
教育付学童保育
１０歳までに人生の基礎を築く

様々な
教育プログラム

安⼼&楽しく通える
学童保育

成果を出す
学習教育



⻑年の教師経験から、今後、⼦供たちに必要な資質は「積極性」だと思います。
アウトプットを重視し、どんなことに対してもチャレンジする積極的な学習態度を育てることで、学
⼒も向上し、学び続けるようになるのではないかと思い、2021年4⽉、教育付⺠間学童保育「まなび
のアフター・スクール」を開校いたしました。
また、幼児教育を通して、⾼いレベルまで学習してきたお⼦様の学⼒を、⼩学校⼊学後も維持して
いくことで、スムーズに学習レベルを向上していけるのではないかと思っています。
「まなびのアフター・スクール」では、「基礎的学習態度を育成する」ことを⼤切にしています。
様々な学習分野に興味・関⼼を持つことで（どうなってるのかな？）、⾃ら調べ、仮説を⽴て（こう
なるのかな？ああなるのかな？）、実践する態度（やってみよう！）を⼤切にしています。
このような学びの基礎になるものが、漢字の読み書きであり、計算する⼒であり、⽂章を読む⼒であ
り、発表をする⼒なのだと思います。
また、学習の動機づけとして、記憶⼒メソッドや計算ブロックなどを⽤いて脳を活性化しています。
コーディネーション（体操）は、柔軟性のある⾝体をつくることで、ケガをしにくい体づくりを⾏
うだけでなく、様々な⾝体の使い⽅を⾝につけることで、⼿⾜の動きとイメージを統合する⼒を⾝に
つけることができます。
そして、⼼拍数が上がると、モチベーションも上がり（やる気が上がる）、勉強に対しても意欲的に
取り組むことができます。
「楽しく学ぶ態度」を⼤切にしながら、これからも創意⼯夫を重ねていきたいと思います。

まなびのアフター・スクールの想い

学びに対して
“積極的”な子どもを育てる
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「子供たちが自発的に気付き、学ぶ空間を作りたい」

「第二の家となるような安心できる場所をつくりたい」

「働くお父様、お母様の支援者でありたい」

代表 ⻑⾕ 徳昭まなびのアフター・スクール

〜様々な学習や体験を通して、「学ぶ姿勢」と「成果」を⾝につける〜



まなびのアフター・スクールでは、学童で「宿題サ
ポート」「算数検定・漢字検定」「コーディネー
ション（体操）」「英会話・英語検定」「ＩＴ・
プログラミング教室」、など学習します。
⼦どもたちの移動による負担が少ないだけでなく、
当学童に通えば他の習い事いらずです。講師も⼀
⼈⼀⼈の個性を把握した教育が実現可能です。

ワンストップ型の教育だから安⼼

⼩学校までのお迎え機能完備
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マナビノアフタースクールの特徴

最⼤１９時までのお預かりサービス

指定した⼩学校へは、まなびのアフター・スクールのス
タッフが毎⽇お⼦さまをお迎えに上がります。スタッフ
が寄り添って、安全に配慮しながら学童までお連れいた
します。⼦どもの安全を確保いたし、不意の事故や犯罪
に巻き込まれる⼼配がありません。
対象⼩学校：別府⼩、城南⼩、⿃飼⼩など
上記の⼩学校以外のお⼦様についてはご相談ください。

まなびのアフター・スクールでは、最⼤１９時
までのお預かりサービスを実施しております。
そのため、急なお仕事や⽤事が⼊った場合でも
安⼼してご利⽤下さい。
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まなびのアフター・スクールの特徴

検定試験（算数検・漢検・英検）なども受験。
これから必要なスキルも⾝につける。

地元の⾃然体験⽂化体験など
地域密着型イベントを実施

スモール・ステップでの学習法を⾏います

⼤学⼊試改⾰に伴い、より計算⼒、読解⼒、英
語⼒などが低年齢から求められてきます。
そのような教育改⾰にも対応し、これから⼦ど
もたちに必要なスキルや成功体験を、検定試験
などを通して培っていきます。

まなびのアフター・スクールでは、地域との交流
を⼤切にいたします。（夏休みなどのイベント）
地元に親しみを持てる、また⼦どもたちのアイデ
ンティティーの確⽴につながるような環境をご⽤
意いたします。

まなびのアフター・スクールでは、すべての学
びの中にスモール・ステップを設定し、達成す
る喜びを⼤切にしています。
⼀定基準まで達したら、⼿作りメダルや賞状を
準備してたたえています。
⼦どもたちは、いつも達成感を得ることができ
るため、⾃発的に頑張りはじめます。
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まなびのアフター・スクールのコンテンツ

４

通常授業の内容（基本授業の中で行います）

① 基礎学⼒の最もベースとなる語彙⼒として
の漢字⼒を⾝に付ける。

② 計算⼒と数学的思考⼒を総合的に⾝につけ
る算数検定。

③ 最低年２回、検定を受験します。

⾝につけた学⼒を「⾒える化」する 検定対策（算数・漢字）毎日実施

からだのチカラを⾝につけるコーディネーション（体操）月・水・金実施

① 柔軟性を⾼めることで、体幹を鍛え、怪我をし
ない体づくりを⽬指します。

② 様々な⾝体の使い⽅を⾝につけ、認知能⼒（創
造⼒）を⾼めます。

③ 取り組む姿勢を学ぶことで、探究⼼が⾝に付き
ます。

ことばのチカラを⾝につける 英会話 火・木実施

① 体を動かしながら、楽しく英会話を学びます。
② ネイティブの先⽣による英会話を⾏います。
③ 英語検定対策にも結びつけます。

① 論理的思考⼒や問題解決能⼒を⾝につける。
② ⼀⼈ひとりの進度と理解度に合わせた個別指
導。（オンライン）

③ プログラミング必修化に伴うカリキュラムへ
の対応。

創造するチカラを⾝につける ＩＴ・プログラミング 金曜実施

オプション授業（初年度は、何回受講しても3,300円）
＊プログラミングは別途4,400円いただいております。
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⻑期休暇中（夏休み・冬休み・春休み）について

ウインタースクール(冬休み)

サマースクール（夏休み）

●様々な体験授業 ●仕事や社会を学ぶワーク
●科学館などへの校外学習 ●スポーツ⼤会

●夏休み宿題完成講座 ●仕事や社会を学ぶワーク etc..

まなびのアフタースクールでは、夏休み・冬休みの長期休暇においても、こどもた
ちに有意義に過ごしてもらい、少しでも精神的にも学習面でも成長してもらいたいと

考えています。そのために様々なイベントや学習機会をご用意しています。

サマースクールのイベント(予定)

夏休みのサマースクールは校内での学習などはもちろ

んのこと、校外での学習やさまざまな体験も行います。

まずは、7月中に学校から出されている宿題を全て終

わらせることができるように取り組みます。その後8

月理科・科学を実物に触れて体験、体験できるイベン

トもご用意しています。※下記は本入会生の内容です。

冬休みのウインタースクールでは、休暇を活かし

冬休みの宿題はもちろんのこと、様々な勉強や英語を

はじめとした検定試験の対策に取り組んでもらう予定

をしています。

またウｲンタースクールでは「地元の特長」を活かした
イベントも企画中なので楽しみにされて下さい。

※詳細は決定次第お伝えいたします。
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まなびのアフタースクールのスケジュール

1日の流れ

14:00

18:00

17:00

16:00

19:00

15:00

• ⼩学校までスタッフがお迎えに
⾏きます。

• 夏休みなどの⻑期休暇中の送迎は
保護者の⽅にお願いいたします

学校終業

• 到着・退出時刻は、Wagacoでメールを受
信できます。

• おやつはお⼦様の健康に考慮した内容とな
るようにしています。

• 学校の宿題を⾏ったり、終わった⼈から個
別学習に取り組んでもらいます。

学童到着・宿題・おやつ

算数検定、漢字検定に
向けて学習します。年に２回、
検定試験を受験します。

各種学習プログラム

コーディネーション、英会話、プログラミング、
その他イベント授業を⾏います。

⽇替わりイベントプログラム

お預かり時間は、学校終了時~18:30
(19時まで時間外でお預かりいたします)
※夏休みなどの⻑期休暇中は
8:00~18:30です。
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まなびのアフター・スクールのスケジュール

長期休暇中の1日の流れ

8:00
〜8:30

18:30

15:30

19:00

14:00

長期休暇中の送迎は保護者の方に
お願いいたします。

教室登校

各種学習プログラム

コーディネーション、キャリ教育、IT教
育、日本語教育、イベント授業をなど日
替わりで様々な学習コンテンツ行います。

日替わりイベントプログラム

お預かり時間は~18:30までです。
(19時まで時間外でお預かりいたしま
す)
※時間外料金はいただいておりません。

17:30

11:00

12:00

13:30
お昼寝

昼 食

16:00
休憩・おやつ

外遊び

宿題
9:00

ボードゲームや読書をしな
がら時間を過ごします。

算数検定、漢字検定に向け
て学習します。年に２回、検
定試験を受験します。
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学童保育 料⾦

【保育時間について】
18時ー18時30分の間は、⾃由時間の設定とさせていただき
ます。保護者様のご都合で、どうしてもお迎えが遅くなる
際には、最⼤19時00分までの預かりがご利⽤可能です。

各種サービスについて

【⾷事提供について】
おやつは当学童で⽤意いたします。季節に合わせた⾷材を⽤いて
お⼦様と⼀緒に作って⾷べることもあります。

【兄弟・姉妹割引について】
ご兄弟・姉妹で⼊会されます
と、下のお⼦様の⼊会費は無
料です。⽉謝は２割引といた
します。

月謝（基本料金）

入会金、諸経費

【お迎えサービスについて】
⼩学校から学童保育までお迎
えのサポートをいたします。
⽚道 1,100円/⽉
往復 2,200円/⽉

⼊会 料⾦ 諸経費（年２回）
通常 22,000円 5,500円

初年度⼊会の⽅ 無料 5,500円

回数 基本料⾦ 初年度⼊会料⾦（⽉〜⾦）
週1 12,100円 12,100円
週2 22,000円 20,900円
週3 30,800円 29,700円
週4 39,600円 38,500円
週5 46,200円 45,100円

※料⾦は全て税込表記

※料⾦は全て税込表記
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学童保育 時間割

オプション講座

曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

講座①
16時〜17時

漢検
算数検定
＊基本料⾦

漢検
算数検定
＊基本料⾦

漢検
算数検定
＊基本料⾦

漢検
算数検定
＊基本料⾦

コーディネー
ション

＊オプション料⾦

＊希望者数によって、開講⽇は調整いたします。

【受講料】 *学童を併⽤される場合
各講座とも週１回/⽉で3,000円（税込3,300円）
＊初年度特典としてどの講座を何回受講しても、3,000円（税込3,300
円）で実施いたします。

※プログラミングのみ別途4,000円（税込4,400円）頂いております。

1日お預かり料金 半日お預かり料金

6,050円
初年度割引4,950円

3,850円
初年度割引3025円

長期休業中料金（税込）

お預かり回数によって、料⾦の割引がございます。

【オプション講座のみ受講される場合の授業料】
週１回/⽉ 5,000円（税込5,500円） 週２回/⽉ 8,000円（(税
込)8,800円）
＊プログラミングはオンラインで個別授業（３⼈まで）をご希望の⽅
は週1回で22,000円/⽉となります。 ＊初年度割引あり
＊オンライン以外のプログラミング講座は、週１回/⽉ 8,000円（(税
込8,800円）（５⼈のお⼦様に対して１⼈の講師が指導します。）で実
施いたします。

講座②
17時〜18時

コーディネー
ション

＊オプション料⾦
英会話

＊オプション料⾦

コーディネー
ション

＊オプション料⾦
英会話

＊オプション料⾦
プログラミング
＊オプション料⾦
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