
教育付学童
インクルアフタースクール

明るい未来を創る人財を育てる

学童保育 ロボット英会話
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これからの学校教育について

２１世紀の社会を生き抜くために
必要な能力は大きく変わります

４９％ １０～２０年の間に機械に
代替される可能性のある職業の割合

野村総合研究所・オックスフォード大学 マイケル A. オズボーン准教授の計算（2015）

６５％
２０１１年に入学した
アメリカの小学生たちが
今存在していない職業に就く割合

ニューヨーク市立大学大学院センター教授 キャシー・デビットソン

３３％ 外国人留学生を採用している
企業の割合

ディスコキャリアサーチ｢外国人社員の採用に関する企業調査｣（2013年8-9月）

３５％ 現小４生が
２２世紀を迎える確率

※国立社会保障･人口問題研究所｢日本の将来推計人口｣(平成29年推計)よりベネッセが算出

子どもたちが変化の激しい時代でも､社会の中で
活躍できる資質､能力を育成することが重要



2

これからの学校教育について

２０２０年「学校教育」と
「大学入試」が変わります

新しい学校教育に対応した教育が
必要になります

①学校教育が変わる（＝学習指導要領の改訂）

②大学入試が変わる（＝センター試験の改定）

これまで これから

「学んだ内容をきちんと理解しているの
か？」の評価が大きなウエイトを占める

（知識“重視”型）

知識や技能を習得するだけでなく
それをもとに「自分で考え、表現、判断し、

社会で役に立てる力」を求める
（知識“活用”型）

これまで これから
「大学入試センター試験」

出題形式：マークシート式
英語：2技能評価（読む､聞く）
配点は「読む」が（ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ） 200点

「聞く」が（ﾘｽﾆﾝｸﾞ） 50点

「大学入学共通テスト」

出題形式：国語・数学で記述問題導入予定※
英語：「読む力」と「書く力」の2技能を評価は変更なし

読む・聞く（ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ・ﾘｽﾆﾝｸﾞ）ともそれぞれ100
点の配点に変更

民間試験は各大学独自の入試で4技能評価を使うか検討中

※公平な採点や正確な自己採点が難しく、特に国語について記述式
問題導入の延期を求める声が上がっている

〇小学３・４年生から「外国語活動」を開始 （従来は５・６年生）

〇中・高の英語授業は「英語で行うことが基本」〇小学５・６年生に「英語（教科）」を導入

＜これからの英語教育＞



3

２０２０年以降のセンター試験の問題

国語

数学

↑２０１６年 センター試験（国語）より抜粋
↑「大学入学共通テストモデル問題」より抜粋

（独立行政法人 大学入試センター）

２０２０年以降の試験内容
２０２０年以前 従来の試験内容

より思考力･判断力･表現力・論理性が必要になる

より多面的・総合的な力が必要になる

↑２０１６年 センター試験（数学）より抜粋
↑「大学入学共通テストモデル問題」より抜粋

（独立行政法人 大学入試センター）



インクルアフタースクールでは明るい未来を創る人材を育てることを理念としております。

今後日本は少子高齢化の影響により現在の経済力を維持できるかどうかが未来の日本、すな

わち子どもたちの生活水準を左右することになります。そのような日本に明るい未来をもたらす

ためには1人1人が新たな「コトやモノ」を斬新な発想で生み出していかなければなりません。

その上で当校ではアフタースクール期における教育が大変重要であると考えております。小さ

な成功体験を積むことで自己肯定感が高まり、前向きに新しいことに挑戦したり、壁にぶつかっ

ても立ち向かっていくことができるようになります。また自分や他者を大切にし、コミュニケーショ

ン能力も高くなります。不透明な未来をたくましく「生きる力」が着いていくようになるのです。

インクルアフタースクールは“教育付き”アフタースクールです。単なる預かりとしてのアフター

スクールではなく子どもたちの成長のためにバラエティーに富んだ体験ができるようプログラム

を用意しております。英会話やロボットプログラミング、農業体験や採れた野菜を使って料理す

る等の食育、絵画や工作、そろばんや書道などの様々な体験を通して「自分の好きなこと」「興

味があること」を見つける機会を作っていきたいと思います。

またあいさつや言葉遣いといったしつけの指導も重視します。楽しいアフタースクールでありな

がらも、守るべきことはしっかりと守って取り組んでいきます。

地域、日本、そして世界で活躍できる、人や社会に貢献できる人財を愛情を込めて育んでいき

たいと考えております。

インクルアフタースクールの想い

明 るい未来を創る“人財”を育てる
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子どもたちに地域で最高かつ最先端の教育を提供したい

一人一人の個性を大切に、愛情をこめて育んでいきたい

インクルアフタースクール 代表

黄 喜澤



インクルアフタースクールが目指す人財
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『目に見えるスキル』×『目に見えないスキル』

国語

算数

理科

社会

英語

体育

技術

目に見えるスキル（認知能力）

思いやり

やり抜く
力

社交性

勤勉性

自尊心 意欲自制心
etc.

協調性

目に見えないスキル（非認知能力）

認知能力はいわゆるテストや点数で計

れる力のことです。

インクルアフタースクールでは、この認知

能力も大切だと考えており、学習習慣はも

ちろん、勉強が好きになる、得意になるよ

うに指導を行います。そのため「ロボット・プ

ログラミング」「ブロック・サイエンス」などの

最先端のカリキュラムを用意しております。

非認知能力は認知能力と正反対で点数で

は計れない力のことです。

現在、高学歴でも社会では活躍できない人

材が増えており、その足りない力がこの非認

知能力と言われております

インクルアフタースクールでは、目の前のテ

ストや点数も重要だと考えておりますが、それ

以上に「思いやり」「協調性」「やり抜く力」など

社会に出た際に問われる力を、様々な活動

や「プログラミング」などの先端の講座を通じ

て養いたいと考えております。

非認知
能力

明 るい未来を創れる人財とは！？



インクルアフタースクールでは、アフタースクールで「宿題

サポート」「国語・算数」、「英会話・英語」、「ロボット・プ

ログラミング」、「書道・書き方」、「アート&クラフト」、

「そろばん」また同じ施設内で選択でロボット・プログラミン

グスクール、英会話スクールで学ぶことが可能です。

子どもたちの移動による負担が少ないだけでなく、インクル

アフタースクールに通えば、他の習い事いらずです。

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 学校までのお迎えオプション
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インクルアフタースクールの特徴

入室連絡と活動報告書をオンタイムでお知らせ

タクシー会社と連携し、ご希望の方には指定場所へ毎

日お子さまをお迎えに上がります （別料金）。

安全に配慮しながらアフタースクールまでお連れいたし

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。

お子様が到着し、各自のカードを専用の画面にかざすと

オンタイムで保護者様に通知がいきます。

スクール終了後、当日の活動内容とお子様の様子を記し

た報告書を配信しています。
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インクルアフタースクールの特徴

楽 しい！

オールイングリッシュの英語環境

21世紀型の新しい教育システム（STEM）を導入

毎日ワクワクするプログラムをたくさん用意しています。

子供たちは性格は違えど「好き・楽しい」ものには集中力

を発揮してくれます。インクルは好きを学びに変え、社

会とつながる未来志向型の教育サービスを提供してい

ます。

週2回ネイティブ講師による約4時間英語漬け！

英会話が全く初めてのお子様でも先生と一緒に楽しく過ご

すうちに表情やジェスチャーから言っていることが何となく

分かるように。こうして英語の耳を作り、やがて英会話がで

きるようになります。 また、英語での楽しい思い出は「英語

が好き」な気持ちを育みます。

STEM教育は科学・技術・工学・数学の頭文字をとった

言葉でアメリカや新興国では何年も前から導入され、子

供のうちからロボット・IT技術に触れて「自分で学ぶ力を

養う」という新しい時代の教育方法を導入しています。
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インクルアフタースクールのコンテンツ

充実した英語環境！教育付き学童

～対象年齢～

小学生１～６年生

～お預かり時間～

平日：学校終了～１９時まで

（最長 ２０時まで）

～長期休暇～

夏・春休みなどの長期休暇も対応

※ただし、インクルのレッスンカレンダーにより、インクルの休講の

期間はアフタースクールもお休みをいただきます。

英会話プラン 学童プラン

グローバル社会でも活躍 英語教室 英会話プラン 学童プラン
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インクルアフタースクールのコンテンツ

理系力を鍛える
ロボット・プログラミング

教室

※通常スクール有。別途料金。

様々な体験ができる 体験学習教室

思考力を育成する 国語・算数・図形

英会話プラン

学童プラン

学童プラン

英会話プラン

学童プラン

きれいな字の書き方を身につける書道・書き方教室

学童プラン

集中力をつける そろばん教室 学童プラン
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インクルアフタースクールのスケジュール

2021年1月のスケジュール
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夏休み・春休みについて

サ マースクール（夏休み）

●英語で遊ぼう！ ●英語でクッキング ●アート＆クラフト

●フィールドトリップ ●ネイティブの先生と行く夏の遠足！

●BBQ ●ヨガ ●習字 ●ロボット・プログラミング etc..

インクルアフタースクールでは、夏休み・春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、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）

インクルのサマースクールのコンセプトは

「浜松にいながら海外留学！」

出席カードはパスポート型になっており、来るたびに入国

審査をします。イギリスやアメリカ、ニュージーランド、韓

国、複数の国出身の講師が担当いたします。

夏休みに国際留学をしたような思い出を一緒に作りましょ

う！

●長時間のオールイングリッシュでの環境

●充実のプログラムで好奇心を刺激

●安全で衛生的な環境です。

●学校の宿題のサポート

●英語力だけでなく非認知スキルも伸ばします

サマースクールの特徴

2019年度サマースクールイベントカレンダー
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学童保育 料金

各種サービスについて月 謝（基本料金）

入会時 料金

入会金 11,000円（税込）

諸経費（半年分） 9,900円（税込）

☆英会話ブラン（月曜・火曜） ☆学童プラン（水曜～金曜）

利用回数 料金

週1回 16,500円（税込）

週2回 30,800円（税込）

利用回数 料金

週1回 13,200円（税込）

週2回 25,300円（税込）

週3回 35,200円（税込）

各種サービスについて

延長サービス ～14時 30分 550円（税込）

食事提供について

昼食オプション
（サマースクール・スプリングスクール時）

１食 660円（税込）

追加オプション習い事の料金

ロボットプログラミング 8,800円～12,100円（税込）
※レベルにより料金が異なります

英会話（50分） 7,700円（税込）

学校や自宅（指定場所）～インクル
までのタクシー送迎

距離により料金が異なります
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その他スクール 料金

○○○○

当 アフタースクールと公立学童、既存の学童との違い

公立学童 インクルアフタースクール

料金 1万円前後 １万２千円～／週１回

定員 ６０～１００人 １５～２０人

スタッフ数 20人～30人に1人 １０名に１人

勉強・教育
×

（サポートなし）

◎
（宿題サポートはもちろん
様々な最先端の教育付き）

カリキュラム
×

（預かるのみ）
◎

（英語などを始めとした21世紀型の教育を実施）

イベント ×
〇

（各種イベント実施）

安全 △
〇

・セキュリティー・送迎
・メール配信システム など



教育付学童
インクルアフタースクール


