放課後 La b. 国立学園小学校

入会案内

【 学童保育「放課後 Lab.」とは 】
ラボ

子どもたちが過ごす放課後と長期休みの年間の時間数は、学校で過ごす時間よりも長くあります。

放課後 Lab. では、子どもたちの成長において大切な時間である放課後や長期休みを、有意義な時間

にしたいと考えています。そのため、好奇心をひきつける多様な習い事プログラムや、生き生きと過
ごすことのできる保育環境をご用意しています。また、自発性・自立心や思いやりの心、そして探究
心を育むことを第一とした、特別な学童保育サービスをご提供します。

【 放課後 Lab. が大切にしている３つのこと 】
ラボ

① 自発性・自立心

学習する時間、遊びの時間、片付けの時間など、放課後 Lab. ではさまざまな時間があります。

それぞれの時間において、自分で考え、自分で行動できる力を育みます。

② 思いやり

年齢の異なる子ども同士の関わりや、各種プログラムを通して、仲間との助け合いや、相手の気

持ちを考えて行動するといった思いやりの心を育みます。

③ 探究心

子どもたちの「なぜ」・「どうして」を大切にしています。子どもたち自身がとことん追究・探究

できるようにサポートし見守ります。

【安心安全のためのさまざまなサービス】
①入退室管理システム

お子様の入室・退室時刻を保護者様へお知らせする「入退室管理システム」を導入しています。

② 防犯カメラ設置

校舎の出入口には防犯カメラを設置しています。

③ 保険の加入

ご利用のお子様の万一の場合に備えて、傷害保険に加入します。

④ おやつ

自然の素材を使用した栄養バランスのよいおやつを提供します。

⑤ 集団下校

最寄り駅まで、スタッフが付き添って集団下校を行います。

⑥ 様々なご連絡方法

ご連絡は、お電話やメールだけでなく、専用アプリを使い、
より簡便にコミュニケーションをはかります。
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【 学童保育サービス 】
◆ 学童保育サービスの特長

学童保育時間では、メリハリのある時間の流れを作り、子どもたちが基本的な生活習慣を身につ

け、自立できるようにサポートします。また、学校の宿題を行うだけでなく、タブレットを使用し
て自ら進んで学習できる環境も整えています。生活における規則だけでなく、学習習慣も身につ
けられる点が、放課後 Lab. 学童保育サービスの特長です。

◆ 対象学年

小学校１年生 〜小学校３年生

◆お預かりの日時

通常授業時：月曜日 〜 金曜日の 下校〜 18 時 30 分

長期休暇時：月曜日 〜 金曜日の 8 時 30 分 〜 18 時 30 分
※ 開室日は学校行事に合わせて変動しますので、別紙年間スケジュールにてご確認ください。
※ 土日祝日の預かり、18 時 30 分以降の預かりはございません。また、欠席による振替は行い
ません。

◆ 一日の流れ
下校

〜 15：15 学童施設へ入室

15：15 〜 16：00 おやつ・宿題
16：00 〜 17：00 学習プログラム（希望者のみ）/ 宿題・自学自習・遊び
17：00 〜 17：30 日記・宿題・自学自習・遊び
17：30 〜 18：00 片付け・掃除
18：00 〜 18：30 下校開始
18：30

最終下校

◆ 学童保育サービス利用料金

① レギュラー会員 （指定曜日を決め定期利用する会員）

② スポット会員 （必要な時のみ申込をして利用する会員）

入会金

入会金

10,000 円 （税別）

保険料

2,000 円 / 年
（税別）

維持費

1,500 円 / 月
（税別）

保険料

レギュラー 会 員 月額 料 金（ 税 別 ）
通常月
特別月①
５・６・９〜２月 ３・４・７月

5,000 円 （税別）

2,000 円 / 年 維持費
（税別）

1,500 円

（税別）

スポット会 員 料 金（ 税 別 ）

特別月②
８月

週５回利用

34,000円

44,300円

60,400円

週４回利用

28,600円

37,300円

50,800円

週３回利用

22,500円

29,300円

39,900円

週２回利用

15,700円

20,400円

27,800円

週１回利用

8,200円

10,700円

14,500円

※レギュラー会員は、学習プログラムの受講が可能です。

※ 指定曜日以外のご利用はスポット料金となり、別途料金
が発生いたします。

※ 月途中のご入会においても、レギュラー会員月額料金の
減額はありません。
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４時間以下

3,000円

４時間をこえる

5,400円

※ スポット会員は、事前の会員登録が必要です。

※ご利用には、前々日16時までの予約が必要です。な

お、月曜日・火曜日にご利用希望の場合は、前週金曜
日16時までにご予約ください。

※ スポット会員は、学習プログラムのお申込ができませ
ん。

※ご利用予定日の予約状況によっては、ご予約いただ
けない場合がございます。

※ 維持費は、利用月分のみをお支払いいただきます。

【 学習プログラム 】
放課後 Lab. では、お子様の探究心を伸ばす、さまざまな学習プログラムを開催しております。

ご興味のあるプログラムがありましたら、是非ご参加ください。

※学習プログラム月謝料金につきましては、学習プログラム年間開催回数を平均して算出しており
ます。月によって学習プログラム開催回数が増減することを、あらかじめご了承ください。
※下記は2020年度実施のものです。2021年度は変更する可能性があります。

学習プログラム

月

火

水

木

金

年間受講回数

① 国語・算数 学習教室ガウディア

●

●

●

●

●

２教科コース：週２回 程度
１教科コース：週１回

② ECC英語教室

●

●

年間43回

●

③「メンデル工房」サイエンス教室

年間22回+1回（2時間）

●

④ プログラミングゼミ

わくわくコース（初級：１年生）火曜日
びっくりコース（中級：２、３年生）木曜日

年間40回

●

⑤ STEM教育「STEMON」

年間40回

●

⑥ YASU SOCCER SCHOOL

年間42回

●

⑦「M&S」ダンススクール

年間42回

●

⑧ NAV Y BREW ar t studio（絵画・図工）

●

年間40回

●

※各学習プログラムには定員がございますので、お早めにお申込みください。

※定員の最少人数に達しない場合、プログラムが開講されない場合もあります。

※定員を超えた申込があった場合は、別の曜日に移動、もしくはウェイティングリスト登録を行います。
※学習プログラムが開催されない週は、預かり保育となります。

◆ 学習プログラム紹介

※各プログラムの実施日は年間カレンダーにてご確認ください。

① 国語・算数 学習教室ガウディア （定員：3 〜10名）
開催曜日
受講回数
料金（税別）
持ち物

月曜日 〜 金曜日

2教科コース：週2回もしくは週1回、固定曜日に受講
1教科コース：週1回、固定曜日に受講
授業料 2教科 11,000円/月、1教科 6,000円/月
筆記用具

※入会金なし

※学習教室ガウディアとは異なり難度が高い特別な教材を使用します。

子どもたちの考える力の土台を作るために作成されたガウディ
アの専用教材を使用して、自ら課題を見つけ、学びを拡げる「自
学自習の力」と、得た知識や経 験・スキルから答えを見つけ
る「問題解決力」を培います。
☆学習プログラム複数受講割引☆
ガウディアを２教科コース受講し、さらに他の学習プログラムを受講した場合、ガウディア２教
科コースの月額費用を 10,000 円とします。

この 割引は、国 立学 園 小 学 校 の「国 語・算 数 学 習教 室
ガウディア」のみの適用になります。

【ガウディアの特長】
日能研関東と河合塾グループが設立したガウディアは、自学自習型の学習教室です。知識を活
用する力を求められている教育トレンドの変化に対応し、知識を詰め込むのではなく、獲得し
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た知識を活用する力を育成する学ぶ機会を提供します。問われていることの意味や本質を理解
できる学習プロセスにより、本当に「使える力」を育みます。また、自学自習の学習習慣が身
につくため、受動的な学びではなく能動的な学びを培い、2020 年からの教育改革で求められ
ている力も育みます。

② ECC 英語教室 （定員：5 〜 15名）
開催曜日
年間受講回数

料金（税 込）
持ち物

月曜日または金曜日
年間43回
※月曜日・金曜日ともに内容は同じです。週１回のペースで開催されます。
授業料 6,600円 /月
入会金 5,000円 → 特別割引 無料
教材費 19,910円 〜（年額）
検 定料 2,200円 （年額）
筆記用具、教材

約50年間にわたり、外国語教育を提供しているECCグループによる

英会話授業を受講できます。長年にわたり積み上げてきた ECC メ

ソッドを基盤に、質の高い学習内容が詰まった専用教材を用いて、
英語の「聞く・話す・読む・書く」をバランスよく学びます。

【 ECC英語教室の特長】
遊びの要素を随所に取り入れ、「楽しさ」と「学習効果」を高いレベルで融合させたレッスン
を展開し、長年の実績と経験が凝縮された独自のカリキュラムで子どもたちの英語力をしっかり
と育みます。担当する ECC の講師は語学力だけでなく、子どもが好きで細やかな気配りもでき
る「高い人間力」を備えており、ECC 独自の教授法を身につけています。また、ECC 教育研究

所で開発された教材は、児童心理学や発達心理学、応用言語学等の要素を随所に取り入れて
います。子どもたちの好奇心を引き出し、生きた英語が身につく教材となっています。
☆ ECC英語教室のお申込には、別途書類のご記入が必要です。

また、ECC英語教室の受講料は、放課後 Lab．ではなく、ECC より請求となります。

③「メンデル工房」サイエンス教室 （定員：8 〜 12名）
開催曜日
年間受講回数

料金（税別）
持ち物

火曜日（１年生）／木曜日（２、３年生）
年間22回+１回（２時間））
わくわくコース（初級：１年生対象）
：火曜日
びっくりコース（中級：２、３年生対象）
：木曜日
※学年に応じたコースを受講してください。１ヵ月に２回程度の開催となります。
授業料 10,000円/月、入会金 10,000円
実験ノート 2,500円（年額 / 税込）、白衣・副読本（希望者のみ購入）
筆記用具、実験ノート、白衣または汚れても良い格好
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理科好きの科学者が、指導を行う本格的な科学実験教室です。独
自のカリキュラムやオリジナル教材を使用します。科学の面白さ、驚
き、不思議を体感できる、記憶に残る科学実験を行います。
【「メンデル工房」サイエンス教室の特長】
「サイエンス教室」の創設者をはじめとするリーダーが、科学者としての基本的なトレーニング
経験をもとにレベルの高い幅広い内容を分かりやすく子どもたちに教えている、創立 20 周年を
越えるとてもユニークな教室です。「サイエンス教室」が教える科学は、実体験を通し自ら体験
する科学です。子どもたちが自分の頭と手を使い自ら経験することで、関心を持ち理解力が深
まります。また豊富なカリキュラム、理解力を深める教育システムとなっています。
講師：田中 智之 先生（吉祥寺校リーダー、北海道大学理学修士）

④ プログラミングゼミ （定員：4 〜 15名）
開催曜日
年間受講回数
料金（税別）
持ち物

金曜日
年間40回
※週１回のペースで開催されます。
授業料 10,000円/月、入会金 10,000円、教材費1,200円/月
筆記用具

DeNA 開発のプログラミングゼミアプリを使 用し、自分で書い
た絵を取り込んでゲームやアニメーション作りを行いながら、楽
しくプログラミングを学習します。プログラミングに必要な知
識・思考を身につけられるほかに、創造力も育みます。また、
プレゼンテーション能力を培う作品発表会も行います。
【プログラミングゼミの特長】
子どもたちに、もっと手軽に楽しく、プログラミングに
親しんでほしいという想いから、これまでのプログラミ
ング授業を通して得た子どもたちの使用感や、現場の
先生の意見を反映しながら開発されたプログラミング
学習アプリです。タブレット端末で簡単に操作ができ、
パズルやヒント動画で楽しく学びながら、低学年でも
プログラミングのスキルを身につけることができます。
【「プロスク」プログラミングスクールの特長】
「問題解決力」「論理的思考力」をプログラミングの学習を通じて育むとともに、課題に対して
自ら考え、子どもたち同士で分からないことを共有しあい、解決していくことを大切にしていま
す。また、自分の作品を発表するというプレゼンテーション能力の育成にも力を入れています。
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ステモン

⑤ STEM 教育「 STEMON」 （定員：4 〜 12名）
開催曜日
年間受講回数
料金（税別）
持ち物

水曜日
年間40回
※週１回のペースで開催されます。
授業料 9,800円/月、入会金 15,000円、教材費 1,000円/月
更新費 2,000円（３月末）
筆記用具

モノの仕組みや原理をエンジニアリングやプログラミングを
通じて学び、論理的思考や問題を解決する力を育みます。
【STEMON の特長】
「ステモン」の学び方は、コンストラクショニズム理論から
生まれた、つくることで学ぶ 新しい「楽習法」です。一 般
的なプリント学習による知識重視型の学習ではなく、ものづ

STEMON

くりを通じて学ぶ創造型の「楽習」スタイルです。モノの仕組みを学ぶことから、プログラミン
グの基礎、ロボット制作まで、様々なカリキュラムを通じて、子どもたちの未来に必要な理数 I T
能力を育んでいきます。
※ STEM 教育とは… Science,Technology,Engineering and Mathematics の総称

⑥ YASU SOCCER SCHOOL （定員：8 〜24名）
開催曜日
年間受講回数
料金（税別）
持ち物

火曜日
年間42回
※週１回のペースで開催されます。
授業料 9,000円/月（維持費含む）、入会金 8,000円
練習着・シューズ（希望者のみ購入）※別途申込用紙をご参照ください。
練習着、シューズ、タオル

サッカーの専門家として経 験豊富なコーチから、本 格的な
指導を受けることができるプログラムです。お子様の成長過
程にある身体に負担を強いることなく、初心者も経験者も、
基礎から丁寧にサッカーを学ぶことができます。
【YASU SOCCER SCHOOL の特長】
1980 年代から日本リーグ及び J リーグで主力プレーヤーとして活躍し、現役引退後は国内外の
監督を歴任している三浦泰年氏が、テクニカルアドバイザーとして率いる本格派サッカースクー
ルです。「プレーヤーファースト」をモットーに、より一層楽しく、厳しくサッカーの魅力を伝え
続けています。個人技だけでは成り立たないサッカーを通し、仲間との繋がりの重要性を伝え、
技術偏重のアンバランスな指導ではなく一生の宝となる社会性を育みます。
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⑦「 M&S」ダンススクール （定員：6〜20名）
開催曜日
年間受講回数
料金（税別）
持ち物

水曜日
年間42回
※週１回のペースで開催されます。
授業料 8,000円/月、入会金 10,000円
※発表会時には衣装代が別途必要となる場合があります。
練習着（伸縮性のあるもの）、タオル
シューズ（ジャズシューズ、バレエシューズ、底が薄い運動靴など）

ダンスに精通した講師から、ジャズダンス・テーマパークダンス
を学ぶことができます。ダンスの基礎を習得した後は、発表会
に向けて練習していきます。
【「M&S」の特長】
劇団四季や大手テーマパークで活躍をした経験豊富なベテラン
講師や、全国有名ミュージカルなどで活躍中の現役ダンサーや
振付師が指導を行う実力派のダンススクールです。ジャズ、シア
ターダンス、クラッシックバレエ、タップ、ヒップホップ、演技、ヴォーカルなどの様々なクラス
を開講しています。生徒一人ひとりの力に合わせて、基礎から丁寧に指導を行います。
講師：上岡 季絵 先生（劇団四季出身、退団後は東京ディズニーリゾートダンサーとして活躍）

⑧ NAV Y BREW art studio （絵画・図工） （定員：4〜12名）
開催曜日
年間受講回数

料金（税別）
持ち物

木曜日または金曜日
年間40回
※木曜日・金曜日ともに内容は同じです。週１回のペースで開催されます。
授業料 7,000円/月、入会金 3,000円、
スケッチブック代 1,000円（年額）
材料費3,000円（年額）
筆記用具、絵の具セット、スケッチブック、スモッグ

作る過程を大切にし、じっくり時間をかけて、一つ一つの作
品を制作していきます。子どもたちの創造力・集中力・自己
表現力を育みます。
【NAVY BREW art studio の特長】
児童、社会人、障がい者の方々に対して絵画指導を行ってい
るスクールです。生徒の皆様の希望を第一に考え、長い時間
で見たときに、本当に大切な内容を適切な時期に、きめ細か
く指導をしていきます。
講師：春木 恒二 先生（多摩美術大学・油画科卒。ART SCHOOL SPRING 代表）
指導内容：絵画全般、木工、ステンドグラス、革工芸
−7−

◆ 学習プログラムの振替に関して
プログラム種 別

対応

ECC英語教室
「メンデル工房」サイエンス教室
プログラミングゼミ
STEM教育「STEMON」

振替・ご返金は一切行いません。

※欠席時の教材等はお渡しいたします。

YASU SOCCER SCHOOL
「M&S」ダンススクール

国語・算数 学習教室ガウディア
NE V Y BREW ar t studio

欠席した月内の別曜日（ご利用日以外は不可）にのみ振替が可能。

月をまたいでの振替はできません。また振替ができなかった場合、
ご返金は行いません。

※ 別曜日での振替をご希望する場合は、欠 席連絡時にその旨を必
ずお伝えください。
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【 利用規約 】
1 . 入会の条件

・国立学園小学校に通学している 1 年生から 3 年生までの児童。

2 . 契約年度

・毎年 4 月 1 日（年度途中の入会は入会日）より翌年 3 月 31 日までを契約期間とします。
・契約期間満了の１ヶ月前までに、所定の書類にて届け出がない場合は、さらに１年間の契約を
更新するものとします。

3 . 会員種別

（1）レギュラー会員

・指定曜日を決め、学童保育サービスを定期利用する会員。
・月額固定料金で週 1 回〜週 5 回の下校 〜18 時 30 分（長期休暇期間等は 8 時 30 分〜18 時 30 分）
までご利用いただけます。
・レギュラー会員は、学習プログラムのお申込・受講が可能です。
※午前授業・学校行事等により、預かりの時間が変更する場合がございます。
※土日祝日、18 時 30 分以降の預かりはございません。また、欠席による振替も行いません。
※指定曜日以外のご利用はスポット料金となり、別途料金が発生いたします。
※学習プログラムがない週は預かり保育となります。

（2）スポット会員

・入会時に曜日を指定せずに、必要な時のみ申込をして学童保育サービスを利用する会員。
・スポット会員も、事前の会員登録が必要です。ご利用予定日の前月20日までに、登録をお済ま
せください。事前の登録が無い場合には、ご利用いただけませんのでご注意ください。
・ご利用には、前々日16時までの予約が必要です。なお、月曜日・火曜日にご利用希望の場合は、
前週金曜日16 時までにご予約ください。
・スポット会員は、学習プログラムのお申込みができません。
※ご利用予定日の予約状況によっては、ご予約いただけない場合がございます。
※18 時 30 分以降の預かりはございません。

（3）会員種別の選択、各種変更等
・入会時にレギュラー会員、スポット会員どちらかのコースをご選択いただきます。
・レギュラー会員は、ご入会の 3 ヵ月後から利用曜日変更・学習プログラム受講変更が可能です。
・各種変更を希望される場合は、前月10日までにご連絡ください。変更可否を変更申込日の３開
所日後までにお伝えします。

4 . 入会の方法

・入会を希望する方は、入会申込フォーム（P.10）に必要事項をご入力ください。
・入会フォームにご登録後、ご入力いただいたメールアドレス宛にご連絡いたします。その後、
入会手続書をお渡ししますので、ご記入の上、アフタースクールにご提出ください。
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・レギュラー会員・スポット会員ともに入会金のお支払いが必要です。
・ご入会の方全員に、学童保育保険に加入していただきます。
レギュラー会員申込 URL（Google Form に接続します）

スポット会員申込 URL（Google Form に接続します）

https://forms.gle/ND3g8FuZWmaHVw9T6

https://forms.gle/kf3JpdoLQZK2Gzuf6

5 . 連絡ツール

・アフタースクールにご入会後は、入退室管理システム『コミル』を利用して各種連絡を行います。

（1）入退室の通知

・お子様が入退室した際は、ご登録のメールアドレスや、アプリに通知が届きます。

（2）銀行口座の登録

・コミルより指定した期日までに銀行口座登録をしてください。

（3）アフタースクールへの連絡

・コミルのお問合せ機能より、メッセージをお送りください。３営業日以内にご返信いたします。

6 . 休会・退会
（1）休会

・お子様の病気やご家族のやむをえない事情により通所できない場合は、当施設長にご相談の上、
休会制度をご利用ください。
・休会中は、通学日数にかかわらず、休会金として１ヶ月 10,000 円（税別）が発生いたします。
・休会を希望される場合は、前月 10 日までに所定の用紙でお届けください。
・休会は 1 ヶ月を上限とし、2 ヶ月以上休会される場合は退会といたします。
・休会時には学習プログラムの授業料は発生いたしません。

（2）退会

・退会を希望される方は、前月 10 日までに所定の用紙でお届けください。
・学童保育サービス利用料金・維持費・学習プログラム費用は、月毎のお支払いとなります。
月途中の退会であっても、当月分の料金はご返金できませんのでご了承ください。
・入会金はご返金いたしませんので、ご了承ください。
・退会手続きが行われない場合でも、以下の場合は自動的に退会となります。
①小学校を退学した場合。
②正当な理由無く、2 ヶ月以上利用料金の支払いが確認できない場合。
③会員または保護者様に、当施設の運営上不適切と判断される行為が認められた場合。
・退会後の再入会には、入会金が必要となります。
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7. 会員情報の変更

・入会後に、住所、氏名、連絡先の変更や、お子様の健康状態等に変化が生じた場合は、速や
かにご連絡をお願いいたします。

8 . 利用料金

（1）入会金

・レギュラー会員は 10,000 円（税別）、スポット会員は 5,000 円（税別）が必要です。
※お支払いいただいた入会金はいかなる場合でもご返金いたしかねますので、ご了承願います。
・入会手続書をご提出された時点でコミルの登録費等が発生いたします。入会をキャンセルした
場合も入会金はお返しできませんのでご注意ください。

（2）学童保育保険

・入会時に、レギュラー会員・スポット会員ともに、学童保育保険 2,000 円（税別）のお支払い
が必要です。
※学童保育保険の適用期間は毎年 4 月 1 日から 3 月 31 日までとなります。

（3）維持費

・レギュラー会員の方は、毎月維持費 1,500 円（税別）をお支払いいただきます。
・スポット会員の方は、1 回以上ご利用された月分の維持費 1,500 円（税別）をお支払いいただ
きます。※月途中のご入会においても、維持費は減額いたしません。

（4）保育サービス利用料金（レギュラー／スポット）
※２ページをご参照ください。

（5）おやつ、食事

・おやつは保育料金に含まれます。
・昼食は、午前授業時や長期休暇期間等にご利用できます。
・昼食はアフタースクールが指定する業者に直接お申込みください。
※昼食についてはアレルギー対応をしておりません。お子様がアレルギーをお持ちの場合は、
昼食献立表を確認のうえ、お申込みください。

（6）各種割引

①入会金無料
・兄弟姉妹が同時に在籍することとなる場合、２人目以降の入会金を無料にします。
② 学習プログラム複数受講割引
・ガウディア２教科コースを受講し、さらに他の学習プログラムを受講した場合、ガウディア２教
科コースの月額費用を 10,000 円（税別）とします。
（この割引は、国立学園小学校の国語・算数 学習教室ガウディアのみの適用になります。）

9. お支払い方法

・お支払い方法は、口座振替のみとなります。現金・クレジットカードでのお支払いはできませ
んので、ご了承ください。
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・銀行口座の登録は、保護者様ご自身でコミルの案内書に従ってご登録いただきます。
・ご入会月に口座登録が完了していない場合は、口座振込にてお支払いいただきます。なお、振
込手数料はお客様のご負担となりますのでご了承ください。
・お支払い日につきましては、次の通りです。
内容

【初期費用】
入会金（保育・学習プログラム）
教材費・材料費（学習プログラム）
保険料

お 支 払い日

会員登録の翌月14日お支払い

（例）5月31日までに口座振替手続き完了
→ 6月14日口座振替

【レギュラー会員料金】
学童保育サービス月額料金、
学習プログラム月額料金、
維持費

当月分を当月14日口座振替

【スポット会員料金】
スポット利用料金、維持費

当月利用分を翌月14日口座振替

※ 保護者様のご都合により、口座振替ができなかった場合は、
翌月14日に再度口座振替をいたします。
なお、手数料300円（税別）が別途発生することをご了承ください。

10. 送迎

・放課後 Lab.では、お迎えは一切行いません。お子様ご本人自らで、当施設までお越しください。
・お送りは、国立駅改札口まで引率を行います。時間は、18 時〜18 時 30 分の間に２班に分けて
出発します。
・保護者の方が最寄り駅にお越しになるまで、お待ちすることはございません。

11. 欠席

・欠席をする場合には、以下の期日までに、電話もしくはその他の連絡方法により速やかに届け
出てください。

（1）学校の登校日：当日の 13 時まで
（2）学校の休校日：当日 8 時まで
・本人都合による欠席については、振替や保育料・学習プログラム授業料のご返金は行いません
ので、ご了承ください。

12. 学童保育サービス時の傷病

・学童保育サービス中の傷病防止には、運営規程に従い、最善の注意を払いますが、万一、傷
病が発生した場合は、以下の通りに対応します。

（1）怪我に関しては、事業者が定める運営マニュアルに従い、応急処置を行います。
（2）病気に関しては、事業者が定める運営マニュアルに従い、安静処置を行います。
（3）病状が重篤と思われる場合は、事業者が定める運営マニュアルに従い、近隣医院の受診ま
たは救急車の手配を行います。
※学童保育サービス中にご気分が悪くなったお子様については、保護者様にお迎えのご連絡をい
たします。
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※処方箋を含む、全ての投薬処置は施しません。
※アレルギー、既往症等がありましたら、所定の方法によりお知らせください。

13. 通所停止

・以下の場合は、通所停止とし、お預かりができませんのでご了承ください。なお、利用日の振
替や返金はいたしません。

（1）著しく体調が悪い場合や、登所時に 37 度5 分以上の熱がある場合。
（2）お子様本人、もしくは同居のご家族がインフルエンザ等の感染症を発症している、または発
症の恐れが高い場合。
（3）小学校において、学級閉鎖が実施された場合 。

14. 免責

・会員または保護者様の以下の行為により発生した損害に関しては一切の補償を行わないものと
します。

（1）会員の健康状態等に関して事前のご相談やご連絡がない状態で発生した損害等。
（2）会員の物品や装飾品等の損傷や紛失に関わる一切の問題。
（3）会員の持ち込んだ玩具や文具の損傷や紛失に関わる一切の問題。
（4）会員同士の物品や現金の貸し借りに関する一切の問題。
（5）現金の紛失。
（6）会員または保護者様同士のトラブル。
（7）やむを得ない事情で発生したサービス時間の変更等により生じた損害等。

15. サービスの提供の中止

・会員に事前に通知をした上でサービスの全部または一部の提供を中止、または内容を変更する
ことができるものとします。
・サービスの提供の中止または変更の際、前項の手続きを経ることで、中止または変更に伴う会
員、保護者様、および第三者からの損害賠償の請求を免れるものとします。

16. 個人情報の取り扱い

・申込書を通じて知りえた会員の情報は当施設の運営に限り使用し、法令に基づく場合を除き、
ご本人の事前の承諾無しには第三者に提供いたしません。ただし、会員の生命身体に危険が生
じると判断される場合は、捜査機関、医療機関に限り情報を提供いたします。

17. 規約の変更

・規約に定める内容は、あらかじめ告示のうえ変更する場合がございます。
・告示は当施設の定める方法で行う事といたします。

2019年 10月 初版制定
11月 一部改訂
2020年 4月 一部改訂
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2020 年 8 月

なかよし学習館が完成しました

広々とした玄関スペースで
子ども達を迎えます

学童棟「なかよし学習館」

２F には学習室が３つあります

おやつを食べたり、
友だちと遊んだりするプレイルーム

MEMO
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入退館管理は、

ID カードをタッチします

のんびりと過ごせる畳スペース

コアネット教育総合研究所

放課後ラボ事業部

お問い合わせ

[ 本社 ]

〒224-0003

神奈川県横浜市都筑区中川中央 1-26-10

[ 国立学園小学校アフタースクール ]

〒186-0004
Tel
Email

東京都国立市中 2-6

[ 国立学園小学校 ]

[ 本社 ]

042-505-6233

045-914-3005

lab＠core-net.net

URL

https://core-net.net/houkagolab/

