　マインクラフトは教育現場でも世界的に取り入れられているサンドボックス 　
ゲームで、ブロックを地面や空中に配置し、自由な形の建物などを作っていきま
す。ブロックの数や敷地の広さに限りはなく、思うがままに自分たちの世界を作り
出すことができます。  
　マインクラフトは、あらゆる教科に役立つ要素があるとして教育現場において存
在感を発揮しています。生徒たちは創造力と忍耐力をもって取り組み、クリティカ
ルシンキング、チームワーク、探究心など幅広い能力を身につけることができま
す。 

時間  アクティビティ内容  詳細 

:00-:05 (5分)   Review/Introduction   前回までのおさらいと今日のレッスンについて話そう 

:05-:15 (10分)   Brainstorm  それぞれの課題について話し合ってアイデアを膨らませよう 

:15-1:15 (60分)   Create  計画した内容からマインクラフトの世界をさらに発展させていこう 

1:15-1:30 (15分)   Presentation  今日の発見や課題をみんなと共有しよう 

以下はプロジェクトの一例となります。その他様々なプロジェクトを用意しておりますので 
是非ご参加ください。 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 名称  サイエンス 

クラス定員  10名 ※最少開講人数3名 

レッスン時間  90分 

言語  英語 

教材  実験器具、プリント 

持ち物  筆記用具、室内履き、水筒 

レッスン内容  自然界の現象の観察と実験 

料金 

入会金  20,000円 

年会費  10,000円／年 

教材費  12,000円／年 

実験器具使用料  550円／月 

授業料  18,000円／月 

開校日／ 

開講スクール 
毎週月曜日16:00-17:30／初等部 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サイエンス
小学生向けクラス 

　ローラスでは、すべて年齢の子供にとってサイエンスが楽しく、より身

近になるよう誇りをもって授業を行っております。  
 

　このクラスでは、生徒達が異なる科学の分野を超えて様々な技術や

発想を身につけることで、新しい視野で世界を見ることができるようにな

ります。 



プロジェクト紹介  

種子を解剖してみよう  でんぷんの反応を見てみよう  電池を作ろう 

種子を解剖して 

種子の中を見てみよう！ 

いろんな物に含まれる 

でんぷんの反応を試してみよう！ 

 

 

 

 

 

電池を作ってみよう 

上手く作れるかな？ 

プロジェクトの進め方 

 

サイエンスクラスでは、幅広いテーマを取り上げます。プロジェクトは次のステップで進めていきます。 

① 問題の設定：対象物や現象を観察して、疑問を持ち、解明したい問題を設定しよう 

② 仮説の設定：解明したい問いの答えとなる、可能性のある説明を考えよう 

③ 実験：あらかじめ実験結果を予想し、仮説を検証するためのデータを収集よう 

④ データの分析：得たデータや情報を分析し、実験の結果を考察よう 

⑤ 結果の報告：実験の結果や実験を通じて発見したこと、学んだことを発表し、クラスで話し合おう 

タイムテーブル 

サイエンスアフタースクールとは 

　このサイエンス クラスでは、生徒達は化学や物理、生物等の実験を してい
きます。 
　実験では、器具の準備から、 測定、分析まで各自で実施します。 例えば、
生物のクラスでは、顕微鏡を使って生き物の臓器について、化学のクラスで
は電池作りや金属の特性について、物理のクラスでは熱力学や磁気、エネ
ルギーについて学びます。  
 様々な楽しい実験を通じて、科学の原則を理解し、問題解決や新しい解放
を発見する能力を養います。  

時間  アクティビティ内容  詳細 

:00-:05（5分）  Review / Introduction  前回までのおさらいと今日のレッスンを確認しよう 

:05-:15（10分）  Discussion  当日の題材について知ってることの話し合おう 

:15-1:15（60分）  Experiment  研究の準備をして実験と観察をしよう 

1:15-1:30（15分）  Presentation  実験結果から発見したことについて話し合ってみよう！ 

プロジェクトの一部を紹介します。  
その他様々なプロジェクトを用意しておりますので是非ご参加ください。  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読み書きだけでは養えない、健やかな身体の育成に必要なカリキュラムを 
経験の豊富な専門の講師が提供します。 

さらに、英語で実践することで国内外の芸術に触れることのできる基礎を作り上げ、 
お子様の可能性を広げます。 

● P.E. ⇒ P26 

身体の基礎を育むだけでなく、集団行動から、協調性

やルールも学びます。 

● Dance ⇒ P30 
ヒップホップにあわせて体を動かし、身体感覚と感受性

を養います。 

● Ballet ⇒ P28 
表現力に加え、美しい所、体の柔軟性や均衡のとれた

筋力を養います。 

● Music Technology  
and Composition ⇒ P36 

音楽基礎の学習だけではなく、アプリを利用した作曲にも

挑戦します。 

● Rhythmic ⇒ P34 
音楽に合わせて体を動かし、基本的な音楽能力とお子様

の基礎能力の発達を促します。 

● Art ⇒ P32 

著名な画家とその特徴やタッチを学び、自分だけの作品

にチャレンジします。 

25

Gymnastics and Music



名称  PE 

クラス定員  10名 ※最少開講人数3名 

レッスン時間  55分 

言語  英語 

講師  資格を持ったネイティブの講師が担当します 

使用するもの  マット、鉄棒、はしご、平行棒、ボールなど 

持ち物  動きやすい服、運動靴、タオル、水筒 

レッスン内容 
・体力、敏捷性、バランスを鍛えるゲームベースのアクティビティ 
・陸上競技、サッカー、体操等 

料金 

入会金  20,000円 

年会費  10,000円／年 

スポーツ用具使用料  550円／月 

授業料 

レギュラーコースの生徒  10,000円／月 

フルデイコースの生徒  8,000円／月 

開講スクール  白金台、青山、田園調布、月島、武蔵新城、武蔵小杉、初等部 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フィジカルエデュケーション 
幼稚園生・小学生向けクラス

球技や体操を行い基礎体力をつけていきます。  
 
みんなと協力しながら体を動かすことで、  
チームワーク・スポーツマンシップを学び、自分の体を思い通りに
動かせるようになります。  
 
筋肉の動かし方や指先の細かい動きを色々な運動を通しなが
ら、安全にも気を付けるよう指導していきます。  



時間  アクティビティ内容  詳細 

:00 -:05 (5分)  導入  名前、その日のアクティビティに関する質問 

:05 -:15 (10分)  準備運動  軽く走った後は色々な体勢で準備運動しよう ♪ 

:15 -:30 (15分)  リレー/球技/体操  障害物競争、バスケットボール、マット運動など 

:30 -:45 (15分)  ボールなどを使った運動  ボール投げ などを通して身体の動きを練習しよう 

:45 -:50 (5分)  ゲーム 
氷鬼、ドッジボール、けんけんぱなどのゲームで楽しく体

を動かそう ♪ 

:50 -:55 (5分)  クールダウン/ストレッチ  最後にストレッチをして筋肉をほぐそう！ 

レッスンスケジュール 

タイムテーブル 

月  火  水  木  金 

●14:15-15:10 

幼稚園生 

＠青山 
 

年中 (Darwin) 

＠田園調布 

 
 

●14:15-15:10 

年少 (Da Vinci) 

＠田園調布 
 

●16:00-16:55 

小学生 

＠初等部 

●14:05-15:00 

年中 (Darwin) & 年

長 (Einstein) 

＠白金台 
 

年中 (Darwin)＆年

長 (Einstein) 

＠武蔵新城 
 

●15:05-16:00 

年中 (Darwin) & 年

長 (Einstein)　 

＠白金台 

 

●14:10-15:05 

年少 (Da Vinci) 

＠武蔵小杉 
 

●15:05-16:00 

年少 (Da Vinci) 

＠白金台 

●14:15-15:10 

年長 (Einstein) 

＠田園調布 

PEアフタースクールとは 

　球技や体操などから筋肉の動かし方や指先の細かい動き、また  
それぞれの運動での安全な動きについて理解して練習をします。  
 

　このクラスでは次の4つのステップで運動に取り組んでいきます。  
①準備運動 
②リレー/アクティビティ  
③ゲーム/スポーツ  
④ストレッチ 

 

　各クラスでは、必要とされる身体のコントロールや位置、  
体に対する意識やスポーツマンシップを身につけながら、次の  
クラスで必要になる動きや姿勢を学べるように設計されています。  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 名称  バレエアフタースクール 

クラス定員  15名 ※最少開講人数3名 

レッスン時間  プリスクール (1.5歳～)＆年少 40分 

言語  英語 

講師  経験のある講師が担当します 

持ち物 

プリスクール生：動きやすい服装とシューズ　(上履き可) 水筒 

キンダー生：レオタード もしくは 体のラインが見える服装、バレエシューズ、

水筒 

レッスン内容 

クラシックの音楽に触れながら、全身を使って表現する楽しさを体験することを目指しま

す。 

バレエのポージングやステップを通じて、美しい姿勢とバランス力、柔軟性を育みリズム

感を養っていきます。 

料金 

入会金  20,000円 

年会費  10,000円／年 

設備使用料  1,100円／月 

授業料 

レギュラーコースの生徒   10,000円／月 

フルデイコースの生徒   8,000円／月 

開講スクール  田園調布 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バレエアフタースクール 
プリスクール・幼稚園生 向けクラス 

　美しい立ち振る舞い、所作は、繊細な動きによって生まれます。  
 

　バレエレッスンでは柔軟性、リズム感はもちろんのこと、情緒性を整え、均
整の取れた筋力を養っていきます。  
 

　クラシック音楽に合わせて、楽しく全身を動かし、表現していきましょう！  



レッスンスケジュール 

月  火  水  木  金 

● 14:15-14:55 

プリスクール

年少クラス 

＠田園調布校 

       

Joanna Milewska　ジョアンナ先生  

　15年間、キッズダンスのインストラクターを経験。私は6歳の頃からダンスが好きで、
クラシックバレエ、ミュージカルジャズ、コンテンポラリー、サルサ、アルゼンチンタンゴ
など、さまざまなダンスを体現してきました。  

レッスン紹介 

クラス  1週目  2週目  3週目  4週目 

プリスクール 
・K1 

● バレエのご挨拶  
(お辞儀) 

● 立ち方と姿勢 
● 基本ポジションの説明 
● クラシック音楽に合わ
せて自由に踊ろう！ 

● おさらい 
● ストレッチとウォーム
アップ 

● バレエのポージング
とウォーキング 

● バレエ作品を踊って
みよう！① 

● おさらい 
● ストレッチとウォーム
アップ 

● クロスフロア 
● ジャンプ 
● バレエ作品を踊ってみ
よう！② 

● おさらい 
● ストレッチとウォーム
アップ 

● クロスフロア 
● バレエ作品を踊って
みよう！①〜③ 

年中・年長 

● バレエのご挨拶 
(お辞儀) 

● 立ち方と基本ポジショ
ン 

● クロスフロア 
● ワルツを踊ろう！ 

● おさらい 
● ストレッチとウォーム
アップ 

● バレエのターン 
● クロスフロア 
● バレエ作品を踊ろ
う！① 

● おさらい 
● ストレッチとウォーム
アップ 

● クロスフロア 
● ジャンプ&バランス 
● バレエ作品を踊ろう！
② 

● おさらい 
● ストレッチとウォーム
アップ 

● クロスフロア 
● バレエ作品を踊ろ
う！①〜③ 

タイムテーブル 

時間  アクティビティ  詳細 

:00-:05 (5分)  お辞儀   挨拶から始まり、先週の内容をおさらい 

:05-:10 (5分)  ウォームアップ   マーチやギャロップ、ジャンプをしよう 

:10-:20 (10分)  ストレッチ   ハムストリングや股関節、脊髄の柔軟性を高めよう 

:20-:25 (5分)  バレエの基礎   ルルベ、プリエ、タンデュ、ソッテのジャンプを学ぼう 

:30-:35 (5分)  床を使った動き   トーダンス、スキップ、シャッセ、グラン・ジュテを学ぼう 

:35-:40 (5分)  振付と想像性を知ろう  テンポやリズム、向き等を理解しよう 

:40-:45 (5分)  クールダウン   今日の振り返りとストレッチ 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　子供たちに教えることにとてもやりがいを感じています。保護者の皆様には子どもた
ちの作品や学んだことを見ていただく機会を設けます。  



 名称  ダンスアフタースクール 

クラス定員  10名 ※最少開講人数3名 

レッスン時間  45分 

言語  英語 

講師  ダンス経験のある講師が担当します 

持ち物  動きやすい服装、水筒 

レッスン内容 

憧れのアイドルみたいに踊りたい。楽しく運動したい。ダンサーになりたい！ 

このダンスアフタースクールでは、誰もが知るアップテンポな音楽に合わせ、ヒップホップ

スタイルのダンスを習得します。 

 

とにかく体を動かすのが大好きな子どもたち。 

音楽に合わせることを知れば、全身を使ってもっと楽しく自己表現できます！ 

  音楽に合わせて体を動かしたり、カッコイイ／カワイイ体の動きをマスター！ 

  体幹を整えて姿勢が綺麗になるので、ポージングも決まるようになります。 

 

  音楽からインスピレーションを得たアイディアを魅力的に表現することで、 

  子どもたちの自己肯定感や音感、表現力の向上を図ります。 

  ダンスを通して、どの分野でも必要とされる観察力や協調性も身につきます。 

 

※本クラスは年間を通して授業をご参観いただけます。 

料金 

入会金  20,000円 

年会費  10,000円／年 

設備利用料  550円／月 

授業料 
レギュラーコースの生徒   10,000円／月 

フルデイコースの生徒   8,000円／月 

開講スクール  青山 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ダンスアフタースクール 
幼稚園 (4歳～) 向けクラス 

　みんなと一緒にダンサーを目指して挑戦してみよう！  
 

　アップテンポの音楽にあわせて、全身を使って  

楽しく自己表現しながら、授業を通じて生徒の柔軟と体幹を鍛

え、音感と表現力を高めていくクラスです。  



月  火  水  木  金 

     

●14:15-15:00 

年中 

＠青山 

●14:15-15:00 

年長 

＠青山 

レッスンスケジュール 

ダンスアフタースクールについて 

　このコースは今までにダンスの経験のないお子様にあわせたクラスです。  
　ダンスの流れは分かりやすいセクションで構成されており、それぞれの  
レッスンで練習した後、全体を通したパフォーマンスを行っていきます。  

 
 

アクティビティ紹介 

クラス  1週目  2週目  3週目  4週目 

ビギナー 

● ストレッチ 

● ポージング 

● ターンやステップなど

シンプルな振付を交え

た基本的な振付の練

習 

● ストレッチ 

● ポージング 

● 先週のおさらい 

● ジャンプなどを交え

た難易度を上げた練

習 

● ストレッチ 

● ポージング 

● 先週のおさらい 

● ロボットダンスなどを

交えたさらに難易度を

上げた練習 

● オリジナルの振付 

● ストレッチ 

● ポージング 

● 全てのダンスを通

してリハーサルを行

い、皆の前で成果発

表！ 

タイムテーブル  

時間  アクティビティ  詳細 

:00-:05 (5分)  ストレッチとポージング 
ストレッチで柔軟性を高め、ポージングの練習をして体幹

を鍛え、綺麗な姿勢に整えます。 

:05-:10 (5分)  先生によるお手本  先生のお手本をしっかり覚えよう。 

:10-:25 (15分)  今日の振り付け  今日の振り付けを練習しよう！ 

:25-:30 (5分)  フリースタイルのダンス 
先生と一緒に好きな踊りを踊ろう。 

自由に踊って楽しもう。 

:30-:40 (10分)  練習と発表 
音楽に合わせたダンスパフォーマンスをしながら教わった

振付の練習をしていこう。 

:40-:45 (5分)  クールダウン  ストレッチをして体を休ませよう。 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 名称  アートアフタースクール 

クラス定員  10名 ※最少開講人数3名 

レッスン時間  120分 

言語  英語 

講師  経験のある講師が担当します 

教材  スクールで準備いたします 

持ち物 

動きやすい服装、水筒、スモック* 

* 内部生 スモッグは入園費用に含まれております 

外部生：お自宅よりご持参ください。スクールでもご購入いただけますので 

受付にお問い合わせください。 

レッスン内容 

ペインティング、ドローイング、モデリング、コラージュなど幅広い絵画の技法を勉強して

いきます。月ごとに様々な美術界で有名なアーティストをピックアップしていきます。 

 

各週でユニークな作品を作り上げるため、様々な材料の使い方を勉強していきます。2月

には授業の様子をご覧いただける授業参観の実施も予定しております。授業を通じて学

習した技法を使って、大型の作品に挑戦していきます。また、生徒自ら作品のインスピ

レーションやどのように作り上げたかを紹介していきます。 

料金 

入会金  20,000円 

年会費  10,000円／年 

材料費  1,000円／月 

授業料 

レギュラーコースの生徒   20,000円／月 

フルデイコースの生徒   16,000円／月 

開講スクール  武蔵新城 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　世界中の有名なアーティストについて学び、タッチなどの技術

はもちろん、作品から多くのインスピレーションを得ることで、発

想力を養います。  
 

　幅広いカリキュラムを通じて様々な作品に触れ、自分だけの作

品を作ってみましょう！  

 
アートアフタースクール 

幼稚園年長 (5歳～)・小学生 向けクラス 



レッスンスケジュール 

月  火  水  木  金 

     

● 15:00-17:00 

K3 & 小学生 

＠武蔵新城 

 

アートアフタースクールについて 

　アートは現代社会における自分自身を表現する1つの代表的な手法です。  
　お子様にとって、好きなもの、嫌いなもの、感情、そして言葉にできない  
感情などアートを通して表現することは、非常に重要です。  
　このアフタースクールでは様々な材料を使って自分だけの代表作を作成することで、
感情を表現することを学んでいきます。  
 
 

 
 

アクティビティ紹介 

クラス  1週目  2週目  3週目  4週目 

K3 & 
小学生 

 

● 今週のアーティストを
紹介 

● アーティストを有名に
した技法についてディ
スカッションしていこう 

● 勉強した作品をもと
に簡単な作品を作っ
てみよう 

 

 
● 先週のアーティストの
おさらいをしよう 

● 学んだ技法を使って独
創的な作品を作ってみ
よう 

 
● 2番目のアーティストを
紹介 - テーマとの関連
性について学ぼう 

● 2人のアーティストの作
品を比べてみよう 

● 勉強した作品をもとに
簡単な作品を作ってみ
よう 

 
● 先週のアーティストをお
さらいしよう 

● 学んだ技法を使って独
創的な作品を作ってみ
よう 

タイムテーブル 

時間  アクティビティ  詳細 

:00-:05 (5分)  おさらいと今日の説明  先週の内容のおさらい 

:05-:20 (15分)  美術の歴史とディスカッション  アーティストと有名な技法を勉強しよう 

:20-:30 (10分)  技法の紹介  先生が技法のお手本を見せるよ 

:30-:45 (5分) 
材料とアイデアの 

マインドマップ 

製作する作品で利用する材料とアイデアについて

話し合おう！ 

:45-:100 (55分)  作品を作ろう  作品を作っていこう！（構成を考えよう） 

:100-:120 (20分)  発表と片付け 
作品を皆に発表しよう！ 

終わったら綺麗に片付けて帰ろう 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 名称  Rhythmic 

クラス定員  8～10名 ※最少開講人数3名 

コース名  プリスクール  幼稚園生

レッスン時間  45分 55分

対象年齢 
プリスクール生 

（1歳半～就学前）

幼稚園生 

（3歳～5歳)

言語  英語 

講師  資格を持った講師が担当します 

教材 
タンバリン、マラカス、 

スカーフ、ボールなど 
キーボード、楽器

持ち物  室内履き、水筒 

レッスン内容  リズム感・音感・表現力を自然に身に付ける 

料金 

入会金  20,000円 

年会費  10,000円／年 

音楽機材使用料  1,100円／月 

授業料 

レギュラーコースの生徒  10,000円／月 

フルデイコースの生徒  8,000円／月 

開講スクール  田園調布  白金台、月島、武蔵新城、武蔵小杉 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幼児リトミック 
プリスクール、幼稚園生クラス 

　全身を使って楽しく音楽と触れ合いながら、子供の発育に必要な心

（マインド）、力（パワー）、考え（キャラクター）を養います。  
 

　音楽の楽しさはもちろん、授業を通じてお子様の可能性を広げてい

きましょう！ 



月 火 水 木 金

● 14:05-15:00
年中 (Darwin) &
年長 (Einstein)
＠白金台

● 15:10-16:05
幼稚園生

＠武蔵新城

● 14:15-15:00
プリスクール &
年少 (Da Vinci)
＠田園調布

● 16:00-16:55
年少 (Da Vinci) &
年中 (Darwin) 
＠武蔵小杉

● 14:15-15:05
幼稚園生

＠月島

● 14:05-15:00
年少 (Da Vinci) 
＠白金台

レッスンスケジュール 

アクティビティ内容 詳細

 Hello songとGreeting songを歌おう お友達と一緒に歌いながら声のウｫーミングアップを行います

Walking, Running, Slow walking, Skipping musicと

共に体を動かそう
ピアノの音に合わせて体を動かしながらリズムを刻みます

毎月のテーマにそってピアノの音の変化を感じながら体を

動かそう
 体を動かし、楽しみながら表現力を育てます

 楽器・音符カードなどを使って楽しもう
即興で出たリズム・音に反応することで拍子を取る練習をしま

す

リズムカノン

（記憶を再現しながら次のことを聴いて記憶する）

音符カードを使ってピアノを聴いて瞬時にリズムを見つけて指

で追っていったり、音やリズムを真似します

言葉に合わせて簡単な音符を使って作曲する
言葉を使ってリズムやビートを自分で想像しながら簡単な音

符を書く練習をします

ボールやスカーフを使ってリズムカウントをしながら

お友達とパスし合う

聴覚によって理解しながら、音楽によるコミュニケーションを

お友達ととっていきます

色のついた音符カードを使って作曲をし、キーボード

マットやキーボードで実際に演奏する

自分で考え音を想像しながら作曲し、キーボードで実際に演

奏して音楽を作る楽しさを体験します

＊季節毎にハロウィンやクリスマスなどの英語圏の文化を取り入れた内容のレッスンも予定しています。

　リトミック（仏：Rythmique）は、エミール・ジャック＝ダルクローズ博士

（Emile Jaques-Dalcroze 1865-1950）によって創案された音楽教育の手法

で、子どもの社会性や創造力、表現力などの発達を促すことで、幼児期の

人格を形成する教育として知られています。

　楽しく音楽と触れ合いながら、基本的な音楽能力を伸ばすとともに、身体

的、感覚的、かつ知的な影響を与えることで、子どもたち

の「潜在的な基礎能力」の発達を促します。  

　「音楽を基礎とするものではあるが、単に音楽学習の準備であるにとどまら
ず、むしろそれ以上に一般教養の一体系である」（エミール・ジャック＝ダルク
ローズ）

アクティビティ紹介 

リトミックとは 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 名称  Music Technology and Composition 

クラス定員  8名 ※最少開講人数3名 

レッスン時間  幼稚園生クラス：50分　小学生クラス：60分 

言語  英語 

講師  資格を持ったネイティブの講師が担当します 

教材  iPad、アプリ、楽器、スピーカー 

持ち物  筆記用具、室内履き、水筒 

レッスン内容 
・楽器を使った作曲（構成、メロディー、作詞など） 

・アプリを使った作曲（アプリ例：Medly） 

料金 

入会金  20,000円 

年会費  10,000円／年 

音楽機材使用料  550円／月 

端末使用料  550円／月 

授業料 

レギュラーコースの生徒  10,000円／月 

フルデイコースの生徒  8,000円／月 

開講スクール  白金台、田園調布、武蔵新城、武蔵小杉 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ミュージックテクノロジー&コンポジション 
幼稚園生・小学生向けクラス 

テーマは「音楽とテクノロジーの融合」！  
 

生徒はiPadアプリを用いて、歌を歌ったり楽器を演奏したりしながら、作

曲に取り組みます。  
 

自分だけの曲を作ってみんなの前で発表しよう。  



月  火  水  木  金 

● 14:10-15:00 

年中 (Darwin)＆ 

年長 (Einstein) 

＠白金台 

●14:10-15:00 

幼稚園生 

＠武蔵新城 

●14:10-15:00 

年小 (Da Vinci) 

＠白金台 

●14:15-15:05 

幼稚園生 

＠田園調布 

●14:10-15:00 

幼稚園生 

＠武蔵小杉 
 

●16:00-17:00 

小学生 

＠武蔵小杉 

レッスンスケジュール 

時間  アクティビティ内容  詳細 

:00-:25（25分）  レッスン導入 
先生のインストラクションに沿って、今日取り組む内容

を確認します。 

:25-:50/1:00（25分/35分）  作詞作曲  早速自分のオリジナル曲を作ってみましょう ♪ 

タイムテーブル 

Music Technology and Compositionとは 

　Music Technology and Compositionでは、生徒たちがテクノロ
ジーを駆使して音楽理論と音楽鑑賞を学ぶことができる最先端
のアフタースクールです。  
　このクラスでは音楽制作のアプリとソフトウェアを使って自ら
作詞作曲に取り組みます。  
　生徒達は世界中とシェアできるプロフェッショナルな作曲を学
ぶだけでなく、様々な楽器を重ね合わせて作曲することの重要
性を学びます。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

気分に合わせた作曲  POPソングの作曲  スタイル探究 

 

”幸せ”、”悲しい”、”ワクワクする”など、

気分や感情に合った音楽を作っていきま

す。音楽の感じ方や、色々な曲の書き方

も学びます。 

 

歌の構造、メロディーの書き方、ハー

モニーなどオリジナルのPOPミュー

ジックを作るために必要な要素を学ん

でいきます。 

 

色々な音楽スタイルを体験しましょ

う。生徒達は自分の好きなスタイ

ルを選び、選んだジャンルに合っ

た音楽を作ります。 

プロジェクトの進め方 

 

それぞれのプロジェクトに1カ月もしくは4回のレッスンを通して取り組んでいきます。時間をかけてより長い曲を作ったり、

エフェクトを加たり、納得のいかない部分を修正したりして、終わりには友達や家族に作曲した曲を聞いてもらいます。 

① スタイル・テンポ：　自分が作りたい音楽のスタイルやテンポを考えよう 

② ビート：　曲にドラムやビートを加え、曲の基礎を作っていこう 

③ ベース・リードメロディ：　曲にベースとリードメロディを加えよう 

④ ミクシング：　パートを作り終えたら、ボリュームやイコライゼーション、効果を変えて楽器のミクシングをして、プロ

フェッショナルな楽曲を製作していこう 

プロジェクト紹介 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―　Laurus International School of Science　―
ローラス インターナショナルスクール オブ サイエンス

―　Secondary school　―

Primary TEL: 03-6722-6310
FBR Mita Bldg. 4-1-27 Mita, Minato-ku, Tokyo 108-0073
港区三田4-1-27 FBR三田ビル  2F～5F

―　Primary school　―

Secondary (Open in September 2022)
Tokyo Joshi Gakuen 7-10F. 4-1-30 Shiba, Minato-ku 108-0014
東京都港区芝4－1－30　東京女子学園内 7F-10F

Open September 2022 at Mita Campus.
We will move to new building in April 2023.

「白金高輪」駅（東京メトロ南北線・都営三田線）徒歩8分
「三田」駅（都営三田線三田駅・都営浅草線）徒歩9分
「田町」駅（JR山手線・JR京浜東北線）徒歩9分
「麻布十番」（東京メトロ南北線・都営大江戸線）徒歩12分

Mita station (Toei Subway Asakusa Line and Mita Line): 2-minutes walk
Tamachi station (JR Keihin-Tohoku Line and Yamanote Line): 5-mins walk
Akabanebashi station (Toei Oedo Line): 10-minutes walk

都営地下鉄浅草線・三田線 三田駅 徒歩2分

JR京浜東北線・山手線 田町駅 徒歩5分

都営大江戸線 赤羽橋駅 徒歩10分

Shirokane-takanawa (Tokyo Metro Namboku Line・Toei 
Mita Line): 8-minute walk.
Mita (Toei Mita Line・Toei Asakusa Line): 9-minute walk.
Tamachi (JR Yamanote Line・JR Keihin Tohoku Line) / 
Azabu-juban (Tokyo Metro Namboku Line・Toei Mita Line): 
12-minute walk.
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Takanawa TEL: 03-6450-2923
Regaro Takanawa 1F, 3-21-7 Takanawa, Minato-ku　

港区高輪3-21-7 レガロ高輪 1階

Den-en-chofu TEL: 03-6715-6280
1-16-17 Tamagawa Den-en-chofu, Setagaya-ku

世田谷区玉川田園調布 1-16-17

Aoyama TEL: 03-6450-6179
6-13-14, Minami-aoyama, Minato-ku

港区南青山 6-13-14

Musashi-Shinjo TEL: 044-322-0182
Primo ichibankan 1F, 4-24-18, Suenaga, Takatsu-ku, Kawasaki-city
川崎市高津区末長 4-24-18 プリモ壱番館 1階

Shirokanedai TEL: 03-5422-7375
3-4-17 Shirokanedai, Minato-ku

港区白金台 3-4-17

Musashi-Kosugi TEL: 044-455-4014
Park City Musashi-kosugi The Garden Towers WEST 2F W6, 2-228-1 
Kosugi-cho,Nakahara-ku,Kawasaki-city
川崎市中原区小杉町 2丁目228 パークシティ武蔵小杉  
ザ ガーデン  タワーズウエスト 2階

―　Preschool / Kindergarten　―

Tsukishima TEL: 03-6910-1041
Tsukishima PIER WEST SQUARE 1F 159, 1-11-8 Tsukuda, Chuo-ku, Tokyo 104-0051
東京都中央区佃 1丁目11-8 月島ピアウエストスクエア 1F 159号室

Tsukishima station (Yurakucho Line): 

6-minutes walk

Hatchobori station (Keiyo Line): 

11-minutes walk

Open in June 2022

有楽町線  月島駅  徒歩6分

京葉線  八丁堀駅  徒歩11分

Tsukishima school
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