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「One Step +α」は2018年4月に開校した教室です。子ども・初心者向けのプログラミング講座

(リアル、オンライン)、そして動画編集講座や数学などの個別指導をご用意しております。

「あと10～20年でいまある職業の半分はAIやコンピューターにおきかえられる」という予想が
あります。 ITの進歩による急激な時代の変化により、今の子どもたちが大人になるころ、雇用に
は大きな変化が訪れるでしょう。こうした将来の社会構造の変化に対応するため、小中学校でプ
ログラミング教育が必修化、そして高校でも「情報」が必修化されました。

学校教育の変化は子どもたちの知識に影響を与え、ひいては日本の文化構造にも変化を強制し
ていきます。つまり、これまでと違い学校でプログラミングを学ぶことで、日本人ならほとんど
の人が知っている「織田信長の本能寺の変」という知識並みに、「Pythonを使った人工知能の開
発」が日本人の共通知識となっていくかも知れません。そして、高校で「情報」の授業が必修化
されたことにより、「国数英理社」の5教科に「情報」を加えた6教科の大学受験が始まります。
特に国立大学や理系の大学を受験する生徒にとっては大きな変化となることでしょう。

そのような環境のなか、今の子どもたちが大人になるころには多くの仕事が淘汰されて、いく
つかの分野では仕事の存在自体がなくなっていくでしょう。数年前ニュースになった、3メガバ
ンクでの数万人規模の人員削減計画は、その始まりと言えます。代わりに、人手不足のIT関連の
就職口が大きくなって、多くの学生たちが初めての就職先としてIT関連企業を選ぶことになって
いくでしょう。しかし、それでもIT関連企業の人手不足は解消されることはないと予測されてい
ます。2030年には60万人ものIT人材不足に陥る(経産省予測)とされており、これは新卒の学生だ
けで解消できる数ではありません。

しかし逆に言えば、これは新卒の学生にとってチャンスでもあります。

ネコの手も借りたいIT企業はプログラミングをかじった程度の学生でも、積極的に採用をする
ことになっていきます。ましてやプログラミング能力の高い優秀な学生なら、のどから手が出る
ほど欲しい人材です。結果、優秀な人材には初めから好待遇が用意され、社会人への第一歩とし
ては上々のスタートを切ることができるようになるはずです。

プログラミングは、子どもたちが輝く未来を切り拓くための、強力な武器となります。また、
自分の人生を創造する、かけがえのないツールともなります。多くの子どもたちがこの強力な武
器「プログラミング」を手に入れることを願ってやみません。

「バンコクにいたからこそプログラミングに強くなれた！」と子どもたちが将来言えるような
未来が来ることをOne Step +αは心から願っています。

One Step +α代表 鈴木政路

はじめに
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STEAMコース

いろんな講座が学べる「STEAMコース」

STEAMコースは、全国250教室を開校している「Tech for elementary」のプログラミング映像授業です。One 
Step +αでは10以上の講座を開講中。STEAMコース受講生は、これらの講座を全て受講できる権利を有します。普段
は長期講座を、長期休暇中は短期講座を、といった受講の仕方も可能です。

★スクラッチ講座

STEAMコースのメイン講座はスクラッチ講座。4段階のコース設定で無理なくプログラミング学習を進めることができ
ます。教室でのリアル授業とオンライン授業の両方から受講スタイルを選べます。

「はじめてのプログラミング(全26回)」→「ジュニアプログラミング検定対応(全6回) 」 → 「プログラミングドリル(全24
回) 」 → 「Scratch上級(全8回) 」、初級の英語版「英語でプログラミング(全26回) 」 もあります。

「はじめてのプログラミング」の学習期間は約5か月(毎週コース,復習期間含む)、
「ジュニアプログラミング検定対応」は約2か月、「プログラミングドリル」は
約6か月、 「スクラッチ上級」は約6か月が目安です。スクラッチ講座完了までに
かかる期間は約2年。上級を終えるとファミコンレベルのゲームを自作できるよう
になるので、アイデア次第で本格的におもしろい作品を作ることができるでしょう。

スクラッチの検定試験「ジュニアプログラミング検定」をOne Step +αで受検
できます。「ジュニアプログラミング検定対応」講座終了後に3級(Bronze)を受検。
「プログラミングドリル」講座終了後に2級(Silver)、「スクラッチ上級」講座終了後に1級(Gold)という流れで受検をおス
スメしています。

まだ数は多くありませんが、いくつかの中学受験でジュニアプログラミング検定
合格により加点してもらえる学校も出てきました。今後この流れは広がっていく
ことと予想されています。

ジュニアプログラミング検定3級を取得レベルに達すると、簡単なオリジナル
作品を作ることができるようになります。そこでOne Step +αでは3級取得後は
Scratchのサイトでオリジナル作品を公開していくことを推奨しています。全
世界にむけた作品発表を通してプログラミング学習者と交流が生まれることも
あります。

推奨学年小3以上中高生(社会人可)。小1,2は要相談。

Scratch(スクラッチ)
世界で一番利用されている教育用ビジュアル
プログラミング言語。ブロックだけの簡単操作。
ファミコンレベルのゲームなら自作可能。

映像授業
STEAMコースの講座はほとんどが映像授業。
集団授業ではないので、学年の違う生徒も、途
中入塾の生徒も一斉に授業することができま
す。

コースの目的
STEAMコースは「論理的思考力」「問題解決
力」に加え、「創造力」「表現力」「探求心」に

フォーカスし、子どもたちの「可能性と未来を
広げる」コースです。One Step +αでは10
以上の講座を開講。続々新講座も追加されて

ます。

対象：小中高～、社会人も可

3

リアル通塾 or オンライン通塾

Scratch、アプリ開発、Lineスタンプなど

(スティーム)



★マインクラフトでプログラミング

世界で最も売れたゲーム「マインクラフト」を使ったプログラミング講座。多くの子どもたちが夢中になる人気ゲーム
「マインクラフト」を利用して少し難しめのプログラミングに挑戦してみましょう。

One Step +αでは、小4以下の生徒はスクラッチ講座「はじめてのプログラミング」を学んでからの受講をおススメ
しています。小5以上の生徒は本人の希望次第でマインクラフト講座からスタートすることも可能です。

推奨学年小4以上中高生。全12回。

★はじめてのアプリ開発、Unity

本格的にコーディング挑戦してみたい生徒向けの講座。自分のスマホで使えるアプリを自作してみたり、3Dゲームを
自作する本格的な講座です。自分で作った作品が動く瞬間は、震えるほどに感動する一瞬です。

推奨学年小5以上中高生。プログラミング学習経験者。アプリ開発全11回、Unity全16回。

★映像クリエイター、Yotuber＆VFX体験

春・夏・冬休みなどの長期休みに開講する短期集中講座。無料の動画編集アプリで動画を作成。動画を作成する前の
準備・リテラシーから、撮影の基本、そして動画編集の方法などについて実践を通して学習します。

推奨学年小3以上中高生。映像クリエイター全5回、Youtuber＆VFX体験全2回。

★はじめてのデジタルイラスト講座「Lineスタンプをつくってみよう！」

はじめてデジタルイラストに触れる生徒向けの講座。デジタルイラストなら描きなおしも色塗りもデジタルエフェクトも
自由自在！まずはためしに自分だけのオリジナルLineスタンプを作ってみよう。

推奨学年小4以上中高生,社会人(低学年は親子受講)。全2回。

★はじめてのエクセル、はじめてのGoogle Sheets・スライド

はじめてエクセルに触れる生徒向けの講座。エクセル講座終了後は今後確実に利用頻度が高まるGoogle Sheets
やスライドの講座に進みましょう。

推奨学年小3以上中学生。エクセル全5回、GoogleSheets全8回、スライド全2回、

★はじめてのAppSheets

ノーコードプログラミングの講座です。ノーコードですからコードを書くことなしに、自分のスマホ上で動くアプリを作
成してみます。自分でアプリを作ってみたいという生徒にオススメです。

推奨学年小学校高学年以上中高生,社会人。AppSheets全7回。

※その他、「マイクラ化学実験」「スクラッチマス目でGO」「スクラッチAIプログラミング体験」「TinkerCad電子回路
工作体験」など様々な講座があります。新講座も続々追加中。詳細はお問合せください。

① 「はじめてのプログラミング体験会」や「個別無料体験」、保護者向けの「説明会」などにご参加ください。
②体験会参加後、受講についておうちでご検討いただき、1週間程度を目安にメールまたはお電話でご受講について
ご連絡ください。授業は映像授業ですので、他の生徒の進度に関係なくいつでも入塾が可能です。

STEAM(スティーム)教育って？

Science(科学),Technology(技術),Engineering(工学),Mathmathics(算数)のSTEMにArt(芸術)を加えた
教育体系。IT社会への適応や、AIの台頭による「雇用される能力」の向上などを目的とする。

「はじめてのアプリ開発」で
は、別途専用テキスト
(1500B)をご購入いた
だきます。
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難易度：中

難易度：高

難易度：低

難易度：中

難易度：低

難易度：高

STEAM(スティーム)コース受講までの流れ



Robotify(ロボティファイ)

ロボティファイは、マイン

クラフトのようなゲーム

感覚で進められ、魅力的

なキャラクターや音がワ

クワク感を演出してくれ

ます。

バーチャルロボットなの

で、ロボットの購入や継

続的に使い続ける際の

メンテナンスは必要あり

ません。

リアルのロボットと違い、

モータ制御やセンサーの

誤差もなく、プログラム

通りに動いてくれるのが、

バーチャルロボットがお

すすめな点です。

対象：6歳～高校生

①まずはお問い合わせいただき、体験授業をお申し込みください。
②体験授業後、受講についておうちでご検討いただき、1週間程度を目安にメールまたはお電話でご受講についてご
連絡ください。授業はオンライン学習教材で自学自習方式ですので、他の生徒の進度に関係なくいつでも入塾が可能
です。
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リアル通塾 or オンライン通塾

バーチャルロボットをプログラミングして
自由自在に動かそう！

「Robotify(ロボティファイ)」バーチャルロボットプログラミング

仮想空間でロボットプログラミング

Robotify(ロボティファイ)受講までの流れ



かみぼっと

まずはお問い合わせいただき、体験授業にご参加ください。授業はテキストで進みますが他の生徒の進度に関係なく

いつでも入塾が可能です。

入塾後は、ロボット貸出はありません。「kamibot」本体、および「テキスト」をご購入ください。

ロボット・テキスト代金はパンフレット後半の料金表にてご確認ください。
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「かみぼっと」 紙とロボットで遊びながら学ぶ

＜3か月完成！＞ペーパークラフトで工作しながらたのしくプログラミング

Kamibotは、専用アプリにより、動作操作できるだけではなく、方向転換やスピード制御、6色のLEDの色変化などを
プログラミングすることが可能で、遊びながらプログラミングを学べます。
まだ文字を読めない年齢の子供のため、記号でデザインされたカードを使ってプログラミングし、Kamibotを動作させ
ます。あわせてひらがなや数字の概念、相対的な左右上下の考え方も学んでいくことができます
専用アプリでKamibotを動作させながら遊ぶことで、プログラミングの基本要素である、順次、繰り返し、条件などを
自然に身につけることができます。

対象：5歳～7歳 リアル通塾

幼児向けロボットプログラミング

かみぼっとコース受講までの流れ



算数・数学個別指導

「算数・数学個別指導」

小学生・中学生・高校生の算数・数学指導を行います。学年を落とした学習

フォローから、公立・私立高校の受験や早慶をはじめとする上位校受験ま

で対応いたします。授業時間は、55分もしくは90分。オンラインでの受講

も可能です。

インター生で日本の数学を学習したいという生徒にも対応します。今の学

年に関わらず、学習したい学年から始めることが可能です。インター校の

学習フォローは行いませんが、テスト前などはその限りではありません。

★オンライン受講では、テキストをデジタルテキストとして利用できます。

さらにiPadで「GoodNotes」を使えば、リアルタイムで手元の計算過程

を共有することができるので、自宅にいながらほぼリアル授業と変わらな

い環境を作り上げることが可能です。

★原則、完全個別指導となっておりますが、状況により2〜3名の半個別

指導となる場合もあります。また兄弟姉妹で同じ時間に受講をご希望の

場合はご相談ください。

対象：小中高

①授業の進め方について簡単にご説明をいたしますので、塾まで一度足をお運びいただくか、メール等でお問い合わ
せください。その後無料体験授業1回をご用意しています。

②体験授業後受講についておうちでご検討いただき、1週間程度を目安にメールまたはお電話でご連絡ください。

講師紹介
講師名：鈴木政路

塾講師歴19年。主に中学・高校
の数学を担当。来タイ前はシン
ガポールの有名塾にて上位校
へ進学する中学生たちの指導
や早稲田渋谷シンガポール校
の生徒たちを8年に渡り指導。
その後同僚たちとバンコクで学
習塾を立ち上げ、小学生～高校
生まで指導。2018年にOne 
Step +αを立ち上げ現在に

至る。
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リアル通塾 or オンライン通塾

※オンライン授業では、iPad+GoodNotes+スタイラスペン、がおすすめですが、通常のテキストでももちろん大丈夫です。

学習指導もおまかせあれ

個別指導受講までの流れ



Youtuberのたまご

「Youtuberのたまご」（旧eスポーツ倶楽部）

子供のなりたい職業の上位常連となった「Youtuber」。自分もYoutuberになってみたい！という子どもは
多いようです。実はYoutuberになるのはとっても簡単。スマホ一本あれば誰でもYoutuberとしての活動
をスタートすることができます。この講座では、動画の撮影、編集、Youtubeチャンネルの運営、といった一連
の流れを学ぶ講座です。楽しく動画撮影をして、動画編集のテクニックを身につけ、Youtuberへの第一歩を
踏み出してみましょう。

授業の流れ
旧eスポーツ倶楽部の流れを踏襲しますが、より自由度を高めた活動に変わります。比較的Youtube動画に
しやすい動画のジャンルは、ゲーム動画です。とりあえずやってみたい！という生徒はゲーム動画から始めま
しょう。これまではeスポーツ系の動画に限ってきましたが、本コースではマインクラフトのような対戦ゲーム
ではないものの動画もOK。また、ゲーム動画に限らず、自分で企画をした動画の撮影、編集も大歓迎です。ク
リエイティビティを磨いていきましょう。
原則として、授業の前半は撮影の時間、後半を動画編集の時間としますが、生徒のペースに合わせてフレキシ
ブルに対応します。(1週目は撮影、2週目は編集といった流れも可)

対象：小中高

①体験授業が1回できます。メール等でお申し込みのうえ、当日教室までお越しください。

②体験授業後受講についておうちでご検討いただき、1週間程度を目安にメールまたはお電話でご連絡ください。
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このコースで学べること
動画の撮影や編集はやってみると意外に大変。撮影の手順や、動画編集の仕方について、実際にやってみな
がら少しずつスキルアップを図ります。本人のやる気次第で、(スマホ)カメラでの撮影や合成動画、高度な動
画編集ソフト(DavinciResolveやPremierePro)の使い方、サムネ編集で使える高度な画像編集ソフト
(PhotoshopやMediBangPaintPro)の使い方も学ぶことができます。高度な編集ソフトを扱えるスキル
があれば、将来就職に役立つ可能性もあるので、こちらに挑戦するのもオススメです。

リアル通塾

※撮影する機材や編集用の端末･ソフトは各自ご用意ください。ゲーム動画ならiPad一台で撮影から編集(無料ソフト)まで
可能です。撮影したいもの次第なので必要な端末･ソフト等についてはご相談ください。

(旧eスポーツ倶楽部)

Youtuberのたまごコース受講までの流れ



授業時間割 ※毎週日曜は休校日です ※2022年4月現在の時間割です。状況により変更される可能性があります。

「STEAMコース」…対象学年の授業時間からご都合の良い曜日をお選びください。週2回コースを選ぶ場合は1日に連
続2コマも可能です。
ただし、Youtuber体験やLineスタンプ講座といった短期講座は、受講曜日をご相談ください。

「個別指導」･･･原則曜日を固定して授業を行います。空きコマについてはご相談ください。

「プログラミング道場」…「かみぼっと」と合同授業になります。

<注意事項>
塾バスはございません。通塾が困難な方はオンラインでの受講をご検討ください。
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授業料

プログラミングコース 毎週(月4回) 週2回(2回目料金) 兄弟割引

STEAMコース 3200B 2240B 2240B

Robotify(ロボティファイ) 3200B 2240B 2240B

かみぼっと講座 3600B 2520B 2520B

Kamibot本体、テキスト
Kamibot(受講生)
8500B

Kamibot(一般)
9800B

テキスト(5巻セット)

1300B

※かみぼっと講座はKamibot(ロボット)とテキストの購入が必須です。
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費用項目 通常料金 兄弟割引 備考

入塾金 2000B 0B --------------

諸経費 150B --------------
光熱費、水、コピー代等は
諸経費に含まれます。

受講コース 受講料 兄弟割引 受講料 兄弟割引

個別指導(90分/回)
小学生
4400B/月

中1,2生
4800B/月

中3～高2
6000B/月

高3
7200B/月

個別指導(55分/回)
小学生
3400B/月

中1,2生
3700B/月

中3～高2
4600B/月

高3
5500B/月

数学オンライン集団授業(120分/回)
中学3年
4500B/月

中学3年兄弟割引
3150B/月

Youtuberのたまご(120分/回) 4000B/月
プログラミング等他の授業を取っている生徒および兄弟生割引
2800B/月

※割引はありません

※割引はありません

※毎月全受講生に諸経費がかかります

※兄弟生は無料です

お支払い方法について…
最もおススメなのは銀行
のスマホアプリ、もしく
は電話番号で管理された
Prompt Pay。どちらも
手数料無料で振り込みが
できます。
スマホアプリは、アプリ
をダウンロードして設定
が終われば、塾の振り込
み以外にも電気代の振り
込みやカードレスでの現
金引き出しなど、24時
間どこからでも可能です。
使い方が分からない場合
は、遠慮なくご質問くだ
さい。
もちろん、塾にて現金払
いも可能です。

<授業料についての注意事項>
・毎月月初にメールにてご請求書をお送りいたします。請求書に記載された口座へ、その月の第２週目までに
授業料をお振込みください。
・急なお休みなどがあった場合、振替授業が可能です。
・諸経費には、テキスト代、電気代、コピー代、水代などが含まれます。
・上に表示されている月額料金は、4回分です。毎月回数計算をして授業料をご請求させていただきます。
・原則、お納めいただいた授業料・諸経費等のご返金は致しません。
・兄弟割引には、保護者割引きも含みます。
・日本人会会員の方は入塾時に優待特典(入塾金無料・初月半額)があります。(新入塾の方のみ)

<授業料お支払方法>
以下のお支払方法からお選びください。
①PC,スマホアプリから振り込み、Prompt Pay→振り込み画面をLine・メール等でお知らせください。
②ATMや銀行窓口からの銀行振り込み→振り込み後の控えを写真に撮ってLine・メールなどでお知らせくださ
い。
③塾にて現金支払い
※クレジットカードや銀行デビットカード、小切手などによる支払いは受け付けておりません。

ご入金の確認後、メールにて領収書(PDF)をお送りいたします。

※下記月額料金は4回分の授業料、月5週ある場合は5回分の料金となります



One Step +α

One Step +αはトンローソイ13のホームプレイスビルにあります。エレベータで10Fへ、降りたら左→右の順に進み
一番奥の突き当たりに教室はあります。

タクシーやモーターサイでお越しの際には、「トンローソイ シップサーンパクソイ(ทองหลอ่ซอย13ปากซอย)」とお伝えくださ
い。

トンロー駅発の赤バスでお越しの際には、左側(奇数側)に最初に見えるファミリーマートを目印に降車ボタンを押し
てください。

お車でお越しの際には、駐車券をお持ちください。塾のスタンプを押すことで2時間無料になります。

すぐ隣にはJアベニューがあり、スーパーや飲食店、銀行などが入っています。お子様の授業を待っている間にお買
い物やお茶・お食事をすませることもできます。その他、スタバ、ヨガ教室、整体、マッサージ店などもあります。
教室の待合ソファーもどうぞご利用ください。


