
東京福祉専門学校 こども教室 規程 2021 年度版 
 

本規程は、東京福祉専門学校 こども教室（子育てひろば・にこにこプレキッズ・こどもリトミック・こどもアトリエ・キッズレク教室）

の円滑な運営を図ることを目的とし制定します。 

 

●主旨     こども教室は、保育士・幼稚園教諭を目指す本校学生の保育者としての実践力、 

社会人基礎力を身につけるために開発された教育プログラムであり、学生の実学教育の一環です。 

●目的     こども達の発育に学生たちが関わり、ともに成長する事を目的とします。 

●詳細     午前の教室 

教室名 子育てひろば にこにこプレキッズ こどもリトミック 

内容 親子で楽しく過ごせる

空間 

幼稚園入園準備教室 

（母子分離） 

リトミック・音楽遊びを

中心とした教室 

（母子分離） 

対象 0～満 3 歳までの乳幼児

と保護者の方 

2018 年 4 月 2 日生まれ

以降 

未就園児 

2018 年 4 月 2 日～2019

年 4 月 1 日生まれの方 

未就園児 

2018 年 4 月 2 日～2019

年 4 月 1 日生まれの方 

時間・人数 金曜（各クラス 5 組） 

A クラス 10:00-10:45 

B クラス 11:15-12:00 

金曜（各クラス 5 名） 

A クラス 10:00-10:45 

B クラス 11:15-12:00 

金曜（各クラス 5 名） 

A クラス 11:15-12:00 

場所※１ ３階 保育室 ３階 ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ室 ３階 2-1 教室 

費用・その他

※２ 

年会費 10000 円 

※子育てひろばのみ半期ご

と 5000 円ずつの費用支払い

が可能です 

（全 30 回）※３ 

年会費 15000 円 

（全 30 回）※３ 

年会費 15000 円 

（全 30 回）※３ 

持ち物等 タオル・水筒など必要な

もの 

タオル・水筒・替えのパ

ンツかおむつ 

タオル・水筒・替えのパ

ンツかおむつ 

 

  午後の教室 

内容 こどもリトミック キッズレク教室 こどもアトリエ 

 リトミック・音楽遊びを

中心とした教室 

体を動かしたり、運動あ

そびを中心とした教室 

工作遊びを中心とした教

室 

対象 3 歳児〜4 歳児 4 歳児〜5 歳児 3 歳児〜5 歳児 

時間・人数 金曜（各クラス 5 名） 

B クラス 14:30-15:15 

金曜（各クラス 5 名） 

A クラス 15:00-15:45 

B クラス 16:15-17:00 

金曜（各クラス 5 名） 

A クラス 15:00-15:45 

B クラス 16:15-17:00 

場所※１ ３階 2-1 教室 ３階 保育室 ３階 ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ室 

費用・その他

※２ 

年会費 15000 円 

（全 30 回）※３ 

年会費 15000 円 

（全 30 回）※３ 

年会費 15000 円 

（全 30 回）※３ 

持ち物等 タオル・水筒 タオル・水筒・運動がで

きる服装を着用 

タオル・水筒・ある程度

汚れてもよい服装を着用 

 

※１、場所は東京福祉専門学校第２校舎（中葛西 2-4-1 1 階はみんなの遊々保育園）です。 

※２、会費一括の納入になります。欠席の場合・中途退会の場合の返金はございません。 

会費の納入は、第３校舎（向かいの本校舎）の券売機をご利用いただきます。 

詳しくは会員申込が完了された方にご案内します。 

※３、開催日程は、下記の通りです。 



 2021 年 5/7,14,21,28 6/4,11,18,25 7/2 8/27 9/3,10,24 10/1,8,22,29 11/5,12,19,26 12/3,10,17 

2022 年 1/14,21,28 2/4,11,18（全 30 回） 

 

●教室での事故  活動時間内に指導者の指示に従っていながら、身体上の傷害が発生した場合、傷害の事実確認をした 

上で、主催者が賠償の責を負うものとします。 

 

●感染症対策   「保育現場のための新型コロナウイルス感染症対策第二版（全国保育園保健師看護師連絡会）」を 

基準とした感染症対策を講じますので、以下ついてご理解・ご協力をお願いいたします。 

 

【参加される方にお願いする対策】 

・以下に該当する場合は、こども教室への参加はお控えください 

1．咳、鼻水、いつもと様子が違うなど体調不良のある場合や、37.5 度以上の発熱がある場合 

（来校時においても玄関にて検温・健康チェックを行います。） 

2．解熱後 24 時間が経たない場合 

3．同居家族や１週間以内の接触者の中で、発熱・PCR 検査中の方や陽性者がいる場合 

・参加中について 

母子分離教室は、玄関にて送り出し・お迎えをお願いします 

講師の指導の下、手洗い・消毒を適宜行っていただきます。 

保護者の方はマスクを着用し、密を避けていただくようにお願いします。 

３歳児以上（午後の教室）はマスクの着用をお願いします。 

・参加後について 

こども教室をご利用いただいた方及び同居のご家族が、こども教室利用後２日以内に発熱し、PCR 

検査を勧められた場合や PCR 検査の結果が「陽性」と診断された場合、濃厚接触者と認定された 

場合には、速やかに学校へご連絡ください。 

 

【学校が行う感染症対策】 

・講師の指導の下、手洗い・消毒・換気・密を避けた環境構成を適宜実施します。 

・おもちゃなどの備品や、こどもたちが触れる箇所の消毒を随時行います。 

・学生と講師は、こども教室以外の日も含めて、毎朝の検温・健康チェックを実施します。 

・こどもたちの前に立ち、全体へ指導する講師や学生は、フェイスシールドを着用します。 

・全ての講師・学生はマスクを着用します。 

 

●その他  Ⅰ・保護者と学校との連絡について 

保護者の方と学校との連絡は「コドモン」を使用します。「コドモン」は株式会社コドモンが提供する

業務システムで、インターネット環境に繋がるスマートフォンからご利用可能です。ガラケーからは利

用ができません。申し込み完了の方にアプリのダウンロード、ログイン方法をお送りしますので、必ず

期日までにログイン、利用ができる状態にしていただきますようお願いいたします。 

Ⅱ・送迎について 

        必ず保護者の方が送り迎えを行ってください。車での送迎は原則禁止とさせていただきます。 

子育てひろば利用者の方など 5 分以上の駐輪は、第３校舎の駐輪場をご利用ください。また、来校時

は近隣の方々へのご配慮をお願いします。 

      Ⅲ・こども教室のお休みについて 

下記の場合、東京福祉専門学校事務局長の判断により、こども教室をお休みにする場合があります。 

  ①東京福祉専門学校休校規定により授業が休校になった場合 

  ②新型コロナウイルス感染症により、東京都に緊急事態宣言が発出され、学校に休校要請が 

出された場合 

  ③こども教室に関わる学生・講師・参加者に新型コロナウイルス感染症の陽性者が発生した場合 

  ④上記以外の場合にも安全等に配慮して事務局長が判断した場合 

その際の振替、返金はございませんのでご了承ください。 

 



      Ⅳ・活動中の撮影について 
活動中の映像や写真をパンフレット・ホームページ・各種 SNS 等で使⽤します。ご承認ください。 

      Ⅴ・途中⼊会の会費について 
        補⽋申し込みの場合の途中⼊会の⽅の会費については、対象の⽅に別途ご連絡いたします。 

 Ⅵ・退会について 
        事情により年度途中で退会される場合は、早急に学校までご連絡ください。 

なお、⼀度納⼊された受講料は返⾦できません。ご了承ください。 
また、こども教室への参加もなく１ヶ⽉以上学校との連絡が取れない場合には退会とみなします。 

      Ⅶ・個⼈情報について 
        こども教室の運営に必要な個人情報は、安全かつ正確に取扱い、適切に保護いたします。 

 なお、住所変更等情報の変更につきましては、随時お知らせくださいますようお願いします。 

 

                         東京福祉専門学校 こども保育学部 

こども教室担当：木村 

☎０３－３８０４－１５１５ 


