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1. 本スクールは、幼児・児童期に合ったカリキュラムを通じて、音楽・芸術・英語や知育をは

じめとする遊びの中で、音楽的、芸術的センスを高め、自然科学や外国語を体験し、表現力・

創造力・思考力を育み、子どもが自己肯定感・自己有用感を持てる「子どもの輝ける場所」

作りを目指します。 

2. 受け継がれていく動植物の命や自然物の成長などの題材を取り上げ、「自分の命もみんなの

命も大切なんだ」といった生命観を育みます。 

3. 数や数量、自然科学、言語などの領域の題材を取り入れ、小学校での算数・理科・国語・英

語の学習に繋がる知識や思考力・応用力を養います。 

4. 自国の文化風習の由来や行事に触れながら、自国と他国の文化への関心を持つ活動を行い

ます。 

日本や外国の行事、文化風習の由来について触れることによって、自国のみならず、他国の

文化に対しての興味関心を高めます。 

5. 子育て中の保護者様の日常の中での悩みや子育て相談ができる場を整え、地域社会に貢献

する活動を行います。 

6. 本スクールでは、「表現する力・自分で考える力・創意工夫する力・思いやりの心・自信・

責任感」を全ての場で大切にします。 

 



会則 

入会について 

 本スクール会則内容をご確認の上で、所定の入会申込書に必要事項のご記入と本会則の同意確認

欄へのご署名をいただいた時点で、Ｋids tale子ども物語スクール(以下、キッズ テールといい

ます)との間で受講契約が成立するものとし、入会といたします。 

併せて所定の年会費 (維持費・事務手数料・レクリエーション保険を含む 3000円)を入会時にお

支払いいただきます。年会費は１年ごとの更新となります。 

この受講契約期間は１ヶ月間とし、所定の「各種変更締め日である毎月10日」までに、申し出が

ない限り、１ヶ月の自動更新となり、以降も同様とします。 

なお、受講開始日は原則として各月の第１レッスン日からとなります。ご都合により第２レッスン

日以降からレッスンに出席される場合でも、１ヶ月分のレッスン料が必要となりますのでご了承く

ださい。 

 なお入会手続完了後、レッスン開始日までにキャンセルをされた場合は、年会費はご返金できま

せん。 

 

費用について 

レッスン料とレッスン回数 

受講いただく幼児対象「表現と知育のアートスクール」・小学生対象「表現と科学のアートスク

ール」では年間レッスン回数と月額レッスン料が決まっております。レッスン料は月々同額となり

ます。受講を継続されている間は、原則としてレッスンの出欠にかかわらず毎月お支払いいただき

ます。 

 

＊幼児対象「表現と知育のアートスクール」で隔年開催予定であるミュージカル劇、小学生対象「表
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現と科学のアートスクール」で同日開催予定のミュージカル劇もしくはボディーパーカッションの

発表月(１２月)前は、通し稽古・予行等の追加レッスンで年間レッスン回数以外にご参加いただく

場合がございますが、追加レッスン料はいただきません。 
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 アートスクール 年間レッスン回数とレッスン料 

                   

講座名  「理科とアートスクール」 単科コース 

「理科コース」 

「アートアトリエコース」 

対象 幼稚園年少・年中・年長・小学生 幼稚園年少・年中・年長・小学生 

レッスン回数/時間 展覧会・生活発表会等を含む 

年間45回 90分 

発表会等を含む 

年間24回 90分 

開講日時 毎週水曜日 

前 15:20～16:50 

後 16:30～18:00 

休憩と片付け、教室入れ替えを含む90分 

毎週水曜日 

前 15:20～16:50 

後 16:30～18:00  

休憩と片付け、教室入れ替えを含む90分 

月額レッスン料 6,700円 理科コース・・・4,000円 

アートアトリエコース・・・3,700円 

年会費 3,000円 維持費・事務手数料・レクリエ

ーション保険加入料 

3,000円 維持費・事務手数料・レクリエーショ

ン保険加入料 
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対象 小学生     中学生・高校生 

レッスン回数 年間 96回（別日に補講あり） 年間 96回以上（月 8回で補講の日及び第五

週学習日は月別予定表でお知らせします） 

レッスン回数/時間 年間45回 平均月4回 90分 年間45回 平均月4回 90分 

開講日時 毎週火、金曜日 

18：00～19：30  

休憩と片付け、教室入れ替えを含む90分 

毎週火、金曜日 

19：40～22：00  

休憩と片付け、教室入れ替えを含む140分 

月額レッスン料 15,000円 27,000円 

年会費 3,000円 維持費・事務手数料・レクリエ

ーション保険加入料 

3,000円 維持費・事務手数料・レクリエーショ

ン保険加入料 

 

・中学生以上の受講生は、自主勉強時間として小学生の時間帯に利用することができますので ご参

加ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 



レッスン料以外の費用 

0． 入会金 

250円×(入会月から年度末までの月数) 

1.年度更新費 

キッズテールは月々のレッスン料の他に維持費・事務手数料・レクリエーション保険加入料を年会

費として頂戴しております。レッスン期間の途中での教室の移転・リニューアル・統合等の諸事情

により、施設費の変更や、年度更新時に保険加入料が改定になる場合がございます。 

変更の際には予め書面にて内容のご案内を差し上げます。  

2.教材費 

キッズテールでは、入会時に各教室でご購入いただく教材がございます。 

幼児の表現と知育のアートスクール       思考力を養うワークシート(全幼児) 

＊年長児のみ就学準備のワークシート 

小学生の表現と科学のスクール         児童用ワークシート(全児童) 

キッズテール学習塾              各受講生に応じた教材 

3.レッスン以外の行事 

キッズテールでは年に一度の作品展覧会・2 年に一度の子どもミュージカル劇・ボディーパーカッ

ション・月一度のアベ―ル博士によります面白サイエンス教室や食物の科学体験教室のイベントを

開催いたします。参加費用が必要なイベントもございますので、日程・参加費用等はその都度ご案

内させていただきます。 

(上記には新規入会者を募るために、未入会員の方々に参加していただけるイベントも含みます。) 

＊キッズテール子育て支援相談会(無料) 

キッズテールでは、顧問はじめ、経験豊富なアドバイザーが皆様とお話ができる体制を準備してお

ります。レッスン日以外に懇談会を実施する場合がございますのでご参加ください。又、個別に懇
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談会をご希望の場合は、担当講師にご連絡ください。 

 

お支払い日 

キッズテールでは、毎月のレッスン料を金融機関での振替でお願いしております。 

振替日は毎月15日となっています。「入会申込書」のお支払日蘭をご確認ください。 

年度更新費は入会手続き時に初回のお支払いをいただいております。以降一年毎に契約が自動更新

された場合は、翌年の4月のレッスン料と共に自動振替となります。 

 

レッスン料の未納入について 

金融機関での振替不能などによりレッスン料が未納の際、督促のご連絡を差し上げる場合がござい

ますので予めご了承ください。 

金融機関での再振替はございませんので、教室の方まで保護者様がご持参下さい。 

口座引落不能の場合、レッスン料とは別に手数料を請求することがございます。 

2か月以上レッスン料のお支払が滞った場合、退会手続きをさせていただき、レッスンの受講を 

お断りすることがございますのでご留意ください。 

 

教材の取り扱 

キッズテールでは、入会時に各教室の部でご購入いただいた教材は一旦お求めいただきますと、落

丁・乱丁などの不良品の場合を除き、返品をすることはできません。 

著作権法の定めにより、お客様ご自身が利用される場合を除き、教材を無断で複写・転写すること

は禁止されておりますのでご注意ください。 

 

 



 

 

契約について 

1.契約期間 

レッスン受講契約は1ヶ月間の契約となります。なお1ヵ月未満の契約はございません。 

また、お申し込されたレッスンの期間は、教室ごとに定まった指導期間のことであり、契約期間で

はございません。 

2.契約の自動更新 

レッスン受講契約は所定の各種変更締め日を過ぎますと自動更新となります。 

なお、お客様、キッズテール双方に更新義務はございません。 

ただし、最年長年度が終了した場合は、契約終了となる。希望がある場合はその限りでない。 

 

3.契約内容の変更 

受講期間中に、会場やレッスン料・受講時間の変更等申入れをさせていただく場合があります。 

変更をお願いする場合には事前に書面にてご案内申し上げます。 

お客様がこの変更に合意された場合、所定の期日をもって、変更された内容で契約が自動更新され

ます。万一、お客様がこの変更に合意されない場合には、契約期間の満了とともに、受講契約は終

了することとなります。その場合、退会手続をさせて頂きますので、お申し出ください。 

 

退会手続 

ご都合により退会される場合は、必ず所定の「退会届」に必要事項をご記入の上、会場担当講師に

ご提出ください。退会のお申し出はすべて所定の「退会届」によるものとし、口頭・電話による受

付は行っておりませんのでご注意ください。退会のお申し出は退会される前月の10日までにお申



し出いただくようお願いいたします。長期欠席の場合も同様となります。 

ただし、下記理由により退会される場合は、締め日を過ぎておりましても翌月以降のクラスについ

て退会の手続きをさせていただきます。 

a生徒様ご本人が傷病等によりクラスの受講が困難な場合 

b急な転勤・転居によりクラスの受講が困難な場合 

 c火災・水害・地震その他の災害の被害を受け、一ヵ月を超えてクラスの受講が困難な場合締め

日を過ぎてのお手続きの場合、一旦翌月分のレッスン料等を徴収させていただいた後、後日返金と

させていただく場合がありますのでご了承ください。翌月以降分としてお納め頂いているレッスン

料以外の金員がある場合は、あわせて返金とさせていただきます。 

 

4.免責事項 

万一、キッズテールがその責めに帰すべき事由に基づき損害賠償責任を負担する場合、その責任は 1 ヶ

月分のレッスン料を上限とします。ただし、キッズテールに故意または重大な過失がある場合を除きま

す。 

 

レッスン受講について 

レッスンスケジュール 

原則として、レッスンは固定の曜日・時間に行うこととし、毎月の実施日程を事前にご案内いたします。

１回あたりのレッスン時間、年間レッスン回数および期間が予め決まっております。 

欠席のご連絡 

やむを得ずレッスンをお休みまたは遅刻される場合は、必ずレッスン開始時間前までに会場担当講師、

または担当講師までご連絡をお願いいたします。 

 



 

レッスンスケジュールの変更 

原則としてレッスン実施曜日・時間は固定しておりますが、会場または講師の都合で曜日・時間を

変更させていただく場合がございます。その際は予めご案内申し上げます。 

 

欠席の振替日 

キッズテールでは、レッスンを欠席された場合、他の時間帯クラスでの振替レッスンを受講してい

ただけます。担当講師にご相談ください。 

原則として、欠席によるクラス変更はお受けしておりません。 

 

クラス変更について 

クラスの状態・進度・人数等の事情により、より効果的なレッスンを行うため、講習期間の途中でクラ

ス替え（他の曜日、時間帯への変更をお願いする場合を含みます）をさせていただく場合がございます。

また、進級の際、上位クラスへのスッテップアップの際、受講希望の方の人数等の事情でご希望されるク

ラスが開講できない場合や時間帯及び曜日、が変更になる場合がございます。 

クラス変更をお考えの場合は、担当講師までご相談ください。 

 

臨時休講 

災害や悪天候、講師の体調不良等やむを得ない場合には臨時休講をさせていただくことがあります。

臨時休講のご案内は、レッスン開始時間までに差し上げますが、必ず連絡のつきやすい電話番号や

E-mailアドレス等を入会手続きの際ご登録くださいますようお願いいたします。臨時休講の際は振

替日を設定いたします。その際、振替日が翌月以降になる場合があります。 

 



 

レッスン以外の行事 

キッズテール（アートスクール、塾生）では年に一度の作品展覧会・2 年に一度の子どもミュージ

カル劇・ボディーパーカッション・月一度のアベ―ル博士によります面白サイエンス教室や食物の

科学体験教室のイベントを開催いたします。 

 (上記には新規入会者を募る為に、未入会員の方々に参加していただけるイベントも含みます。) 

 

レッスン会場の変更 

会場の事情で移転や統合等より、レッスン期間の途中で会場の所在地等の変更を内容とした更新申

入れをさせていただく場合があります。変更の際は予め書面にてご案内を差し上げます。 

イベント会場は、イベントの内容に応じた設備の会場で行います。他の施設会場で開催予定する場

合がございますので、事前にご案内申し上げた会場場所をご確認の上ご参加ください。 

 

代講 

講師の突然の怪我・病気・出産等により、レッスン期間中であっても他の講師による代講、または

担当講師の変更をする場合がございますので予めご了承ください。 

 

契約内容の変更の際のご留意点  

お客様が上記、クラス編成やレッスン会場の変更等を内容とした更新申し入れに合意された場合、

変更された内容で契約更新されます。 

万一、お客様がこの変更に合意されない場合には、契約期間の満了に伴い、受講契約は終了するこ

とになります。その場合、退会手続をさせて頂きますので、お申し出ください。 

 



 

キッズテールの受講修了後について  

幼児の表現と知育のアートスクールを修了し、その後小学生の表現と科学のアートスクールのレッ

スンや塾部門を希望されない場合、小学生の表現と科学のスクールを終了し、塾部門での受講を希

望されない場合、または途中退会のお申し出をされた場合は、本会則に基づくお客様との受講契約

は終了し、退会の手続きを取らせていただきます。その後、お客様のご希望により他の部門で引き

続きレッスンをご希望の場合は、会場担当講師より別途お手続き等のご説明をさせていただきま

す。 

 

安全で快適に受講していただくために 

レッスン前後の送迎について 

キッズテールでは、安全第一を考え保護者様に、送迎をお願いすることを原則としております。お

送りの際はレッスン会場にて職員がお子さまを確認後お預かりいたします。またレッスン終了後、

レッスン会場前で保護者様を確認させていただいてからお子さまをお引き渡しさせていただきます。

ご登録いただいた保護者様以外の方がお迎えに来られる場合・早退の場合は必ず、レッスン開始前

に会場担当講師にメモ書きをお渡しください。口頭ではお受けできません。 

以下の場合は、ご登録いただいた保護者様とのご連絡がつくまでお子さまをお引き渡しできません

のでご了承ください。 

・ＩＤカードの着用がなく、職員が保護者様と確認ができない場合 

・事前にご連絡のない保護者様以外の大人の方(祖父母様・ご親類・他の会員の保護者様も含めま

す) 

・ご兄弟等のお子さまのお迎え 



＊お迎えの際はレッスン終了予定時間に会場前でお待ちください。万が一お迎えが遅れる場合は、

会場担当講師までご連絡ください。 

キッズテールではお迎えの保護者様にお子様をお引渡しした以降の責任は負いかねます。 

安全・災害対応 

キッズテールでは安全にレッスンを受講いただくため細心の注意を払っておりますが、お客様におかれ

ましてもくれぐれも危険行為等が無きようご留意ください。明らかなお客様ご自身の不注意による事故

(怪我・盗難・物品事故等)には責任を負いかねますので、体調管理(レッスンは自己・保護者責任にお

いて受講をお願いします)や貴重品・手荷物の管理を含め十分にご注意ください。また、災害発生時に

はキッズテール講師の指示に従い、速やかに避難していただくようお願いいたします。 

レッスン開始後、安全対策としてレッスン会場の扉を施錠いたします。急用の場合はお手数ですが会場

担当講師までご連絡ください。 

 

マナー 

1. クラスごとに円滑にレッスンを進めるため、各クラスでお約束事項をご案内させていただいており

ます。別紙でお渡しする入会者様とのお約束事項の遵守をお願いいたします。 

2. 故意にレッスンの運営に著しく支障がある行為を行われたと当社が判断した場合や、他のお客様お

よび講師への社会的モラルに反する言動や迷惑行為 (レッスン時およびレッスン時以外に、ストー

カー行為・待ち伏せ・迷惑メール等)を行われた場合、レッスンの受講をお断りすることもござい

ますので、予めご了承ください。 

3. 携帯電話は緊急の場合を除き、レッスン中の使用をご遠慮いただいております。予め電源をお切り

いただくか、マナーモードに切り替えていただきますようお願いいたします。 

4. レッスン受講時の無断での写真撮影、録画、録音はご遠慮願います。 

5. レッスン会場での飲食・喫煙はご遠慮ください。 



 

 

 

 

見学に関して 

見学をご希望の場合は、クラス運営上適切な時期にご参加いただけるようにご案内させていただき

ますので、担当講師にご相談下さい。ご見学の際は上記マナーの遵守をお願いいたします。 

またレッスン中の私語は子どもたちの集中の妨げとなりますので、場合によってはご退室をお願い

することがあります。 

各種手続きについて 

長期欠席 

下記理由により1ヶ月以上連続してレッスンを欠席される場合、所定の「長期欠席届」にご記入い

ただき、当月の初回レッスン日までに会場担当講師に提出いただいた場合に限り、レッスン料が免

除されます。なお、当該月の口座引落手続が完了していた場合は、一旦レッスン料を徴収させてい

ただいた後に、レッスン料から振替手数料分を控除した額を後日返金させていただきます。 

a.生徒ご本人が傷病等の治療により1ヶ月以上連続してレッスンの受講が困難な場合  

b.火災・水害・地震その他の災害の被害を受け、生徒ご本人が1ヶ月以上連続してレッスンの受講

が困難な場合  

2.長期欠席期間は3ヶ月までで、それを過ぎますと事前にご案内の上、レッスンに復帰される期日

または編入されるクラスの編入時期を決めさせていただくか、または退会とさせていただきます。

復帰または編入までの期間は特に定めておりませんが、なるべくレッスンをお休みされる期間が長

くなりませんようお願い申し上げます。  

3.欠席期間が2ヶ月以上の場合は、元のクラスに戻ることができなくなる場合があります。 



4.長期欠席届を出されている期間中でも、その月に１回でもレッスンに出席されますとレッスン料

を改めて請求させていただきます。  

5.一旦退会された後、再入会される場合は原則として年会費が必要になりますのでご留意くださ

い。  

住所変更など 

ご住所やご連絡先等が変更になった場合は、連絡等の都合がございますので速やかに会場担当講師

までご連絡ください。  

 

個人情報の保護について 

キッズテールでは、お客様の個人情報に関し自主行動基準を設定し、法の遵守に努めています。 

お名前、ご住所などのお客様の情報は、レッスンの運営上必要なご連絡、教室運営のための各種イ

ベント、あるいはこれらに関する各種サービスについてご案内する場合に限って使用させていただ

きます。 

なお講師及び他の会員様のご住所や電話番号等、プライバシーに関するお問い合わせについては、

お答えでききませんので、予めご了承ください。 

その他 

コンサート、発表会、各種イベント、また予めご了承いただき撮影させていただいたレッスン風景

等の映像・画像について、キッズテールのホームページやチラシ等に掲載することがございますの

で予めご了承ください。不都合のあるときは、お申し出いただくようお願いいたします。 

会則の改訂 

本会則を改訂する場合があります。最新版はホームページ上でご確認下さい。会則の改訂を実施す

る場合は、予めホームページにて告知します。  

 



 

 

 

 

問い合わせ 

◎以下については、直接お通いいただいているレッスン会場へ、 

ご連絡・ご確認いただけますようお願い致します。  

・レッスンの遅刻や欠席のご連絡、レッスンスケジュールの確認  

・クラスや時間変更のご相談  

・レッスン料のお支払いや退会のお手続きについてのお問い合わせ  

・体験レッスンやレッスン見学のお申込み、お問い合わせ  

 

   

 


