
ヨコミネ式駅前保育園 ～保育クラス 

 

保育対象児童・入会月 

1歳半になった翌月から毎月入会していただけます。自分の力で歩行できることを条件とします。 

 

保育カリキュラム例（8：00～18：00） 定員 60名/日 

 

※ 特プロは 月曜：英語 DVD 火曜：図画 水曜：ダンス・レスリング 木曜：工作 金曜：課外 

※ 8時～9時で登園ください。16時～18時までは 1階でのお預かりになります。 

 

授業料 （年齢は満年齢を表しています。） 

● 入会金  32,400円 （税込） 

● 教材費  2,700円/毎月（税込） 

● 昼食費  335円/1食（税込） 

● 園児服  4,320円 （税込） 

● 体操服  3,240円 （税込） 

● 体操帽子 970円 （税込） 

● そろばん 918円（税込） 

● ワッペン 270円（税込） 

● 32鍵盤ピアニカ 6,480円（税込） 

※ 授業料は右記の表をご確認ください。延長保育 108円/15分、324円/15分（19時以降）  

※ 1・2歳クラスは教材費をいただいておりません。 

※ 教材費はシステム代、コピー代、テキスト代等毎日使うものを平均して定額とさせていただきます。 

※ その他、各種検定料等を別途請求させていただきます。 

 

到達目標 

 ヨコミネ式の目的は「自立」すること。大きな声で自分の意見を言えるような子どもに成長してほしいです。 

読み：月間プログラム（サントレ）を用い音読を重視します。正しい日本語を学びます。 

書き：ヨコミネ式学習帳で文字を学んだあとは書写、作文、日記を繰り返します。 

計算：計算の基礎をヨコミネ式教材で学んだあと、そろばん・暗算に取り組みます。 

体操：柔軟を繰り返し、逆立ち歩き・跳び箱 8段が目標です。 

音楽：耳を鍛え、ピアニカでのレパートリーをなるべく増やします。 

保育1 保育2 保育3 保育1 保育2 保育3 保育1 保育2 保育3 保育1 保育2 保育3 保育1 保育2 保育3 保育1 保育2

8:30

9:00 知育 ひらがな サントレ 知育 ひらがな サントレ 知育 ひらがな サントレ 知育 ひらがな サントレ 知育 ひらがな サントレ 9:05 サントレ サントレ

9:20 9:30 そろばん 体操
9:30 9:50 体操 そろばん

10:15 音楽 書き計算
10:50 そろばん すうじ トイレ等 10:40 書き計算 音楽

11:30
11:05 音楽 体操 体操 音楽 体操 体操 音楽 体操 体操 音楽 体操 体操 音楽 体操 体操 13:00
11:35 体操 音楽 リトミック 体操 音楽 リトミック 体操 音楽 リトミック 体操 音楽 リトミック 体操 音楽 リトミック

12:00
13:00
13:50
14:10 そろばん 数字 そろばん 数字 そろばん 数字 そろばん 数字 英語 英語

14:35 サントレ サントレ サントレ サントレ サントレ サントレ サントレ サントレ サントレ サントレ

14:55 書き計算書き計算 書き計算書き計算 書き計算書き計算 書き計算書き計算 書き計算書き計算

15:30 15:30
15:45 15:40

知育
ぬりえ

かけっこ かけっこ かけっこ かけっこ

知育
ぬりえ

知育
ぬりえ

知育
ぬりえ

知育
ぬりえ

特プロ① 特プロ①

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

トイレ・準備 トイレ・準備 トイレ・準備 トイレ・準備 トイレ・準備

かけっこ

トイレ・準備 トイレ・準備 トイレ・準備

トイレ・準備 トイレ・準備 トイレ・準備 トイレ・準備 トイレ・準備

昼食

特プロ①

昼食 昼食 昼食 昼食

特プロ① 特プロ①
社会見学・外遊び

おやつ

土曜日

昼食

おやつ おやつ おやつ おやつ おやつ

外遊び
（体育館遊び）

科学実験・お話し会
料理教室・食ラボ

外遊び
（体育館遊び）

知育/ぬりえ
きくきく・つみき

コーディネーション
屋上遊び

トイレ・準備 トイレ・準備

サークルタイムサークルタイム サークルタイム サークルタイム サークルタイム サークルタイム

週１日 週２日 週３日 週４日 週５日 週６日

1・2歳 24840 36720 47520 56160 62640 66960

3・4歳 19440 29160 37800 44280 49680 54000

5・6歳 18360 28080 36720 43200 47520 51840



ヨコミネ式駅前教室 ～ 午後保育クラス 

 

入会月 

3歳になった翌月以降の月初めからの入会になります。 

自立を目的としていますので、それまでにトイレトレーニングが済んでいるとすぐに馴染めます。 

 

保育カリキュラム例（12：00～18：00） 定員 60名/日 

 

※ 12時～14半までの間に登園ください。16時半～18時は 1階でのお預かりになります。 

 

授業料 （年齢は満年齢を表しています。） 

● 入会金 32,400円 （税込） 

● 教材費 1,080円/毎月 週 2回まで 

2,160円/毎月 週 3回以上 

● 昼食費 335円/1食につき（税込） 

● 体操服 3,240円 （税込） 

● ワッペン 270円（税込） 

● そろばん 918円（税込） 

● 32鍵盤ピアニカ 6,480円（税込） 

※ 授業料は右記の表をご確認ください。延長保育 108円/15分（18時以降）、324円/15分（19時以降）3

時間パック（午前追加）1080円、6時間パック（午後追加）2160円 1日追加 3240円 

※ 教材費はシステム代、コピー代、テキスト代等毎日使うものを平均して定額とさせていただきます。 

※ その他各種検定料等を別途請求させていただきます。 

※ 振替も可能です。週 2日の人までは月 1回まで、週 3日以上の方は月 2回まで可能です。 

 

到達目標 

 ヨコミネ式の目的は「自立」すること。大きな声で自分の意見を言えるような子どもに成長してほしいです。 

読み：月間プログラム（サントレ）を用い音読を重視します。正しい日本語を学びます。 

書き：ヨコミネ式学習帳で文字を学んだあとは書写、作文、日記を繰り返します。 

計算：計算の基礎をヨコミネ式教材で学んだあと、そろばん・暗算に取り組みます。 

体操：柔軟を繰り返し、逆立ち歩き・跳び箱 8段が目標です。 

音楽：耳を鍛え、ピアニカでのレパートリーをなるべく増やします。 

 

A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2

12:00 9:00 朝の会 朝の会

13:00 9:05 サントレ サントレ
14:30 9:30 体操 そろばん
14:35 9:50 そろばん 体操
15:05 体操 音楽 ひらがな 体操 音楽 ひらがな 体操 音楽 ひらがな 体操 音楽 ひらがな 体操 音楽 ひらがな 10:15 音楽 書き計算
15:25 音楽 体操 数字 音楽 体操 数字 音楽 体操 数字 音楽 体操 数字 音楽 体操 数字 10:40 書き計算 音楽
15:50 そろばん そろばん 音楽 そろばん そろばん 音楽 そろばん そろばん 音楽 そろばん そろばん 音楽 そろばん そろばん 音楽 11:00 やり直し やり直し
16:05 書き計算書き計算 体操 書き計算書き計算 体操 書き計算書き計算 体操 書き計算書き計算 体操 書き計算書き計算 体操 12:00
16:30 やり直し やり直し やり直し やり直し やり直し やり直し やり直し やり直し やり直し やり直し やり直し やり直し やり直し やり直し やり直し 13:00

サントレ

土曜日

昼食 昼食 昼食 昼食

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

昼食

昼食
社会科見学・遊び

英語DVD 図画 ダンス・レスリング 工作 課外

朝の会

サントレ

朝の会

サントレ

朝の会

サントレ

朝の会

サントレ

朝の会

週１日 週２日 週３日 週４日 週５日 週６日

3・4歳 15120 24840 31320 36720 39960 43200

5・6歳 14040 22680 29160 34560 37800 41040



A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2

14:30 9:00 朝の会 朝の会

14:35 9:05 サントレ サントレ
15:05 体操 音楽 ひらがな 体操 音楽 ひらがな 体操 音楽 ひらがな 体操 音楽 ひらがな 体操 音楽 ひらがな 9:30 体操 そろばん
15:25 音楽 体操 数字 音楽 体操 数字 音楽 体操 数字 音楽 体操 数字 音楽 体操 数字 9:50 そろばん 体操
15:50 そろばん そろばん 音楽 そろばん そろばん 音楽 そろばん そろばん 音楽 そろばん そろばん 音楽 そろばん そろばん 音楽 10:15 音楽 書き計算
16:05 書き計算書き計算 体操 書き計算書き計算 体操 書き計算書き計算 体操 書き計算書き計算 体操 書き計算書き計算 体操 10:40 書き計算 音楽
16:30 やり直し やり直し やり直し やり直し やり直し やり直し やり直し やり直し やり直し やり直し やり直し やり直し やり直し やり直し やり直し 11:00 やり直し やり直し

朝の会 朝の会 朝の会 朝の会 朝の会

サントレ サントレ サントレ サントレ サントレ

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

ヨコミネ式駅前教室 ～レギュラークラス 

 

入会月 

3歳になった翌月以降の月初めからの入会になります。 

自立を目的としていますので、それまでにトイレトレーニングが済んでいるとすぐに馴染めます。 

 

保育カリキュラム例 

 

 

 

 

 

 

※ 14時～14時半の間にご登園ください。 帰りは 16半から 17時までのお迎えになります。 

 

クラス時間 

Ａクラス  14：30～16：30        土曜クラス  9：00～11：00 

 

授業料 （年齢は満年齢を表しています。） 

● 入会金 32,400円 （税込） 

● 教材費 1,080円/毎月 週 2回まで 

2,160円/毎月 週 3回以上 

● 体操服 3,240円 （税込） 

● ワッペン 270円（税込） 

● そろばん 918円（税込） 

● 32鍵盤ピアニカ 6,480円（税込） 

※ 授業料は右記の表をご確認ください。レギュラークラスでお預かり等追加する場合、外部料金が必要と

なります。 

※ 教材費はシステム代、コピー代、テキスト代等毎日使うものを平均して定額とさせていただきます。 

※ その他各種検定料等を別途請求させていただきます。 

※ 振替も可能です。週 2日の人までは月 1回まで、週 3日以上の方は月 2回まで可能です。 

 

到達目標 

 ヨコミネ式の目的は「自立」すること。大きな声で自分の意見を言えるような子どもに成長してほしいです。 

読み：月間プログラム（サントレ）を用い音読を重視します。正しい日本語を学びます。 

書き：ヨコミネ式学習帳で文字を学んだあとは書写、作文、日記を繰り返します。 

計算：計算の基礎をヨコミネ式教材で学んだあと、そろばん・暗算に取り組みます。 

体操：柔軟を繰り返し、逆立ち歩き・跳び箱 8段が目標です。 

音楽：耳を鍛え、ピアニカでのレパートリーをなるべく増やします。 

 

週１日 週２日 週３日 週４日 週５日 週６日

3・4歳 12960 18360 22680 25920 28080 30240

5・6歳 10800 16200 20520 23760 25920 28080



ヨコミネ式駅前教室 ～ヨコミネ準備クラス 

 

入会月 

1歳半になった翌月の 1日から入会していただけます。 

 

保育カリキュラム（月曜日から金曜日の 9時～12時） 

9：00 ～ サントレ（言葉のお勉強） 

9：30 ～ トイレ・準備等 

9：40 ～ 知育遊び・外遊び・体育館遊び他各種プログラム有 

11：00 ～ 体操 

10：30 ～ 準備 

11：40 ～ リトミック 

12：00 ～ 降園 

 

授業料 

● 入会金 32,400円（税込） 

● 授業料は右の料金表をご確認ください。 

● そろばん 918円（税込） 

● 32鍵盤ピアニカ 6,480円（税込） 

● その他、習熟度を見てヨコミネ教室で使用するものを買っていただきます。 

※ 振替も可能です。週 2日の人までは月 1回まで、週 3日以上の方は月 2回まで可能です。 

 

2歳児クラスの目標 

 2 歳になると、まず運動能力がぐっと発達します。歩くことが楽しくなります。言葉も飛躍的に発達します。

話せる単語が増えてくる時期です。また、手先もだんだん器用になってきます。洋服の着脱ができるようになっ

たり、クレヨンの筆圧も強くなってくる時期です。この時期の目標は、運動能力、語彙力、手先の感覚力を発達

に応じて強化していくことだと思っています。 

 具体的な習熟目標は 

① 読み：絵本の読み聞かせによって、モノの名前等に興味を持たせ、語彙力をつけていくこと 

② 書き：粘土遊び等で指先の感覚を鍛えること 

③ 計算：リズムによって数字を徐々に覚えていくこと 

④ 体操：歩くこと、身体を動かすことの楽しさを覚えます。 

⑤ 音楽：体を動かす遊びの中で、耳からリズム感を養っていきます。 

オムツトレーニングを特別行うことはありませんが、2 歳の早いうちにトイレを覚えることが自立へ

の一歩だと思っています。 

 

  



キッズ・ネクスト ～ 小学生クラス 

 

対象生徒 

小学校入学前の 3月から 12歳ぐらいまでの生徒を対象としています。  

 

カリキュラム（長期休暇中のプログラムは別途提示します。） 

～ 16：00 登校後各自の宿題をしたあと、自立自習プログラムをすすめる。 

16：00 ～ 自立学習（漢字・そろばん・算数国語テキストなど、目標をもって進めていきます。） 

17：10 ～ アクティビティプログラム 

18：00 ～ 体育館開放自由時間 19：00まで 

   

時間 

  月～金 / 学校帰り～19：00     長期休暇 / 9：00～18：00  

 

授業料 

● 入会金 32,400円 （税込） 

● 教材費 2,160円/毎月 （税込） 

● 32鍵盤ピアニカ 6,480円（税込） 

● そろばん 918円（税込） 

● 授業料 19,440円/週 3日、24,840/週 4日、29,160円/週 5日 年間通して同額（全て税込） 

※ 教材費はシステム代、コピー代、テキスト代等毎日使うものを平均して定額とさせていただきます。 

 

アクティビティプログラム例 

  

  

月 火 水 木 金 土
1日 2日 3日 4日 5日 6日

音楽/体操 科学実験
ストーリー
テリング

英語/体操 音楽/体操 お休み

8日 9日 10日 11日 12日 13日

音楽/体操 食ラボ 漢字検定 お休み 音楽/体操 お休み

15日 16日 17日 18日 19日 20日

音楽/体操 料理教室 書道・俳句 英語/体操 科学実験 お休み

22日 23日 24日 25日 26日 27日

音楽/体操
ストーリー
テリング

音楽/体操 英語/体操 算盤検定 お休み

29日

音楽/体操

※　アクティビティプログラムとは子供たちの好奇心、自主性、協調性を考えたプログラムです。



キッズ・ネクスト提供教室 

 

① ネイティブ英語講座 

日時   ： 月曜 16：35～17：25（50分月 4回、祝日はお休みです。） 

対象   ： 幼稚園児・小学校低学年の会員生 

定員   ： 10名 

授業料  ： 4,320円 （月 3回の場合も同一料金となります） 

 

② 算盤教室 

日時   ： 月曜～金曜の 16：00～16：30 

対象   ： 3歳から 

入会金  ： 10,800円 

授業料  ： 週 1回 3,240円 週 2回 4,320円 週 3回 5,400円 週 4回以上 6,480円 

 

③ 知能教室（鳴門教育付属小学校問題演習） 

クラス  ： ①火曜 16：35～17：05 ②水曜 16：35～17：05   

③木曜 16：35～17：05 ④金曜 16：35～17：05 

対象・定員： 年中、年長の児童、各クラス 8名 

入会金  ： 10,800円（ヨコミネ生は必要ありません） 

授業料  ： 1コマ 5,400円（ヨコミネ生 2,160円） ※テキスト代を含む 

 

④ GT算数・国語教室（中学受験対応教室） 

クラス  ： 算数クラス ①月曜 18：00～18：30 ②水曜 18：00～18：30  

国語クラス ③火曜 18：00～18：30 ④金曜 18：00～18：30 

対象・定員： 小学生、各クラス 12名 

入会金  ： 10,800円（キッズ・ネクスト生は必要ありません） 

授業料  ： 週 2コマ 5,400円（キッズ・ネクスト生 2,160円） ※教材費 2,160円/毎月 

 

⑤ ロボット・ブロック教室 

日時   ： HDクラス ①土曜 10：35～11：20 

       DKクラス ①金曜 16：35～17：25 ②土曜 13：00～13：50 ③土曜 16：00～16：50 

       Jr.Roboクラス ①木曜 18：00～18：50 ②金曜 18：00～18：50 

               ③土曜 14：30～15：20 ④土曜 17：00～17：50 

対象   ： HD（ハローダクタ）クラス 3歳～ 

DK（ダクタキッズ）クラス 6歳～ 

Jr.Robo（ジュニアロボティクス）クラス 9歳～ 

入会金  ： 10,800円（キッズ・ネクスト生は必要ありません） 

授業料  ： HDクラス   9,720円/月   教材費 18,700円/初回のみ 

DKクラス   11,880円/月   教材費 23,020円/初回のみ 

Jr.Roboクラス 14,040円/月   教材費 23,760円/初回のみ 

   



週1回

（月4）

週2回

（月8）

週3回

（月12）

週4回

（月16） 通い放題

小学生 5,400 9,720 14,040 18,360 22,680

中学受験 7,560 14,040 20,520 27,000 33,480

中学1・2年 6,480 11,880 17,280 22,680 28,080

中学3年 8,640 16,200 23,760 31,320 38,880

高校1年 7,560 14,040 20,520 27,000 33,480

高校2年 7,560 14,040 20,520 27,000 33,480

高校3年 9,720 18,360 27,000 35,640 44,280

志望校合格塾 ネクスト 

 

入塾対象学年 

小学 3年生～高校 3年生まで 

 

時間割（1回 2コマ/ 1コマ 40分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※学校の定期テスト前には特別授業をやる場合があります。その場合は別途連絡いたします。 

授業料 

● 入会金 21,600円（税込） 

● 施設教材費 2,160円/毎月（税込） 

● 授業料は右の料金表をご確認ください。 

● オプション 

 チャレンジイングリッシュ 

週 1回 7,344円（内部生追加 4,320円） 

週 2回 10,260円（内部生追加 7,580円） 

 計算ドリル    540円（内部生のみ） 

 英単語・熟語   540円（内部生のみ） 

 中学理科社会 （内部生のみ） 

週 1回 3,240円  週 2回 5,400円 

● 振替も可能です。 

 

志望校合格塾ネクストの特徴 

① 一人ひとりに最適な学習カリキュラムをご用意できる次世代型学習システムを採用しています。 

② アルバイト講師を採用する場合もありますが、学習の管理に関わりません。主に質問担当です。 

③ 保護者様と密に連絡を取らせて頂き、お子様の学習状況を見える化します。 

④ 個別指導形式をとりますが、安心の価格となっています。 

⑤ 自由な時間設定ができ、授業の振替変更も可能となっています。 

 

※ 次世代型学習システム「すらら」の概要 

 「すらら」とはパソコン（ICT）を使って学ぶ「アダプティブラーニング」学習システムです。 

レクチャーで、有名予備校のカリスマ講師の授業を再現した内容をスモールステップで着実に理解しながら学ぶ

ことが出来ます。そして、個々の理解度に応じ調整された適度に難しい演習問題を解いていきます。お子様が何

に躓き、何が得意で、どう勉強して行ったらいいかがよくわかり、学習意欲が高まります。 

1限 17：00～17：40 1限 14：00～14：40
2限 17：50～18：30 2限 14：50～15：30
3限 18：40～19：20 3限 15：40～16：20
4限 19：30～20：10 4限 17：00～17：40
5限 20：20～21：00 5限 17：50～18：30
6限 21：10～21：50 6限 18：40～19：20

7限 19：30～20：10
8限 20：20～21：00
9限 21：10～21：50

平日 土曜


