
 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子育て支援＆学習教室が融合した 

新しい放課後児童クラブ 

平成 30年度 

募集案内 
 



 

 

 

リトルスター会社概要 

 

施設名称 株式会社リトルスター 

本社所在地 〒412-0024 静岡県御殿場市東山 665 番地の２ 

所在地 【御殿場ぐみ沢校】 〒412-0041 御殿場市ぐみ沢 1406-5 

【御殿場ひがし校】 〒412-0028 御殿場市御殿場 297-1 

【裾野校】 〒410-1127 裾野市平松 428-8 真明ビル 203 

【沼津校】 〒410-0055 沼津市高島本町 1－5 

沼津イシバシプラザ内 3F 

開業 平成 13 年４月１日 リトルスター英会話教室 

事業内容 英会話教室 

マルチメディアを使ったライティングコース 

０歳からのハローコース 

イングリッシュカフェ 

TOEIC、英検対策コース 

講師派遣業務（ALT・企業等） 

通訳・翻訳業務 

語学学校 

特定人材派遣事業 

有料職業紹介事業 

留学斡旋事業 

放課後児童クラブ事業 

 

 

 

 

 

 



 

放課後児童クラブとは 

保護者が平日の放課後や土曜日・夏休みなどの学校休業日の昼間に労働等により児童の保育が困難である家庭の

小学校に就学している児童を対象に、適切な遊び及び生活の場を用意することで、児童の健全な育成を図ること

を目的として設置されています。 

 

クラブ利用の対象となる児童 

御殿場市・小山町在住で、保護者が放課後の時間（13 時以降）に就労等の理由により保育が困難である児童 

 

リトルスターKids club の特徴 

４つの融合型 放課後児童クラブ 

1. 学習  

 外国語指導員が常勤・日常生活を英語で過ごすことで自然に英語力向上 

 Discovery learning（月～金 30-40 分間のグループワークに参加） 

 オリジナルカリキュラムで学習やアクティビティに参加 

 

2. 異文化交流 

 多種類の外国語教材・絵本 

 スペシャルイベントの企画・開催（イースター・ハロウィン・クリスマス等） 

 サマースクール（夏季特別英語クラス）への参加 

 

3. 子育て支援 

 週１から利用可（フレキシブルな利用が可能） 

 送迎オプション 

 預かり時間内に各お稽古・教室への追加受講が可能 

（基礎英会話・英検対策・国語・算数等の個別指導・リトミック） 

 

４．表現・発想力・好奇心の育み 

Discovery learning について 

   創作・意見交換・また発表等の参加・体験型の学習スタイルにて効率的に英語学習に 

取り組みます。 

（学習の流れ） 

1. 導入 ブレインストーミング（自由な意見を出し合います） 

2. グループワーク 

グループの中で意見を出し合ったり、何かを作ったりすることでお子様の意欲や集中力を高めます。 

3. 発表 

グループの中や他のグループに発表します。 

発表の場を設けることで、発音練習や表現方法を学び、自信につなげます。 



 

クラブ所在地 

所在地：御殿場市御殿場 297-1 １階・２階（各教室） 

定員：60 名 

運営主体：株式会社 リトルスター 

 

申込み受付 平成 30 年 4月 1 日からの利用希望者 

選考区分 受付期間 

１次選考 平成 29年 12 月 1 日（金）から 1月 12 日（金）まで 

2 次選考 平成 30年 2 月 28 日まで 

 

 提出書類 

✓ 放課後児童クラブ事業利用申込書 

✓ 保護者が「保育できない理由を証明する書類」 

✓ 18 歳以上 65歳未満の同居者が保育をできない理由を証明する書類（任意） 

 

 受付方法 

1. 郵送 

郵送先住所：〒412-0041 御殿場市ぐみ沢 1406-5  

      株式会社 リトルスター 

 

2. 直接お申込み 

受付窓口：ぐみ沢校（住所：〒412-0041御殿場市ぐみ沢 1406-5） 

受付時間：月～金曜日 10：00-18：00（TEL: 0550-81-3751） 

 

 年度途中からの利用申込 

各月 1日からの利用・・・前月の 15日までの申込み 

利用決定通知 

 

 

決定通知：平成 30 年 1月末 

利用説明会：平成 30年 3 月上旬予定（詳細は利用決定者に通知致します） 

 

 

 

決定通知：平成 30 年 3月中旬 

利用説明会：個別にご案内致します 

 

1 次選考（1月 12日までに申込分） 

2 次選考（定員に余裕がある場合のみ） 



 

利用休止の届出 

 夏休みの利用休止 

 夏休みの間クラブを利用しない場合、夏休み前後の７月、８月はサブフルタイムに利用変更が 

可能となります。 

＊月毎、利用回数でご利用可能となります。（例：サブフルタイム週２→計 8 回/月）で利用が 

できます。 

 児童の特別な事情による利用休止 

 児童が病気やけが等でクラブを利用できない場合は、利用休止届により利用を休止することができます。 

 休止中の利用料：暦上のひと月の利用期間がない月・・全額免除 

            暦上のひと月の利用期間が 15日以下の月・・半額免除 

            ＊利用期間には土、日、祝日等を含みます 

利用案内 
 

放課後児童クラブ 

利用時間(平日) 放課後 -19：00 

延長時間 19：00 - 20：00 

土曜日利用時間 07：45 - 18：00 

小学校の授業休業日/長期休暇時の利用時間 07：45 - 19：00 

英語クラス＆Discovery learning 

（児童クラブ員全員受講） 

月曜日 - 金曜日（毎日） 

英語クラス時間帯は各学年によって異なります。 

クラス時間例 

1-3 年生 15：00-15：30 

4-6 年生 16：30-17：00 

利用料金 

区分 利用日 １人目（月額） ２人目（月額） ３人目（月額） 

通常の平日分利用料 

（通年利用毎月） 

週 5 日コース 15,000 円/月 12,000 円/月 9,000 円/月 

週 4（16 日）コース 12,000 円/月   

週 3（12 日）コース 9,000 円/月   

週 2（8 日）コース 7,000 円/月   

週 1（4 日）コース 5,000 円/月   

その他 延長利用料 

（19：00-20：00） 

500 円/30 分   



 

 

 日曜・祝日はお休みとなります。 

 長期休暇（夏季・冬季・春休み）の休校日は 2016 年度カレンダーを参照ください。 

 減免制度: 2 人目のご利用料から 3,000 円の減免を致します（週５コース利用の方に限る） 

 上記利用料金は税込・おやつ代込 

 延長利用の場合、事前申請をお願致します。 

 平日利用者（週 1 から週４）で利用日に児童が病気やけが等で欠席の場合、当月中の振替がご利用いただけ

ます。 

 

長期特別休暇時の利用 

長期休暇（夏季・冬季・春休み）期間は基本料金からの変更はございませんが、Discovery learning 

（英語クラス）の実施はありません。 

・ 平日利用時間は朝７時４５分から１９時までとなります。 

・ Summer school（特別英語プログラム）にご参加いただけます。（任意） 

サマースクールの料金・詳細は別途ご案内させていただきます。 

 

児童の送迎 

 登所：引率・集団下校・送迎 

✓ 遠方の小学校へ KIDS CLUB がお迎えに行きます。 

✓ 利用人数・距離に応じて送迎ルートを変更させていただきます。 

✓ 送迎につきまして利用時にご説明させていただきます。 

✓ 土曜日の送迎はありません 

 帰宅：原則として保護者（保護者の送迎は困難な場合は 18 歳以上の方）の送迎をお願いして 

います。 

 帰宅時の Kids clubバスご利用を希望される方は個別お問合せお願い致します。 

（利用料が別途発生致します。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土曜日利用料（１日） 1,500 円   

教材費 300 円/月  上半期・下半期毎 

年 2 回のお支払い 



 

支払方法 

 口座振替 毎月月末（休日の場合は翌営業日）に指定口座からの引き落とし 

 ＊振替は御殿場農業協同組合からの貯金口座指定にてお願いしております。 

その他ご希望の場合個別お問合せお願いいたします。 

 

手続き 

 利用決定通知書に口座振替依頼書を同封します。記入・押印をして利用説明会時にご提出下さい。 

 

放課後児童クラブでの生活 

1) お弁当の用意 

クラブで一日過ごす日や、学校の給食がない日はお弁当を持参してください。 

保護者がお弁当の用意ができない場合、有料にてお弁当手配致します。 

（利用日前日までに申込みをお願い致します。） 

2) クラブでの生活・外出 

リトルスターKIDS CLUB で開催されている各教室に参加いただけます。 

その他習い事へはオプションで送迎申込みの方のみ認められます。 

(場所・時間によっては送迎できない場合もあります。) 

3) クラブでのおやつ 

毎日おやつの提供を致します。食物アレルギーがある児童は必ず事前に連絡をお願い致します。 

 

 

 

 

  


