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働くお母さまの味方！お子さまの長時間のお預かり＆

日本語禁止の空間で英語力が高まる冬休みの特別な体験
「氷の実験」
「クリスマスパーティー」
「オリジナル絵本作り」など
フォニックスを学びながら楽しい冬季限定プログラムを楽しもう！
総合教育事業を展開する株式会社 やる気スイッチグループホールディングス (東京・中央区)が運営
する英語で預かる学童保育「キッズデュオ」では、冬休みに子どもをどこに連れて行こう、英会話力を
アップさせたい！特別な体験をさせたい！という保護者の声にお応えして、ウィンタースクールを開催
いたします。冬のテーマに基づいたクリスマスやニューイヤーパーティー、クラフトやクッキングなど
お子さまが喜ぶアクティビティーをすべて英語で行います。

英語力と学童保育

2 つのニーズにお応え！！

英語力は 2020 年の教育大改革に向けて、さらに重要なキーワード
になっています。大学入試では、「グローバル化」をめざして従来の
「読む」
「聞く」問題に加え「話す」
「書く」力を評価する内容に推移
します。同時に、学童利用のニーズも年々高まり、中には普段は公設
の学童保育を利用しているが冬休みの期間中だけでも子どもに特別な
経験をさせたいという親御さんからの声も増えています。そのニーズ
を背景に、キッズデュオでは冬休みの期間中 3 歳から 12 歳までの子どもたちに向けて、テーマに沿っ
て英語で様々な経験ができるウィンタープログラムをご用意しました。
■日本語禁止！キッズデュオのウィンタースクール
冬休みの期間中、冬のテーマに基づいたアクティビティーをご用意。
クリスマスやニューイヤーパーティー、クラフトやクッキング、社会
見学などお子さまが喜ぶアクティビティーをすべて英語で行います。
さらに今回から、子どもの英語力をさらに向上させるため毎日のプロ
グラムに文字と音の関係・規則性を学ぶ学習法「フォニックス」の
時間を設け、英語の「文字の認識・音の理解」を進めます。
クラフトやクッキングもアクティビティーは
すべて日本語禁止！ぜんぶ英語！！

小学生コース
9:30～19:30 までの 1 日 4～6 時間を英語環境でお過ごしいただけます。午前コースと午後コースを組み
合わせて 1 日中ご利用いただくことも可能です。
・対象学年：小学 1～6 年生
・午前コース 9:30〜13:30 ・午後コース 13:30〜19:30
幼児コース
幼稚園の代わりにキッズデュオで過ごすことで、冬休みも生活のリズムを保つことができます。プレ幼
稚園として利用される方も増えています。英語環境を継続させたい幼稚園児向けに午後のコースもご用
意しています。
・対象年齢：3～6 歳
・午前コース 9:30～13:30

・午後 4 時間コース 14:30～18:30

・午後 2 時間コース 15:00～17:00（15:30～17:30）
【期間】2017 年 12 月 11 日（月）～2018 年 1 月 13 日（土）
※2017 年 12 月 29 日～2018 年 1 月 3 日は休校
※詳細なアクティビティー内容に関しては 3 枚目のカレンダーをご参照ください

【フォニックスとは ～聞く、話す、読む、書くの４技能を習得できる学習法～】
「フォニックス」とは、文字と音の関係・規則性を学
ぶ学習法で、英語圏の子どもたちはこの方法で学習を
行っています。このフォニックスをマスターすると、
日本語と異なる発音ルールで構成される英語でも「聞く・話す・読む・書く」の 4 技能をバランス良く
身につけることができます。日本の学校教育での「書いて覚える」英単語とは異なり、幼児から聴覚で
覚える「フォニックス」では、幼稚園児が現役高校生と対等にスペリング力を競い合えるまでになりま
す。やる気スイッチグループでは、毎年 3 歳から 15 歳までの生徒約 12,000 人が参加する日本最大級の
「スペリングビー大会」を毎年開催しています。
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カラフルドーナツ

クリスマスにピッタリの
キャンドルホルダーを
つくりましょう！

WED

ドーナツにお砂糖を
ふりかけて
スノーマンを作ろう！

スノーマンドーナツ

2017/12/27

お父さん、お母さんに
クリスマスライトの
アート作品を
贈りましょう。

プレゼント作り

2017/12/20

サンタのお手伝いをする
こびとたちにとって、
今が一番大忙しの季節です。
そんなこびとたちに
素敵なブーツを
つくってあげましょう。

こびとのブーツ

2017/12/13

2018/1/9

ペンギンコースター

2018/1/8

成人の日

しろくまは氷の中で
寒くないのかな？
氷を使って実験してみよう！

氷の実験

2018/1/10

2018/1/3

3匹のこびと

2017/12/29

英語でサンタさんへ
お手紙を書こう！
みんなはどんな
プレゼントを
お願いしますか？

クリスマスカード

2017/12/22

3匹のこびと？
かわいらしい
こびとたちを
一緒に作りましょう。

DoｇのD
戌年にちなんで
Dogのクラフトに
挑戦しよう。

実験で雪の結晶を
つくろう。

雪の結晶

2018/1/12

内容はスクールに
お問い合わせください。

内容はスクールに
お問い合わせください。
2018/1/11

2018/1/5

スペシャルアクティビティ

2018/1/4

ニューイヤーパーティー

※写真・絵などは見本の一例です。 アクテビティは人数や天候によって変更になる場合があります。食物アレルギーのある方はクッキングを選ぶ場合は必ず事前確認をお願いします。

冬のイメージで
ペンギンコースター
をつくろう。

2018/1/2

2018/1/1

FRI
2017/12/15

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

スノーマンたちはみんなが
寝静まった夜に動き出します。
もし自分が
スノーマンだったら？
オリジナルの絵本を
作ろう！

オリジナル絵本作り

2017/12/28

トナカイキャンデーバー
を作っちゃおう！

お菓子のトナカイ

2017/12/21

ジンジャーブレッドマン
の絵本に色を付けて
完成させよう。

ジャンジャーブレッドマンの絵本作り

2017/12/14

THU

Winter Wishes

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2017/12/29(金)～2017/1/3（水） 年末年始のお休み

真っ赤なお鼻をしたトナカイの
名前を知っていますか・・・？
歌と一緒にトナカイの名前を
覚えちゃおう。キャンデーで
作ったトナカイには自分の
好きな名前をつけてあげましょう。

2017/12/26

キャンドルホルダー

2017/12/25

トナカイキャンディー

ココアとマシュマロで
サンタさんが
できるよ。

スノーマン

お部屋に飾れる
スノーマンを
つくろう。

2017/12/19

ココアサンタ

2017/12/18

電子レンジで
簡単にできる
クッキングに挑戦！

落ち葉のアート

落ち葉拾いに
出かけましょう。
集めた落ち葉で
作品をつくるよ。

TUE
2017/12/12

MON

2017/12/11

Winter School 2017

