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「こどもちゃれんじ」30 周年を迎え
2018 年４月より新たなコース、オプション講座を提供開始
「年中・年長」向けに選べる 3 つの新コースが登場
サイエンス・英語などオプション講座も拡大しサービス強化
株式会社ベネッセホールディングスの子会社である株式会社ベネッセコーポレーション（本社：岡山市、
以下ベネッセ）の幼児の教育・生活支援ブランド「こどもちゃれんじ」は、2018 年４月に 30 周年を迎
えるにあたり、
「22 世紀まで生きる現在の子どもたちに、幼児期に身につけて欲しい力」を育むことを目
指し、通信講座に新たなコースとオプション講座を導入し、サービスを強化します。
近年、国際的に幼児教育への関心が高まっており、日本では保幼小接続の取り組みが全国的に試みられ
ています。また、共働きの家庭が増えるなど、幼児を取り巻く環境は大きく変化しています。このような
中「こどもちゃれんじ」は 0 歳～6 歳を対象に、幼児期に必要な「伝える力、数量・形の理解、科学する
心、人との関わり、習慣づくり、表現する力」といった「学びに向かう力」を育む講座を、発達段階や月
齢に応じたカリキュラムにより、提供しています。
このたび、2018 年 4 月より、年中向け講座“すてっぷ”と年長向け講座“じゃんぷ”で、これまで共通だ
った講座を 3 コースへと拡大します。具体的には、ワークと添削課題を中心に、豊かな思考力を養う「思
考力特化コース」
、これまで通りバランスよく学べる「総合コース（基礎＋応用）
」、ワークの問題が基礎
中心の「総合コース（基礎）」、３つのコースを提供します。
お子様に身に着けてほしい力や、お子様の教材の活用状況に合わせて教材を選ぶことができるように
することで、小学校入学の準備を進める、年中・年長の大切な時期に、お子様の好奇心を広げ、自ら考え、
行動する力を伸ばし、将来役に立つ力の土台をつくります
また、オプション講座“こどもちゃれんじプラス“では、「リズムダンス」「読み聞かせ」「表現」「知育」
の４つの講座に加え、年中・年長生向けに、科学実験を通じてお子さんの好奇心を広げる「サイエンスプ
ラス」を新たに導入し、5 つのオプション講座を提供します。身近にある不思議な現象から科学への興味
を引き出し、実験を通じて自分から学ぶことの楽しさを伝えます。
さらに、しまじろうの英語教材“こどもちゃれんじ English”では、これまでの 2 歳から小学校入学前ま
でのコースに加え、1・2 歳向けコース「ぷち English」が来年 3 月に新たに開講します。
「ぷち English」
は、エデュトイを使いながら英語特有の音やリズムに親しみ、毎日の遊びの中でたっぷりと英語にふれ
られることが特徴で、親子で楽しみながら英語を好きになることが重要な１・２歳の時期に、英語学習の
土台となる力を育むことができます。
年中・年長向けコース
「思考力特化コース」

画像：年長向け教材「考える遊びセット」

年中・年長向けオプション講座
「サイエンスプラス」

画像：年長向け教材「ガイド冊子」
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1・2 歳向け英語専用コース
「ぷち English」

画像：教材「3 月開講号」

「こどもちゃれんじ」は、1988 年４月の誕生以来、幼児の発達段階に合わせた生活習慣や知的好奇心と
いったテーマにおける学び体験を、通信講座を中心に提供してきました。2018 年４月に 30 周年を迎え、
「こどもちゃれんじ」は、ますます進化し、お子さまの成長を支える一生ものの意欲と自信を育むための
提案や考えるきっかけを、今後もお届けしてまいります。

■30 周年を迎え新しくなる「こどもちゃれんじ」の新コース・講座のご紹介
1. 通信講座で年中・年長向けに「思考力特化コース」
「総合コース（基礎＋応用）
」
「総合コース（基礎）
」
の３つのコースが新登場
年中向け ”すてっぷ” と年長向け ”じゃんぷ” にワークと添削課題を中心に豊かな思考力を養う「思考
力特化コース」
、これまで通りバランスよく学べる「総合コース（基礎＋応用）」、ワークの問題が基礎
中心の「総合コース（基礎）
」
、が新登場。学びの土台を醸成し、小学校に向け身につけたい力やお子さ
まの活用状況に合わせたコースを選べるので、飽きずに学びを進めることができます。
●「思考力特化コース」概要
【特徴】ワークや添削課題など紙の教材を中心に、知育に集中して学ぶことができます。
【教材】
『年中向け ”すてっぷ”』
○キッズワーク（毎月）
○思考力ぐんぐん（毎月）
○エデュトイ（年１回）○添削課題（年３回）
○考える遊びセット（年 12 回）○特別教材（年５回）
○親向け情報誌（毎月）
『年長向け ”じゃんぷ”』
○キッズワーク（毎月）
○思考力ぐんぐん（毎月）
○エデュトイ（年１回）○添削課題（年３回）
○考える遊びセット（年８回）○特別教材（年９回）
○こくごさんすうじゅんびワーク（1 月～3 月のみ）
●「総合コース（基礎＋応用）
」概要
【特徴】 DVD、絵本、エデュトイなどさまざまな教材で幅広いテーマで学ぶことができます。
【教材】
『年中向け ”すてっぷ”』
○えほん（毎月）○DVD（2 ヶ月に 1 回※２カ月分を１枚）
○エデュトイ（年７回）○キッズワーク（毎月）
○考える遊びセット（年６回）
○特別教材（年 12 回）
○親向け情報誌（毎月）
『年長向け ”じゃんぷ”』
○えほん（毎月）
○DVD（2 ヶ月に 1 回※２カ月分を１枚※12 月号まで）
○エデュトイ（年 8 回）○キッズワーク（毎月※12 月で終了）
○パワーアップワーク（毎月）
○考える遊びセット（年 4 回）○特別教材（年 12 回）
○こくごさんすうじゅんびワーク（1 月～3 月のみ）
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●「総合コース（基礎）
」概要
【特徴】ワークの問題が基礎中心に、はじめて取り組む学習テーマには解説をつけるなど、理解をサポー
トします。
【教材】
『年中向け ”すてっぷ”』
○えほん（毎月）○DVD（2 ヶ月に 1 回※２カ月分を１枚）
○エデュトイ（年７回）○キッズワーク（毎月）
○考える遊びセット（年６回）
○特別教材（年 12 回）
○親向け情報誌（毎月）
『年長向け ”じゃんぷ”』
○えほん（毎月）○DVD（2 ヶ月に 1 回※２カ月分を１枚※12 月号まで）
○エデュトイ（年 8 回）○キッズワーク（毎月※12 月で終了）
○パワーアップワーク（毎月）
○考える遊びセット（年 4 回）○特別教材（年 12 回）
○こくごさんすうじゅんびワーク（1 月～3 月のみ）
【受講費】23,328 円 (12 ヶ月一括払い) 月あたり 1,944 円
2,336 円（毎月払い）
※消費税込
※3 つのコースすべて受講費は同じ。

２. オプション講座「サイエンスプラス」新開講
お子さまの個性に合わせて選べるオプション講座 “こどもちゃれんじプラス“ に、「サイエンスプラ
ス」が加わります。対象は年中向け ”すてっぷ” と年長向け ”じゃんぷ”受講生です。
さらに、“ぷち” “ぽけっと”に「知育プラス」、“ほっぷ”に「読み聞かせプラス」が加わり、ますますお
子さまの可能性が大きく広がります。
●「サイエンスプラス」概要
【特徴】 映像や実験キットをつかって、科学への興味を引き出し、試行錯誤しながら実験してみること
で、科学的なものの見方、考え方を伸ばします。
【教材】
『年中向け ”すてっぷ”』２か月に 1 回お届け
○実験キット（1 セット）
○ガイド冊（1 冊）
○Web 映像配信

Web 映像
興味を引き出し、実
験の手順もわかりや
すく解説します。

【受講費】●「こどもちゃれんじ」会員の方
6,420 円（一括払い) １回あたり 1,070 円
●通常価格
9,864 円（一括払い）１回あたり 1,644 円
※消費税込
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実験キット
試行錯誤の実験で驚
きと楽しさを実感で
きます。

ガイド冊子
実験結果や自分なり
の気づきを確認し、
学びを深められま
す。

３．人気の「こどもちゃれんじ English」に１・２歳コースが 2018 年 3 月に新開講
お子さまの年齢に合わせて英語を学ぶことができる、幼児専用の英語プログラム「こどもちゃれんじ
English」に１・２歳コースが誕生します。１歳の時期から小学校に入るまで年齢に合わせた内容で
英語を学び続けることで、
「聞く」
「読む」
「話す」
「書く」力を伸ばします。耳が柔らかい幼児期だか
らこそ、英語ならではの音をたくさん聞くことで、聞き取る力やきれいな発音を身につけられます。
●「こどもちゃれんじぷち English」概要
【特徴】 2 ヶ月ごとに届く教材（英語玩具・DVD・BOOK）を使って、これからの英語学習の土台とな
る「英語を聞き取る力」と「英語を楽しいと思う気持ち」を育みます。
【教材】 ・英語玩具
・Picture Book
・DVD（約 10 分＋15 分の 2 本立て）
・おうちの方向け冊子

【受講費】●「こどもちゃれんじ」会員の方
34,560 円 (12 回分・一括払い) 月あたり 2,880 円
17,280 円 ( 6 回分・一括払い) 月あたり 2,880 円
3,204 円（毎月払い）
●通常価格
42,852 円 (12 回分・一括払い) 月あたり 3,571 円
21,426 円 ( 6 回分・一括払い) 月あたり 3,571 円
3,960 円（毎月払い）
※消費税込
※コース（年齢）により価格は異なります。
【URL】 http://www.shimajiro.co.jp/english/course/petit/
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「こどもちゃれんじ」年齢別講座一覧

こどもちゃれんじ

こどもちゃれんじ
プラス

こどもちゃれんじ
English

発達・興味に
合わせた講座

英語専用コースで
身につく力

（オプション）

コース名
対象年齢
こどもちゃれんじ

baby
0・1 歳

こどもちゃれんじ

ぷち
1・2 歳

こどもちゃれんじ

ぽけっと
2・3 歳

こどもちゃれんじ

ほっぷ
3・4 歳

身につく力

教材

五感を使った遊びで
0 歳期から育まれる
知性や感性を刺激し
ます。

エデュトイ
五感を働かせ、自分の
手を動かして試行錯誤
する体験を生み出す教
材。映像教材や絵本の
世界観を広げる役割も
あります。

まねっこややりとり
遊びを通じて言葉や
生活習慣が楽しく身
につきます。
自分なりに試行錯誤
しながら考える体験
を通じて「自分でで
きた」という自信を
育みます。
ひらがなや数につい
て遊びの中で理解を
深め、学びの一歩を
楽しく踏み出せま
す。

こどもちゃれんじ

すてっぷ
4・5 歳

・思考力特化コース
・総合コース(基礎＋応用）
・総合コース(基礎)

自分で考える楽しさ
を通じて学びへ向か
う力を伸ばします。

こどもちゃれんじ

じゃんぷ
5・6 歳

「学びに向かう力」
を育み、自信をもっ
て小学校入学を迎え
・思考力特化コース
・総合コース(基礎＋応用） られます。
・総合コース(基礎)

えほん・ワーク
お子さま自身が読んだ
り書いたりできる教
材。お子さまの日常や
身のまわりのテーマが
題材だからこそ、興味
をもって取り組めま
す。
DVD
自然の観察や、英語発
音など、映像ならでは
の音や動きをじっくり
見て、聞いて、
「知って
いること」を広げま
す。
親向け情報誌
オムツはずれの体験談
や、イヤイヤ期の接し
方、入園・入学準備な
ど、その時期ごとに気
になる育児情報を Web
と共にお届け。

リ
ズ
ム
ダ
ン
ス

●

●

（オプション）

読 表 知 サ
み 現 育 イ
聞
エ
か
ン
せ
ス

●

● ●

● ●

●

親子で一緒に楽しめる
遊びを通じて音やリズ
ムにたっぷりふれ英語
特有の音・リズムの感
覚を育みます。

●

身近な生活の中でよく
使う語彙やフレーズに
繰り返しふれ、英語ら
しい発音でまねして言
う力をはぐくみます。

●

日常生活で使う単語や
フレーズをストーリー
の中で聞くことで「意
味を理解し口に出して
言う力」を育みます。

●

●

英語のゲームやクイズ
に挑戦することで「覚
えた英語を使う力」
「英語の文字への興
味」を伸ばします。

●

習った単語やフレーズ
を使って「英語で自分
のことを表現する力」
をはぐくみます。また
アルファベットの読み
書きも学びます。

●

●「こどもちゃれんじ」には、オプション講座として、発達・興味に合わせた「こどもちゃれんじプラ
ス」と英語専用コース「こどもちゃれんじ English」を提供しています。
●4・5 歳向けコース「こどもちゃれんじ すてっぷ」と 5・6 歳向けコース「こどもちゃれんじ じゃんぷ」
には、さらに 3 つのコース「思考力特化コース」
・
「総合コース(基礎＋応用）」
・「総合コース(基礎)」をご
用意しています。
●教材は、コースにより異なります。
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