
JUNKK一般社団法人
日本右脳記憶教育協会事業案内
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ママティーチャーとして指導してみませんか？

すべての子どもたちは

みんな天才です。

赤ちゃんは無限の可能性をもって誕生するのです。

その可能性を引き出し素晴らしい能力に

変えることができるのはお母さんあなたです！！

ママわたしの才能を眠らせないで！！

3



JUNKK一社）日本右脳記憶教育とは？

1981年、ロジャー・スペリーが「分割脳」の研究でノーベル賞を受賞して以来、

ブラックボックスとされていた脳の研究が盛んとなり、脳のしくみが徐々に解明されてきました。

今日では、脳の研究発展とともに、脳のしくみに応じた合理的かつ効果的なトレーニング法

「イメージトレーニング」や「メンタルトレーニング」「右脳トレーニング」などが開発され、スポーツ・芸術・教育など、

あらゆる分野で取り入れられております。

しかし、日本の教育業界においては、本来人間の脳の働きを発揮できるような教育ではなく、

ただ知識を詰め込むだけの教育がなされているのが現状です。

そのような日本の教育現状を見たとき、私たちの推奨する『右脳記憶教育』は脳の働きを

より有効活用して子どもたちが簡単に記憶し、学ぶ楽しさを習得することができるものです。

私たちは、『右脳記憶教育』こそが、いまの教育システムを変えるものだと確信し、

一般社団法人 日本右脳記憶教育協会の立ち上げに踏み切りました。

一人ひとりが本来もっている素晴らしい才能に目覚めることによって、人間力あふれ、

人のために、社会のために貢献できる人材育成の一助を担えればと思っております。 4



JUNKK組織図

・東日本統括本部・・東京都墨田区

・関西統括本部・・京都市東山区

・四国・中国統括本部・・愛媛県今治市

・中部・東海統括本部・・募集中！！

・九州・沖縄統括本部・・募集中！！
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2020年6月現在

ヒューマニティー・JUNKKスクール
ヒューマニティー・JUNKKリビングサロン

本部事務局
東京本部事務局

ヒューマニティー・JUNKKママ友の会

統括本部



ヒューマニティー・JUNKKスクール

指導対象：０歳～小学３年生

0歳から小学生を主に対象として、

右脳教育やヒューマニティー独自のカリキュラム（DREMS）を取り入れた

トータルスクール（総合的な習い事）として生徒さんへの指導となります。

※開設場所は自宅でも貸会議室等の使用も大丈夫です。
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◆募集スクールについて

ヒューマニティー・JUNKKリビングサロン

指導対象：０歳～３歳

その名の通り、ご自宅などのリビングを使って

個人的なレッスンを0歳から行うことが出来ます！

まずは、少人数からスタートしてじっくり右脳教育を教えていくことが出来ます。

※開設場所は自宅リビングでも貸会議室等の使用も大丈夫です。



◆契約内容（費用）

ヒューマニティー・JUNKKスクール

契約エリア：市単位

①登録費用 300,000円（税別）

②認定マスター講師講座 250,000円（税別） 認定費 30,000円（税別）

③初回JUNKKスクール指導用教材費用約 300,000円（税別）※随時購入

④月次ランニングコスト 月次サポート費 20,000円（税別）※入会者6名から請求
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ヒューマニティー・JUNKKリビングサロン

契約エリア：個人自宅単位

①登録費用 50,000円（税別）

②認定講師講座費用 125,000円（税別） 認定費用 10,000円（税別）

③初回指導用教材費用 約200,000円（税別）※随時購入

④月次ランニングコスト 月次サポート費 5,000円（税別）※入会者2名から請求



◆契約内容 ヒューマニティー・JUNKKスクール（契約エリア：市単位）
【初期投資用】

①登録費用 300,000円（税別）

②認定マスター講師講座 250,000円（税別） 認定費 30,000円（税別）

③初回指導用教材費用 約300,000円（税別）※随時購入

④教室備品（幼児用机・椅子） 30,000円～100,000円※要相談

⑤月次ランニングコスト 月次サポート費 20,000円（税別） ※生徒数6名から請求
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【収益】

①ヒュ-マニティー・JUNKKスクール授業料100%(授業料10,000円～20,000円/名）
②各種イベント参加費（保護者セミナー等々）100%
③各種教材販売権（粗利定価10%～15%）※教材により変動します。

（入会者10名・授業料¥10,000円の場合） （税別）

項 目 売 上 経 費

売上高（10,000×10名） 100,000

人件費（オーナー講師） 50,000

家賃（貸会場等使用の場合） 50,000

サポート費（月次） 20,000

営業利益 -20,000

項 目 売 上 経 費

売上高（20,000×10名） 200,000

人件費（オーナー講師） 50,000

家賃（貸会場等使用の場合） 50,000

サポート費（月次） 20,000

営業利益 80,000

（入会者10名・授業料¥20,000の場合） （税別）

授業料は6,000円～20,000円の範囲でオーナー判断で設定することができます。入会金設定も同様です。



【初期投資費用】

①登録費用 50,000円（税別）

②認定講師講座費用 125,000円（税別） 認定費用 10,000円（税別）

③初回指導用教材費 約200,000円※随時購入

③月次ランニングコスト 月次サポート費5,000円（税別） ※生徒数2名から請求
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【収益】
①ヒューマニティー・JUNKKリビングサロン授業料100%(6,000円～10,000円/名）
②各種イベント参加費100％（保護者セミナー等）
③各種教材販売権（粗利定価10%～15%）※教材により変動します。

（入会者10名・授業料¥6,000の場合） （税別）

項 目 売 上 経 費

売上高（6,000×10名） 60,000

人件費（オーナー講師） 50,000

家賃 0

サポート費（月次） 5,000

営業利益 5,000

項 目 売 上 経 費

売上高（15,000×10名） 100,000

人件費（オーナー講師） 50,000

家賃 0

サポート費（月次） 5,000

営業利益 45,000

（入会者10名・授業料¥10,000の場合） （税別）

◆契約内容 ヒューマニティー・JUNKKリビングサロン（契約エリア：個人自宅単位）

授業料は6,000円～20,000円の範囲でオーナー判断で設定することができます。入会金設定も同様です。



・幼児・小学生パルキッズ英語コース

指導対象：０歳～小学生

株式会社児童英語研究所開発のパルキッズ教材を使ったコース

開講条件：パルキッズ教材購入 パルキッズ指導研修受講

・現在、全国幼稚園・保育園においてヒューマニティーDREMS導入実績有

導入希望幼稚園・保育園も募集中！！

※オプションコースご希望の方は、担当にお申し付けください。
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◆オプションコースのご紹介



◆主な業務内容

①入会生徒指導及び保護者指導

②ヒュ-マニティー・JUNKKスクール

ヒュ-マニティー・JUNKKリビングサロン 生徒募集業務

③保護者対象ご褒美サロンや各種イベント開催

④ママテーィチャー講座の開催 等

※開業までに研修等で具体的指導をします
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JUNKK活動案内
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郡山市ヒューマニティー幼保学園
・TOPキッズアカデミー

きれいな園舎で園長と理事長

先生のおはなしに集中!!

ママティーチャー講座

かわいいバスがお迎えに来てくれます



JUNKK活動案内
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四国今治市アップルキッズ

京都ドリーム★サロン

カードフラッシュ取り組み

子どもたちの目はキラキラ☆

教室風景



ヒューマニティー・JUNKKスクール現場からの声

指導講師 協会認定マスター講師
ヒュマニティー・JUNKK学園事業本部
スクールマスター
佐藤 智美先生

右脳教育の講師として、日々子ども達とのレッスンを行う中で、

出来なかったことが出来た瞬間の

子ども達の喜びの嬉しい表情がとても印象的です。

その瞬間にみんなで喜びを共有し、成長を共に見守っていける喜びがあります。

レッスンは、基本的に「楽しく！」がとても大切なので、子ども達の笑顔が見られます。

右脳教育は、子ども達の「やりたい！」を上手く引き出しながら、

この大切な時期に沢山の経験や刺激を与えてあげる事で、

よりその子の可能性を引き出していけるという「やりがい」を感じています。

子ども達の成長の変化を目の前に感じる事が出来るのは、私自身も子ども達から貴重な体験をさせて頂いています。
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保護者の声

レッスン感想 Kくん（年長）

以前はお受験専門の教室に通わせていましたが、

3ケ月で拒絶反応が出て辞めることにしました。

そのことで勉強嫌いになってしまい、親子で落ち込んでいた時に、

ドリーム★サロンに出会いました。

おかげで、今は「勉強が楽しい」「先生大好き！」と楽しく通っています。

地図が得意だということも分かり、47都道府県の形を見るだけで答えられるまでに！

びっくりです！挫折した息子を救ってくれたドリーム★サロンには感謝しかありません。
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開業までの流れ
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スクール及び
リビングサロ
ン申し込み

電話面談とオ
ンライン面談

希望によりス
クール見学

契約

研修 開業 契約から開業までは、
最短でも約２ケ月を要します。

詳細については担当よりご説明致します。



JUNKK講座案内
ママテーィチャー講座
講座費用：20,000円（税別）

研修時間：150分

受講対象：右脳教育に興味のある全ての皆さま

協会認定講師講座
講座費用：125,000円（税別）

認定費用：10,000円（税別）

研修時間：6時間

理論編研修終了後、実践指導2回（研修費込）

受講対象：ヒューマニティー・JUNKKリビングサロン登録契約者

協会認定マスター講師講座
講座費用：250,000円（税別）

認定費用：30,000円（税別）

研修時間：12時間

理論編研修修了後、実践指導4回（研修費込）

受講対象：ヒューマニティー・JUNKKスクール登録契約者
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JUNKKメンバー
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理事 中山 淳子代表理事 本田 右志
ヒューマニティー・JUNKK学園事
業本部 代表

理事 瓜生 麻美

理事 各務 里奈 顧問 生駒 大貴 顧問 入佐 美南子

経歴はJUNKKホームページをご覧ください https://junkk.jp/member

https://junkk.jp/member


JUNKK一社）日本右脳記憶教育協会 設立：2016年9月16日

本部事務局 https://junkk.jp/

〒564-0054大阪府吹田市芳野町6-3-602

TEL：06-7163-3599 

ヒューマニティー・JUNKK学園事業本部

東日本統括本部／東京本部事務局

https://humanity0310.com/

〒131-0033 東京都墨田区向島2-13-11 プレセダンヒルズ304号室

関西統括本部 https://dreamkids.love/

〒605-0015 京都市東山区南木之元町536-2

四国・中国統括本部 https://applekidsdot.wordpress.com

〒794-0015 愛媛県今治市常盤町7丁目1-43 佐々木進学教室 幼児部

TEL:0898-35-5705
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東日本統括本部
東京本部事務局
（白い建物）

本資料に関するご質問は、本部事務局担当：本田までご連絡ください。
TEL：06-7163-3599／090-4647-8245

https://junkk.jp/
https://humanity0310.com/
https://dreamkids.love/

