グローバル基準の「英語総合学習」
アフタースクールラーニング
フランチャイズ加盟教室募集！ ★ ★ ★ ★ ★

２０２２年
新スクール
オープン！

未来を担う子どもたちに最高の学習機会を提供しませんか？
アフタースクールラーニングは、プリスクール業界の豊富な経験から
生まれた、ラーニングネットワークが提案する新しいブランドです。
２５年以上にわたりアメリカの幼児教育および学習プログラムを研究
する中で、幼稚園児から小学生が意欲的に取り組める学習プログラム
を開発しました。皆様のスクールの付加価値を高め、低年齢からの優
良顧客を創造する、グローバル化に対応した新しいご提案です。

グローバル基準のカリキュラムで学ぶ体験型の「英語総合学習」。
探究心を伸ばすカリキュラムで、英語力＋グローバル力を伸ばします。
グローバル化の進展に伴い、英語力＋グローバル力が求められてい
ます。語学力・コミュニケーション能力に加え、主体性・積極性、
チャレンジ精神、協調性・柔軟性、責任感・使命感、異文化に対す
る理解といった総合的な能力が必要とされています。
アフタースクールラーニングでは、単なる英語の習得に留まらず、
自ら考える力、自発的に学ぶ力、異文化を理解する力を育成するこ
とをゴールに、英語圏の子どもと同じ基準で学ぶサイエンス、マス、
リタラシィ、テクノロジーを活用したリサーチ学習と異文化体験を
通して、未来のグローバル人材を育てたいと考えています。「英語
を学ぶ」のではなく「英語で学ぶ」体験型の学習方法です。
放課後の有意義な時間「アフタースクールプラス」
アフタースクールラーニングでは、子どもたちに「放課後のアカデミックな学習と創造的な余
暇の時間」を提供することを目的に、アフタースクールプラスを取り入れました。アカデミッ
クな学習と有意義な学童の時間がセットになった画期的な放課後プログラムです。グローバル
化に対応したアカデミックな「英語総合学習」を通して、グローバル人材の基礎を育み、「創
造的な余暇の時間」を通して放課後の有意義な時間を提供したいと考えています。働くお母様
を応援する、子どもの視点に立った欧米型の学童対応プログラムです。
考える力

Science

英語力

Literacy

探究心

Technology
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アフタースクールラーニングが選ばれる理由①
● プログラム＆カリキュラムの特長 ●
探究心
①グローバル基準の英語総合学習
世界の子どもたちが学んでいる革新的な学習メソッド
②発達心理学に基づくプログラム
幼稚園児～小学生の発達段階と興味分野に応じたプログラム
③探究心と意欲的な学習姿勢を育む学習環境
子どもの学習へのモチベーションを高める学習マテリアル
④専門のティーチャーによる学習サポート
外国人と日本人のペアティーチングによる丁寧な学習指導
⑤英語教育の情報提供とカウンセリング
世界の教育・英語教育に関する情報提供（２０２０年大学入試改革にも対応）

アフタースクールラーニングが選ばれる理由②
● システムの優位性 ●
①シーズンを問わずいつでも開校可能
年齢・レベルに合わせたクラス編成が不要のため、いつでも開校可能
②定員に応じて今ある教室で開校可能
学習マテリアルを追加するだけで、現状の教室をそのまま活用可能
③体系的なカリキュラムで講師の負担を軽減
幼稚園児から小学校低学年までの５年分のカリキュラムが完備
④外国人と日本人講師によるペアティーチング
外国人講師だけに頼らない学習指導（外国人講師紹介サービスあり）
⑤すぐに始められる充実した各種支援ツール
指導マニュアル、学習マテリアル、広告宣伝ツール等をパッケージ化

質の高い
各種ツール

★ 説明会＆教室見学会実施中！★
●日 時：２０２２年１月１１日（火）～３月１８日（金）
＊月・水曜日 16:00-18:00 小学生クラス見学可
●会 場：アフタースクールラーニング武蔵小杉
川崎市中原区木月祇園町14-16 グランリビオ117号

お問い合わせ・お申込みは
ラーニングネットワーク「アフタースクールラーニング事業部」
E-Mail info@afterschool-learning.com / www.afterschool-learning.com
【電話】047-475-3339 【FAX】047-475-3332
【事業説明会参加申込書】
年 齢

お名前
ご住所
E-Mail
業 態
希望日

電話番号
□英語教室

□学習塾

事業説明会

□学童保育
月

□プリスクール
日（

）

□その他（
：

）
～

：

希望

アフタースクールラーニングは
★ ★ こんな業態のスクールに適しています ★ ★
New!
●英語教室・英会話スクール
幼稚園児からの優良顧客獲得、既存生徒の来校頻度ＵＰに効果的。
●学習教室・学習塾
低年齢・英語需要に対応した新規顧客獲得、大学入試改革にも対応。
●アフタースクール・学童保育
学習コンテンツの強化、カリキュラムの強化、訴求力ＵＰに最適。
●プリスクール・英語保育園
幼稚園児～小学生の新規顧客獲得、現状生徒の在籍期間延長に貢献。
●その他（課外教室・ホーム教室など）
幼稚園・保育園の課外教室として、ご自宅での開業など、多様なニーズにお応えします。
詳しくは、お気軽にご相談ください ⇒ Tel.047-475-3339

● 導入スクール様の声 ●

初期投資
が軽い！

●アフタースクールラーニング岡山様（２０１６年導入）
空き教室を有効活用したいという考えと、小学校の英語教育必修化に伴う新たな英語需要の
高まりが導入のきっかけです。プログラムの内容が私どものスクールに合致したのも導入に
踏み切った理由です。パソコン数台の他に演出用のマテリアルを用意するだけだったので、
高額な初期投資をかけずに世界観を演出することができました。
現在、３クラスで４０名のお子さんが学んでいます。
●アフタースクールラーニング武蔵小杉様（２０１６年導入）
プリスクールから育ってきた幼稚園児の生徒さんたちから小学
生になっても継続して学びたいという声があり、楽しく進める
プログラムに共感し、導入を決めました。幼児から通っている
お子さんに加え、新規に入会される方も多く、現在は４クラス
で５０名近い皆さんにご参加いただいています。

● 生徒＆保護者様の声 ●

楽しいから
通いたい！

●アフタースクールラーニング岡山の生徒（小学３年生）
サイエンスの実験をしたり、パソコンでいろいろ調べたりするのがとても楽しいです。３年
生になって、ハワイに住んでいるアメリカ人の先生とのE-Mailのやりとりが始まりました。
少し難しいけど、簡単な英語のキーワードで相手に伝わるのが嬉しいです。
英語に自信を持ったので、英検にも挑戦したいです。
●アフタースクールラーニング武蔵小杉の保護者（小学１年生）
英語はほとんど習ったことがなかったのですが、楽しい遊びを
通して先生が丁寧に指導してくれるので、喜んで通っています。
科学の実験と英語でお買い物の練習をするロールプレイがお気
に入りのようです。家に帰ってくると、パソコンの検索の仕方
やフォニックスの読み方を私に教えてくれます。英語だけでな
く、考える力や表現力を身につけてほしいと思います。
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アフタースクールラーニングを始めてみませんか?
● プログラム導入費＆ロイヤリティ ●
●プログラム導入費
３００,０００円（税別）
●ロイヤリティ（月額） ３０,０００円（税別） ＊導入当初３ヶ月は月額１５,０００円
●その他必要経費
３００,０００円（目安） ＊ＯＡ機器、マテリアル、広告宣伝ツール等
＊研修費、開校までのサポートは、プログラム導入費に含まれます。

先着１０校
限定！

★ 期間限定キャンペーン実施中！★
－ 先着１０校様限定 －

●プログラム導入費
３００,０００円 ⇒ ２７０,０００円（１０％ ＯＦＦ）
●ロイヤリティ（月額）
３０,０００円 ⇒
１５,０００円（５０％ ＯＦＦ）＊半年間

● 導入までのフロー ●

説明会
＆
教室見学

プログラムとシ
ステムについて
のご説明の後、
直営教室をご見
学いただきます。

導入研修
＆
開校準備

お申込
＆
ご契約

導入相談

導入に関する詳
細なご説明の後、
市場性やご予算
などのご質問に
お答えします。

最短２ヶ月で
導入可能！
生徒募集
＆
無料体験

マーケティング
およびカリキュ
ラムに関する研
修を行い、開校
準備を進めます。

導入に向けての
お打ち合わせと
契約内容のご確
認を行い、契約
を交わします。

生徒募集活動と
無料体験プログ
ラムを経て集客。
通常クラスがス
タートします。

★ 説明会＆教室見学会実施中！★
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＊月・水曜日 16:00-18:00 小学生クラス見学可
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