
あそぶがっこう®通信講座 

おウチで今すぐあそぶがっこう®レッスン開校！！  

 

たのしく楽しく遊んで学ぶ幼児教育「あそぶがっこう®」０～２歳児レッスンが 

オンラインで受講できる通信講座として登場 

「もじ、すうじ、形、色、音楽、直感、呼吸、イメージトレーニング、各種フラッシュカード」

など 

育脳コンテンツがぎゅっと凝縮されたテンポの良い動画が次々と！！ 

約 25 分程度の動画をサブスク定期便で！おうち育脳通信講座スタートです 

 

 

体感型の通信講座でただテレビを見ているような視聴型動画ではありません 

 



好きな時間に動画視聴で何度でも！！ 

おうちで「あそぶがっこう®」がいつでも開校 

 

あそぶがっこう®通信講座は、ママが忙しくても大丈夫！！ 

月単位で配信されるサブスク定期便だから、ご家庭のペースに合わせ 

好きな時間に何度でもご視聴可能。習い事に通う時間がなくても、遠方でも 

楽しくたのしく遊んで学ぶ「あそぶがっこう®メソッド」が 

ご家庭で気軽に取り入れられます 

お子さんと楽しみながらおうちで「あそぶがっこう®レッスン」を 

  

    

 



習い事をおウチで気軽に楽しもう 

ＬＩＮＥ受講で更に気軽に始めてみませんか！！ 

あそぶがっこう®公式ＬＩＮＥよりパスワード発行による動画配信 

ネットにつながる環境であればテレビやプロジェクターに映し出し大画面を

家族みんなで共有し「あそぶがっこう®レッスン」を楽しめます 

 

   

あそぶがっこう®公式 LINE よりご視聴までをご案内させていただきます 

 

こんなパパとママにおすすめです 

□ 昼寝の時間や上の子のお迎えの時間を気にせずに習い事をしたい 

□ 仕事をしているので、なかなか習い事に行けない 

□ 子どもの育脳をお家で自由に一緒に楽しみたい 

□ もっと手軽に育脳コンテンツを家でたくさん取り入れたい 

□ リアルレッスンが大好きで家でも毎日あそぶがっこう®レッスンがしたい 

□ リアルレッスンの復習をかねて思う存分インプット・アウトプットを楽しみたい 

□ 人見知りや発達ゆっくりな我が子！！リラックスできる家で習い事がしたい 

 



あそぶがっこう®通信講座は 

１３以上のカテゴリーから構成された充実の内容 

毎月１回、１３以上になるコンテンツからなる２５分程度のノンストップ育脳レッスン動

画を、購入者様専用サイトからご視聴いただきます 

こどもはもちろん、ご家族で楽しめるゲーム形式動画で、毎月豊富なバリエーションで

お届けします。 

子どもの知育はもちろん「生きる力」の土台となる非認知能力も引出す構成となって

います。 

  

  

わが子が何で集中し、何で喜び反応するのか、親御さんはわが子の好きな事を見つ

けてあげてください。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

１ 
日付とお天気 

 カレンダーをよむ事から日にちと時系列を自然と学びます 

 同時に日々のお天気とお天気記号、漢字のインプットも 

２ 
お返事のうた 

 音に合わせて返事を促すことで絶対音感とリズム感を養うとともに 

 聴く耳と集中力を育てます 

3 
リズムと呼吸あそび 

 プログラムのインプット強化につながる深呼吸とリラックスを促すとともに 

リズム感と絶対拍を養います。 

4 
直感力とイメージトレーニング 

 生きる力を養う非認知能力を引きだすためのトレーニング 

５ 
動画で鮮明にさらに見やすいフラッシュカード 

 絵から読み解く漢字カードをはじめ国旗や形、季節を学習する各種カード 

 ことわざ・四字熟語・ドッツなど毎月違うカードを８０枚以上フラッシュし右脳を活性化 



 

 

 

 

 

 

10 
絵本・手遊び・右脳式メモリーゲーム 

 手は第二の脳。手遊びから脳神経の発達を促すと共に絵本の読み聞かせにより情緒の 

安定と想像力を育みます。メモリーゲームでは右脳式記憶の定着を図ります 

 

 

６ 
歌って学べる歌カード 

あそぶがっこう®オリジナルレッスンソングを毎月１曲配信。紙芝居形式で視覚と聴覚から生

活や知育に関わる知識が無理なく自然にインプット。 

７ 
時計 

 時間の概念をリズミカルにインプット。 

 継続することで時計の理解が早まり親子のコミュニケーションや約束事にもつながります 

８ 
０・１・２歳児各種取り組み 

 年代に合わせた視野拡大と手と目の連動を促す取り組みの数々 

 こどもに説明はいりません。模倣したくなる提示リズムを取れば自然と集中し身につきます 

９ 
リトミックでからだあそび・カラーsong 

 ベビーリトミックを通して子どもの表現力を高めます。聞くだけではなく、体を動かす事で 

 子ども達は自然と引き込まれ模倣をします 



 

 

13 
あいうえお song・ひらがなサーチ・月の童謡 

 もじへの興味を楽しく引き出し将来のひらがなへの学習と語彙力アップにつなげます 

メロディーに乗せることで普通に読み書きをするよりも更に早くインプットが促されます 

 

ノンストップ☆レッスン動画 

幼児期の脈拍に合わせたテンポの良いリズムと様々なジャンルの曲で構成された２５

分前後のノンストップレッスン動画に子どもたちは自然と引き込まれていきます 

親子でも、子どもだけでも楽しい動画ですが、お子さんが夢中になっている時は、言

葉はかけず反応を見守ってください。わが子が何で集中し、何で喜び反応するのか、

親御さんはわが子の好きな事を見つけてあげてください。折り紙やシールなど１００均

アイテムで模倣もできるので慣れてきたらお気に入りアイテムを探しに行くのも楽しい

です 

あそぶがっこう®リアルレッスンさながらの通信講座を親子で存分にお楽しみください 

 

PV でご紹介！「おうちであそぶがっこう®」 

通信講座内容をご紹介している PV です。 

ぜひ、ご覧ください 

11 
年齢ごとのクレヨンあそび 

 ０歳からのクレヨン遊びを通し、柔らかく動く手首と指先をつくり、１歳では文字書きや迷路 

の誘導線となるクレヨン遊び、２歳では迷路や歌とともに文字書きを促します 

12 
百玉そろばん 

 数への興味を引きだし音とともに数概念・量感覚を直感的に把握するとともに 

10 の合成・順番・比較など算数の基礎力を養います  



 受講コースと料金について 

 

①  １年パック  4・5 月限定販売！！ 

成果もでやすくプレゼント付き！！料金も 1 番お得な kite-me 推奨パックです 

【受講料】 

通常 31680 円→年間 28600 円（税込）一括でお支払い 

3 カ月パックを 1 年間購入するより 3080 円お得なうえに 1 年間見放題＋このコース

だけの教材プレゼント特別期間も↓↓↓ 

3/1５までに１年パックをご購入の方に教材 3 点プレゼント 

このコースだけの特別プレゼント（３か月パックにはついてきません） 

 

１） お天気記号カード 

２） 風車 

３） 選択教材１個（０歳知育風船教材、ひらがなプリント、迷路プリント、あいうえお表、

リトミックカードから１点）※単品購入時についてくる動画や音源は付属しません。

通信講座でご活用ください。また、あいうえお表は A4 サイズになります。各教材

の詳細は kite-me (shop-pro.jp)                                                

プレゼント教材は無くなり次第他の教材に変更となります。予めご了承ください                          

教具送料は全国１律３３０円。ただし海外および離島につきましては１５００円の送料をご

負担いただきます。レッスンでおしご希望の方は送料がかかりません。 

一番お得なコースです。この機会にぜひ 

動画は毎月一日に 1 本ごとに追加されます。（1 年パックを４月にご購入された場合、

４月の動画はすぐに視聴可能。５月の動画は 5/1 から視聴可能。５月は４月と５月の

動画がご視聴いただけます。）追加された動画は翌年 3 月まで見放題ですが翌年の

3/31 を過ぎますとアクセスできなくなります事をご了承ください 

※購入月が 5 月の場合はご購入後すぐに 4 月、5 月の動画視聴が可能ですが動画視聴期

間は翌年 3 月までとなります事を予めご了承ください。 

https://kite-me.shop-pro.jp/


 3 か月パック 

【受講料】 

3 か月分 7920 円（税込）一括でお支払い 

2640 円（税込）/月 

【入会金】 無料 

[1] 4 月～6 月 

[2] 7 月～9 月 

[3] 10 月～12 月 

[4] 1 月～3 月 

※購入できる 3 ヶ月パックの区切りは上記のみとなります。5 月～7 月パックなどはあ

りません。区切り期間中であればいつでも購入可能。過去のパックは購入できません 

例えば 6 月に[1]を購入した場合、6 月の末まで 4 月～6 月の動画をご視聴いただけ

ます。6 月を過ぎてしまうと[1]は購入できません 

また、ご視聴できる動画は 1 か月ごとに追加されます。（４～６月パックを４月にご購

入された場合、４月の動画はすぐに視聴可能。５月の動画は 5/1 から視聴可能。５月

は４月と５月の動画がご視聴いただけます） 

継続をご希望の方は次のパックをご購入ください。ご購入は kite-me オンラ

インショップから 

 

※購入後のキャンセルや返金制度はありません予めご了承ください。 

 

 



購入からご受講までの流れ 

１．購入前に 

動画視聴にはインターネット回線、接続する PC、またはモバイル端末が必要です。 

こちらはお客様でご用意ください。 

２．ご購入 

kite-me オンラインショップからご希望のパックをご購入ください。 

決済方法（クレジット、振込）をお選びいただきお申込みください。 

 

３．専用 LINE 登録 

ご入金確認後、会員様専用 LINE からご視聴までを誘導させていただきます 

 

４．受講開始 

ＬＩＮＥより専用パスワードを入力し当動画サイトへ誘導いたします。毎月一日に新しい

動画のご視聴が可能です 

 

留意事項 

通信講座をテレビやプロジェクターなど大画面でも楽しめるよう本動画は kite-me

「YouTube」サイトを使用しご視聴いただきます。シェアや公開保存など禁止事項がご

ざいます。お守りいただけないと他ご受講様の迷惑となります 

必ず免責事項の項目をお読みいただき、承諾の上ご購入ください。免責内容につき

ましては最後に記載しております。視聴にはお客様のパソコン・スマートフォン等でご

視聴をお願いいたします。回線、機器の状況によっては通信が不安定になり、それを

原因とした映像等の不具合が発生する可能性がございます。予めご了承ください。 

YouTube の使用方法に関するお問い合わせにはお答えしかねます。 



受講した方の感想 

●レッスンの動画を見て先生の模倣をしながらリズムとったり、声を出したり。リアルレッス

ンではあまり声が出ない息子も家では大きな声でお返事したり歌ったりフラッシュカードな

どもすごく集中していました。 

（1歳 1 ヵ月男児） 

●通信講座に子供がすごく集中してみている姿をパパが見て、「これはすごくいいものだ

からリアルレッスンにも通っていいよ」と許可が出ました(笑) 

（2歳と６ヵ月ママ） 

●エンドレスのもう一回！！いつも嬉しい、可愛い、できた！！がいっぱいで毎日楽しん

でいます。（1歳半女児） 

 

●まだ「ママ」しかしゃべらない１歳５か月。「これは？」の問いに答えている気になってい

ます。そして、おっぱい飲みながらも答えています。８０いっぱいパクパクパクで服の中か

ら手だけだしてやっていました。上の子もテンポがよいからか、わからない歌のはずなの

に最初から熱唱しています 

 

●繰り返し視聴することで次に何をするかも覚え、内容も暗記し、自分で必要な教材を

並べ楽しく受講しています。笑顔が見られたり、時には真剣な顔で考えたり、とても集中

してくれています。好きな時間に程よい時間でできるのも嬉しいです。 

（2歳 2 ヵ月男児） 

 

●お家だとパパも通信講座を観る事が多く自然とパパも「あいうえおの歌」を覚え一緒に

楽しんでいます。下の子もお兄ちゃんの真似をして覚えています。真似っこ大好きな時

期なのであっという間になんでも覚え上手になっていく様子が見て撮れます。毎月の歌

もカードも気に入って歌っています（2歳半男児） 

 



●お返事をあんなに大きい声で「はあい！」と言えたのには驚きました。オンラインで映っ

ている先生にだけ集中でき良かったのかもしれません。リズムに合わせてノリノリで楽しそ

うに踊っていて、母も嬉しいです。（2歳 8男児） 

 

●オンラインレッスンで四字熟語や漢字も前より言葉で出てくることが増え成長や些細な

変化に気づくことができるのでありがたいです♪母は自分自身のストレッチも兼ねて一緒

に踊って楽しんでます♪（2歳半男児） 

●コロナ禍でお休みしている間、kite-meのオンラインレッスン、リズム体操、都道府県

の歌もほぼ毎日、本人が好んで見ていました。kite-meのオンラインレッスン動画が息子

にばっちりはまったので私も嬉しいです。これからも活用させていただきます 

 

●教室だとあまり披露しないのですが、家だとお返事のうたも出だしから歌って翁声でお

返事しています。スプレーも画面越しに手を出してかけられたフリ、お天気記号もタッチし

ています。 

 

●カラーソングやリズム体操も自らカードを机に並べて準備してから視聴しています。 

国旗合わせカードも手元に準備して一緒にトントン…とリズムに合わせて叩いたり組み合

わせたりしています。 

 

●先生の真似をしているうちに数字の理解ができるようになり、それを期に毎日天気を

晴雨表にシールで貼ってもらっています。 

 

●毎日あそぶがっこうごっこをし先生を完コピ。呼吸遊びでは息を止めるところで手を口

に当てています。そして通信講座を見せると素直に薬を飲んでくれるようになりました 

 

 

●コロナで支援センター閉館中に通信講座があって助かりました。0歳も機嫌が良くなり

言葉が出るようになってきました 

 

●発達障害の息子が喜んでみています。Eテ●には反応しないのにこちらの動画では

初めて手を合わせ模倣したり、カラーsong ではおもちゃを持ってきて合わせて動かしたり。

塗り絵も理解していなかったのに、枠の中に合わせようとしている姿が見て取れます。名

前の所では手にタッチしてくれるようになりました。大きな成長を感じ今後は１年パックに

移行したく思います 



よくあるご質問 

【キッズの通信講座とのセット割はありますか】 

セット割はございません。キッズ通信講座も１年コースでご受講されると、かなりお得に受

講ができます 

 

 

【ベビーの通信講座には１年パックや体験視聴はありませんか】 

本年よりスタートいたします 

 

 

【あそぶがっこう®レッスンに通っています。通信講座と併用してもいいですか】 

もちろんです。ご自宅で通信講座を受講することで学びのインプットが早くなり教室でアウ

トプットがよりたくさん見られるお子さんが多数です 

 

 

【テレビで動画を見る方法を教えてください】 

申し訳ございません。ご自宅のテレビや通信環境、機器などにより様々な方法があり、

日々変化もします。わたくし共ではお答えできませんので、テレビをご購入された販売会

社や各メーカーにテレビで YouTube を視聴する方法をお問い合わせください。 

 

 

【教材を購入しないといけませんか】 

教材を購入しなければいけないことはありません。動画の中には１００均でご用意できる

ものやご家庭にあるもの、kite-meオリジナル教材など様々なものが登場します 

オリジナル教材をご要望の場合は kite-meオンラインショップからご購入下さい 

    

 



視聴注意事項と免責事項 

● ご視聴できるのは、ご購入いただいた方の同一世代のご家族です。ご購入手続きをしてい

ない別世帯の方はご視聴いただけません。ご購入のご家族でお楽しみください。もしも購入し

ておらずご視聴された方が発覚した場合は、ご視聴した方とご視聴を許可された方両者へ違

約金請求となりますのでご注意ください 

 ●お客様の接続環境や視聴機器の不具合による接続不良、音声の強弱などについての保

証は行っておりません。通信環境の良い場所でのご視聴をお願いいたします。 

  ●本セミナーの著作権は kite-me に帰属します。 著作権保護法により、動画の録音録画、内

容のコピー、保存、シェア、複製・内容の転載二次的使用など一切を禁止しています。 

●TV で YouTube が観られるお客様は動画内の「見る YouTube」ボタンをクリックすると連携

しているテレビで【あそぶがっこう通信講座】をお楽しみいただけます。ご参考までに

https://appbu.jp/youtubeontv 

●YouTube を介しての視聴ですのでプロジェクターにつなげる事で大画面でも通信講座をご

視聴いただけます。YouTube の使用方法に関するお問い合わせはお答えしかねます 

●Google アカウントを有している方は再生リストに動画を登録することで、いつでも簡単に通

信講座を視聴することが可能です。ただし再生リストは必ず非公開で作成下さい。公開で再

生リストを作成した場合、不特定多数の方が貴方の公開リストにアクセスが可能となり、購入

していない方も【あそぶがっこう®通信講座】の視聴ができてしまいます。 

その場合、あそぶがっこう通信講座は一旦閉じなくてはいけない事態となり、ご受講頂いてい

る全てのお客様がご視聴不可となります。 

違反が発覚した場合は、違約金請求と全てのご受講者への返金を請求させていただきます

のでご注意下さい。  

 

以上のことをお守りいただき楽しくご視聴いただきますようお願い申し上げます 

 


