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Music Together クラスの環境について 

● みんなが主役 
こどもはもちろん、パパ、ママ、おじいちゃん、おばぁちゃんも主役！ 
Music Together は後ろからお子さんの背中を押して参加させるのではなく、大人も無理なく自ら楽
しんでいただく場です。 
クラスの参加はお子さまと一緒にご家族どなたでもご参加いただけます。時に祖父母様はもちろん、
叔母様や叔父様、ベビーシッターの方がいらっしゃることもありますよ！ 
是非ご都合のよい時には、ご家族皆様でお越し下さい♪ 
 

● みんなちがってみんないい！ 
音楽創りや表現は“こうあるべき”というものはなく、みんな違ってみんないいのです！ 
こどもが感じるままに表現したものを受け入れ、認めてあげる事が大切。 
ファシリテーターと違うやり方でもOK! じっと座ってみつめているだけでもOK! 
たとえ輪からはずれていても、それぞれのこどものスタイルで学んでいます。 
とはいえ、『自由≠放置』。 見守り、受け入れてあげる事は簡単なことではありませんが、できるだ
けたくさん、お子さんの表現を発見して、それを褒めてあげてください。 
 

● まちがってもOK!  It's ok to make mistakes! 
大人だって完璧ではありません。私たちだってまだまだ成長します！成長の過程でMistake はとても
大切。Mistake を恐れず、常に高い意識で挑戦しつづけるこどもたちと一緒に音楽創りの場を楽しみ
ましょう！ Let’s Positive Thinking! 

音楽がすきになる！ 

自由な発想！ 自分の意見をしっかりもつ！ 

コミュニケーション能力がつく 

異文化交流 自信がつく！ 

なりたい自分をみつける！ 

ポジティブシンキング！ 



	 	 	 	 	  

大人のみなさまへ 
 

● 大人の参加の重要性 
こどもはママ、パパのマネっこが大好き！いつも近くにいる大人が楽しいと感じている時には、その様子をみ
ているこどもも嬉しくなり笑顔になる事が多いでしょう。 
特に幼児期のこどもはマネっこをして学んでいるという事、大人のワクワクはこどもに伝染するという事を忘
れないでください♪ 
 
● とにかく声をだしたり動いてみたり！ 
歌詞がわからなくても大丈夫、知らない歌でも LaLaLa とメロディを歌って参加するだけでも十分です。踊る
事も恥ずかしい、難しいと考えずに音楽に身を委ねて自然に動くままで OKです！ 
人間は、生物的に誰もが音楽を表現する生き物だと言われています。先入観はなくし、自由に自然に純粋に音
楽を楽しみましょう♪ 
 
●Hello から Goodbye までの 45分間 
クラスは Hello Song ではじまり、Goodbye Song の終わりまで、１つの流れを作り上げています。例えば、
音楽１曲を知るには、最初から最後まで聴かないとその曲を体験した事にはならないように、Music Together
クラスでも 5分の遅刻で音楽全体を体験できなくなってしまい、大きなものが欠けてしまいます。スタジオは
10 分前よりご入室いただけますので、余裕をもってお越しください♪万が一、都合により遅れてしまう日が
あった場合は、是非スタジオまでの道のりや車中で Hello Song を歌いながらお越しいただき、そしてクラス
にご参加くださいね♪ 
 
● 安全について 
特に０歳児頃の赤ちゃんは“共感覚”といって、赤ちゃんの時にだけ持つ一時的な能力があります。まだ視覚や
触覚が発達していないこの頃、舌を使ってモノを見分ける能力をもっているのです。 
思い出してみてください、生まれてから教えてもいないのに、無意識におっぱいをのむ赤ちゃんを！人間はお
腹の中にいる時から、自分の手足をなめて存在を確認したりしているらしいですよ。あかちゃんにとって、舐
める行動は学んでいるということになります。楽器を舐めるのはもちろん OKです！楽器等は定期的に消毒や
クリーニングをしております。 
また、歩く事を覚えはじめた子はスタジオ内を動きたくなるでしょう。身体を動かしてリズムを吸収すること
が大切なので、動き回る事を止めたりはしません。ただ、走り回ったり、お友達とぶつかってしまったりして
怪我をしないよう、ご注意ください。 
こちらも安全には特に配慮をしておりますが、誤飲や怪我のないよう、保護者様の方でご監督をお願いします。 



	 	 	 	 	  

入会案内 
 

① ターム内容について 
Music Together は季節毎(ターム毎)に教材が変わっていき
ます。 
春ターム、(夏ミニターム)、秋ターム、冬ターム・・・ 
ターム毎にアメリカから直輸入する Songbook！！ 
世界中の Music Together Family が共通して同じ教材を使
っていきますので海の向こうでも同じ曲を歌ったり踊ったり
しています♪ 
1 冊およそ 25～30 曲！オリジナル曲、ジャズ、ラテン、ク
ラシック、ブルース、マザーグースなどなど、世界中の音楽
がたくさんつまっています。 
Songbook コレクションは全部で９冊、（夏タームは各
Songbook から人気の曲を集めたコレクションを使用）３年
周期で繰り返されます。 
どのコレクション（ターム）から初めても OK！！また、途
中お休みするタームがあっても全く問題ありません。 
お子さんだけでなく、大人もついつい口ずさみたくなる曲が
たくさん！ 
３年間かけて９冊、約 250 曲近い毎学期新しい曲に出会える
事も魅力のひとつ！ 
是非お気に入りの曲を見つけてみてください♪ 

 
これからの Song Book について 

 春 夏 秋 冬 
2019 TAMBOURINE Summer 2 FLUTE STICKS 

2020 MARACAS Summer 3 BONGOS BELLS 

2021 TRIANGLE Summer 1 FIDDLE DRUM 

※あくまで目安です 

 

 

 
 
 
 



	 	 	 	 	  

②  クラスについて 
曜日 時間 会場 
月曜日 10:30-11:15 相武台 ソルルナヨガスタジオ 
月曜日 15:30-16:15 相武台 ソルルナヨガスタジオ 
水曜日 10:30-11:15 中央林間 スタジオ Dlinks 
金曜日 10:00-10:45 海老名カルチャーセンター 
土曜日 10:30-11:15 南林間 りみぃ 

※ 欠席された場合は同じターム内であれば他のクラスへのお振替が可能です。 
 
③  受講料について 
学期毎に受講料のお支払いをお願いしております。 
初回のみ、入会金￥3,000 を別途お支払いいただいております。 

お支払い方法 受講料 
ご一括 ￥21,000（土曜は¥18,000） 
月払い 

（３ヶ月分納） ￥7,000×３ヶ月（土曜は￥6,000×３ヶ月） 
 
※ 費用に含まれているもの 
■ Song Book (25-30 曲程度) 
■ CD1 枚 
■ 日本語解説 
■ アメリカ本部事務手数料 
■ 施設料 
■ 講師謝礼 
その他費用は一切かかりません。 

 
《ご兄弟でご参加の場合》 
２人目のお子さまは￥6,000、２人目以降で 8ヶ月以下のお子さまは無料です♪ 
 
《途中入会について》 
途中入会も可能です。入会費＋教材費＋講師謝礼レッスン残回数分となります。詳細はお問い合せください。 
 
《キャンセルポリシー》 
ご入会申込後のキャンセルはクラス開講前まで受付ます。入会金+教材費(￥6000 相当)を差し引いた額をご返
金いたします。クラス開講後は原則として途中退会でもご返金できませんので、ご了承ください。また、当ク
ラスは月謝制ではなく、ターム毎に受講料をいただいております。月払い（分割払い）の場合、途中退会でも
そのタームの残額分をお支払いいただきますので、予めご了承ください。ご懐妊、ご病気等による休会につき
ましては直接ディレクターにご相談ください。 
 
《お支払い方法》 
各タームの初回レッスン時に現金にてお支払いください。 
月払いの場合は、毎月第１週にお支払いをお願いします。 



	 	 	 	 	  

おうちで Music Together ヒント 
 

♬Song Book はクラスではあまり使用しませんので、基本的には毎回持参しなくても 
 大丈夫です。楽譜がよめても、よめなくても、絵本の読み聞かせのように、なぞり 
  ながら音符に慣れ親しみながらおうちでご使用ください♪ 
 
♬もし、ターム中におこさんの面白い発見や反応などがあったら Song Book にメモ 
 を残したり、写真をはったりするのもいいかもしれません♪ 
 
♬Song Book の利用は必須ではありませんが、CDはできるだけおうちや車内などで 
 たくさん聴くようにしてください。Music Together の CDは、機械的でなく、 
 実際にプロのシンガーやプレイヤーによって録音された、とても素晴らしい音源と 
 なっております。何度も何度も聴く事で、アウトプットするようになったり、実際 
 のクラスでの新たな発見が増えていきます。 
 
♬たくさんCDを聴いているうちに、おこさんから曲のリクエストをされる事もある 
 でしょう。是非、お気に入りの曲（おこさんの、ママの、パパの、）をみつけてくだ 
 さい♪ 
 
♬入会したての頃は、週１のクラスでは全くアウトプットをしないのに、おうちで 
 たくさん曲に合わせて踊ったり歌ったりするということはとてもよくあることで 
 す！Music Together はクラスで“これができるようになることが正しい”といった 
 ひとつの答えをだすことはまず致しません。 
 日常生活に音楽を取り入れ、なおかつ自然と音楽基礎能力学んでいく環境創りをし 
 ておりますので、クラスでアウトプットをしなくても慌てず、インプットをしてい 
 るお子さんの様子を楽しみながら、その子の個性を受け入れてあげてください。 
 おうちで面白い反応があったら是非ファシリテーターに教えてください♪  


