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大阪府池田市菅原町 3-1-107（ステーション N1 階）ヘッズアップセミナー内 



What is Koala Gym?! 
 
Koala Gym 英語で知育・体操は、生後２ヶ月から６歳までの乳幼児に特化した英語の知

育・体操教室です。 

 

特に 0歳から３歳は、ゴールデンエイジとも言われ、脳が急激に発達していく重要な時期

です。この時期に、お母さんとたくさんスキンシップをとったり、色々なリズムや音程の

歌に合わせて体を揺らしたり、手や指を使う作業に集中したり、体を思いっきり動かして

笑うことで、脳は刺激され活性化されます。 

 

Koala Gym では、このスポンジのように脳に吸収するゴールデンエイジ、そして 3歳から

の幼少成長期に、将来必須になる英語を、カラフルなお教室で、跳び箱・平均台・鉄棒・

うんていを使いながら体操をしたり、英語の童歌や楽器にふれたり、モンテッソーリ知育

教材を使用してレッスンを進めていきます。 

 

通常の英会話教室のように『英語を学ぶ』だけではなくて、『英語で何かを学ぶ』という

ことを重要視しています。英語だけならどこでも学べるしなぁ・・・英語＋αで早期教育

をしたいというご家庭に寄り添っていきます。 

 

講師は、イギリス生まれオーストラリア育ちの英語ネイティブスピーカーダン先生と、海

外出産・子育て経験のあるバイリンガル日本人講師あきこ先生の２名です。レッスンは基

本的に全て英語ですが、必要に応じて日本語でヘルプに入りまので、英語が初めてでもご

安心下さい。 

 

 
 

ダン先生：It’s never too early to study English and please don’t be shy in our 

classroom. If we practice together, you can have confidence when speaking 

English. （英語を学ぶのに早すぎるなんてことはないよ。クラスでは恥ずかしがらず一

緒にたくさん練習しよう。そうすると英語を話す自信がつくよ。） 

 

あきこ先生：英語の耳が育つこの貴重な時期にきっかけを作ってあげられるのは保護者の

方だけです。2020 年度から大学入試の英語でスピーキング力も必須となった今、英語で考

える力をつけましょう。日本は「英語を学ぶ」がまだ主流ですが世界基準の「英語で学

ぶ」事が重要となります。自身の子どもを通わせたいレッスン作りを心がけています。日

本語でご相談下さい。 

 



コースのご案内 
⑴ Turtle（カメ）クラス：2 ヶ月〜歩き出すまで 

・ベビーサイン・ベビーマッサージ（体のパーツを英語で話しかけます。） 

・ナーサリーライム（英語のわらべ歌） 

・楽器にふれる Music Time やお片付けの練習(Clean-up) 

・フラッシュカード・絵本・ドッツカード（数）・Abacus（100 玉そろばん） 

・全身運動として大切な Crawling（はいはい）を促す体操や、逆さま体操、お母さん

と一緒にベビーダンスも踊り楽しいレッスン 

・とび箱で段差の上り下り・鉄棒でのぶら下がり運動・マットでの体操 

・モンテッソーリ知育玩具や工作を通して指先を使う練習、鉛筆・クーピーを持つ 

・家でお母さんがお子様に話しかけられる英語も習得していただけます。 

   

⑵ Penguin（ペンギン）クラス：1 歳〜3 歳頃 
・アルファベットのフォニックスで英語の発音を強化 

・色・形・大きさ・長さ・重さをナーサリーライム（英語のわらべ歌）、身近にある

食べ物や道具を使いながら学びます。 

・バランス感覚を養う為に平均台を使用 

・シール貼り・ひも通しなど手指を使うお仕事 

・クーピー・鉛筆の正しい持ち方 

・季節のもの・国旗・世界について英語で学ぶ 

・ドッツカード（数の概念）・Abacus（100 玉そろばん） 
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⑶ Kangaroo（カンガルー）クラス：母子分離３歳〜6 歳(年長)まで 
・ネイティブの先生と受け答えができるように取り組みます 

・上達するために先生の音真似をたくさんしましょう 

・季節のもの・仲間分け・色の知識をさらに深める 

・ハサミ・のり使い方練習 

・アルファベット習得 

・One hand One foot Activity（片手片足の動作） 

・左右を学び方向感覚を身につける 

・前回り・鉄棒・ボール・マット体操 

・フォニックス（イギリスの Jolly Phonics 使用） 

     
 

※ 生後２ヶ月から 1ヶ月検診にて問題がなければお通いいただけます。 

※ (1)(2)のクラスはお子様 1名につき保護者の方 1名は付き添っていただく母子同室レッスンで

す。保護者は最大２名まで付き添い可能です。 

※ (3)のクラスは、具合が悪い等の時にはすぐにお教室に来ていただける場合のみ drop off（母子

分離）も可能です。モニターにて中の様子はご覧いただけます。お迎えには必ず時間通りにお

越し下さい。 

 

 月 Monday 土 Saturday 日 Sunday 

Turtle(Baby) 12:00-12:45   

Penguin(1-3yrs) 13:00-13:45  10:00-10:45 

Kangaroo(3-6yrs) 15：00-15：45 9:00-9:45 9:00-9:45/ 

11：00-11：45 
 

※クラスはヘッズアップセミナーの講習や説明会等で振替・教室の移動をお願いすること

がございます。（特に 9 月・1月） 

 

 

Fun Activity 楽しいレッスン 
 

☆英語スクールならでは！楽しい工作やイベントがあります。 
1 月 Happy New Year/2月節分/3 月ひな祭り/4月イースター/5月母の日 

6 月父の日/７月七夕/10月ハロウィーン/12 月クリスマス など 
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☆英語で何かを学ぶ 

座学だけではなくて、体を動かしながら楽しく学べます。 

英語も知育も体操も欲張りレッスン！ 

幼少期の体操・運動は絵本を読むことと同じくらい脳を刺激するので大変重要です。ま

た、小学校受験をお考えの方は志望校に合わせた知育・体操なども取り入れています。こ

んな体操や授業をレッスンでしてほしいなどご要望があれば是非ご相談ください。実現で

きるものは取り入れていきます。 

 

Fee(費用) 
 
入会金：10,000 円→ヘッズアップセミナーにご兄弟が通われている場合無料 

月謝：税込 8，500円（教材費・施設費・年間費全て込み・10月より消費税 10％になりま

す。 

年間 40回 

・ヘッズアップセミナーの講習などでお教室が使用できない場合は、振替・レッスン教室

の変更をしていただくことがございます。 

・お休みの日をお渡しするカレンダーでご確認ください。 

 

お月謝は窓口もしくは振込にて指定月までの 3 ヶ月分まとめてのお支払いとなります。

（途中で、休会・退会される場合は事前にご連絡いただいた場合ご返金致します。） 

10 月〜12月：9月初旬にお支払い 

1 月〜3月：12 月初旬にお支払い 

4 月〜6月：3 月初旬にお支払い 

7 月〜9月：6 月初旬にお支払い 

 

Make-up（振替）レッスン 
基本的にお選びいただいた曜日のレッスンでお通いいただきますが、ご都合の悪い週は振

替可能です。レッスン内容は週ごとに変わりますので、同じ週の違う曜日に振替となりま

す。できる限りその月のレッスンの振替は同じ月で振り替えて下さい。振替や欠席の際は

必ず事前にご連絡ください。ご連絡なき欠席の場合はいかなる理由においてもレッスン料

のご返金・振替ができかねますことご了承ください。 

 

Membership Cancellation 休会・退会 
休会は 1年で合計 3ヶ月まで可能です。休会料はいただきませんが、その間のお席の確保

ができません。休会後、そのクラスが満席の場合は他のクラスとなります。出産やご病気

など特別な事情で 3ヶ月以上休会したい場合はご相談下さい。休会・退会共に前月 10日ま

でにご連絡ください。10 日を過ぎてからのご連絡ですと次月のご返金ができかねます。 

 

 

 

 



Please join Koala Gym！ 

ご入会方法・お問い合わせ 
 

 

ご入会いただく際には、入会規約をお読みいただき同意の上、同封の入会申

込書をご記入下さい。ヘッズアップセミナーの窓口にてお手続きいただけま

す。ご来校の前にコアラジムにご連絡をお願い致します。レッスン開始日か

ら指定月までのお月謝をお支払いお願い致します。 

 

 

コアラジム Line   @btp0418z 

 

E-mail： koalagym123@gmail.com  

 

コアラジム講師直通：070-4335-6636 （レッスン中など繋がらない場合がご

ざいます。その場合はコアラジム LINEもしくは emailにメッセージお願い致

します。24時間以内にご返信いたします。返信がない場合は迷惑メールなど

設定ご確認の上再度ご連絡お願い致します。） 

 

 

これから、一緒に大切なお子さまの成長を見守らせていただきたく思いま

す。コアラジム講師一同ご入会をお待ちしております。  

 

 

レッスン料のお振込先 

 
お振込先：三井住友銀行 普通預金 池田支店（153） 

     口座番号 7353729  
                      Koala Gym Murphy Daniel Raymond 

 

 

 

 

 

 

 

 



         Koala Gym 入会規約    2019年 7月改訂 
 
第一条 （会員） 

本教室の会員は、本教室の趣旨に賛同し、該当コースに申し込んだものとします。 

 

第二条 （受講日時） 

会員は、各コースに定められた曜日・時間において受講していただきます。年間 40回の授業で

す。お休みの日は、お渡しするカレンダーでご確認ください。また、ヘッズアップセミナーの講習

等でお教室が使えない場合は、振替またはレッスン場所の変更をお願いすることがございます。事

前に連絡なき欠席の場合はお振替できません。 

 

第三条 （休講日） 

定められた受講日以外を休講日としますが、不慮の事由により休講の場合は、事前に通知します。 

 

第四条（会員手続き・授業料） 

本教室への入会希望者は申し込みをし、入会金・授業料をレッスン開始前及び定められた期間にお

支払い下さい。授業料をお支払いいただけない場合、レッスンは受けられません。改訂により授業

料及び年間授業日数は変更になる場合があります。 

 

第五条（クーリングオフ） 

入会金は納金後８日以内であれば全額返金いたします。それ以後は返金いたしません。 

 

第六条（休会） 

前月 10 日までにご連絡があれば、１年の内、合計３ヶ月まで休会できます。その間授業料は発生

しません。お席は確保できないため、休会後に在籍クラスが満席の場合は、キャンセル待ちの上、

他のクラスでの受講となります。 

 

第七条（退会・中途解約） 

語学は継続が必須ですが、やむを得ず退会する場合は、前月 10 日までに連絡があれば、以後の支

払い済みの授業料を窓口にて返金いたします。連絡が遅れた場合、次月の授業料は返金いたしませ

ん。 

 

第八条（除名） 

会員の保護者がわが子のことのみを考え、本教室にふさわしくない行為があった場合・教室スタッ

フに対する暴言・教室の方針に合わない場合は退会していただくことがあります。  

 

第九条（事故） 

保護者付き添いのクラスでの事故、母子分離のクラスの授業時間以外での事故・会員同士のトラブ

ルについては本教室ならびに職員は一切の責任を負いません。体操において医師から制限されてい

る行為・体調における重大事項については講師に事前にお知らせ下さい。37.5 度以上の熱がある場

合はレッスンに参加いただけません。 

 

第十条（兄弟のレッスン参加） 

母子同室レッスンに会員外の兄弟は参加できません。兄弟のレッスンが前後に連続してある場合の

み会員の兄弟は入室できますが、レッスン進行に支障がある場合は入室できません。また、教室内

への玩具・絵本・お菓子の持ち込みもご遠慮ください。 


