
 

 

 

●プログラム期間  

  YMCA では年間を通じて 3 期に分けてプログラムを実施します。2022 年度第 1 期は 2022 年 4 月 18 日

（月）～7 月 18 日（月）まで。別紙カレンダーを参照ください。 

  

●お申し込み方法  

オンラインにてお申し込みください。メトロポリタン YMCA ジャパニーズセクションのウェブサイトよりア

クセスできます。お申し込みは先着順で、定員となり次第締め切りとさせていただきます。お支払いは

PayNow のご利用をお願いいたします。ご参加確定の方に、送金に必要な入力コードと QR コードをお知ら

せいたします。 

 

●メンバーシップ登録費  

メトロポリタン YMCA のプログラム申し込みには、会員登録が必要です（一年間有効）。登録費用として年

間費＄10.70 が必要となり、参加費と併せてお支払いいただきます。オンラインでのお申し込み時に、

MYMCA MEMBER（会員登録／入会・更新含む）にチェックを入れてください。また、有効期限が切れて

いる方、近づいている会員の方も年間費のお支払い（更新）が必要です。  

 

●キャンセル規定  

お申し込み後に都合によりキャンセルさ

れる場合は、右記の通りキャンセル規定

が適用となります。 

 学期開始 1 週間前（4/11）まで  →費用の 75％を返金 

 学期開始 6 日前～前日   →費用の 50％を返金 

 学期開始以降  →返金はありません 

 

●振替レッスン  

振替制度は設けておりませんので、できるだけお休みのないようにご参加ください。おやこたいそうクラス

は振替予定クラスに空きがあった場合のみお受けできます。 

 

●クラス変更  

期間中の自己都合によるクラス変更の場合は、手数料として＄16.05（GST 含）のお支払いが必要です。 

 

●クラス予定について 

 今後コロナの影響等を受けて、期間中のスケジュール変更や開講を見合わせる場合がございます。 

 予めご了承ください。 

 

     メトロポリタン YMCA ジャパニーズセクション 

 Address 60 Stevens Road Singapore 257854 

TEL 6839 8350 

MAIL japanese@mymca.org.sg 

HP https://www.mymca.org.sg/connect  
facebook mymca.singapore.japanese 

 

第 1期プログラム 

2022 年 4 月～7 月 

月 



                      プログラム一覧／2022年度 第 1期（4～7月）  

 

●おやこたいそう ：お子様とおうちのひとが一緒に活動することによって、親子のスキンシップをはかりま

す。また、集団の中での活動を通して社会性を養います。  

クラス名 対象 時間 定員 費用 

おやこ A（火） 1 才 6 ケ月～ 

年少になるまで 
10：00～11：00 各５組 

＄270 

（全 12 回） おやこ B（木） 

 

●体操クラス   ：リズム運動や柔軟性、バランスを高める運動に加え、マットや鉄棒、跳箱などの器具に 

          慣れ、楽しみながら技能の習得とスキルアップを目指します。 

クラス名 対象 時間 定員 費用 

キッズ A（水） 年少～年中 
16：30～17：30 

各５名 
＄270 

（全 12 回） 

キッズ B（金） 年中～年長 

ユース A（水） 小学 3～6 年生 
17：40～18：40 

ユース B（金） 小学 1～3 年生 

 

●水泳クラス   ：水に親しみ個々の技術に応じてスキルアップを目指します。また、水の特性を知り『い 

のちをまもる』ための水上安全技術を習得します。  

*対象（ワッペン）については、別紙「YMCA アクアティックカリキュラム」を参照ください。 

曜日 時間 クラス名 対象（学年） 対象（ワッペン） 定員 費用 

月曜日 15:15‐16:15 ユース A1 小学生 さんま～とびうお 

各 5‐8 名 
＄300 

全 12 回 

16:30‐17:15 キッズ A 年中‐小学生 たつのおとしご～ふぐ 

17:30‐18:30 ユース A2 小学生 とびうお～いるか 

火曜日 15:30‐16:15 キッズ B1 年中‐小学生 たつのおとしご～ふぐ 

16:30‐17:15 キッズ B2 年少‐年長 かに～くらげ 

17:30‐18:30 ユース B 小学生 （たつ）ふぐ～とびうお 

木曜日 15:30‐16:15 キッズ C1 年少‐年長 かに～くらげ 

16:30‐17:15 キッズ C2 年中‐小学生 たつのおとしご～ふぐ 

17:30‐18:30 ユース C 小学生 とびうお～いるか 

 

●アウトドアクラブ：自然散策、野外調理やクラフトなどを行います。異学年との協同は、思いやりの心を育

み自立心を育てる絶好の機会となります。 

クラス名 対象 時間 定員 費用 

キッズクラブ 年少～年長 9：30～15：30 

(日曜日： 

5/8.6/12.7/3 予定) 

各８名 
＄180 

（全 3 回） ユースクラブ 小学 1～6 年生 

 

水泳クラスは屋外プールのため、大雨・雷などの悪天候の場合は室内運動または中止する場合があります。それらが 

 3 回以上になった場合は、学期末に振替レッスンを行います（1 回のみ）。 

アウトドアクラブに新規でご参加の方は、別途 T シャツ代として＄11.00 が必要です。  

体操クラス（おやこたいそう）に新規でご参加の方は、サイズ在庫がある場合のみ T シャツ購入していただけます。 

 ご希望があれば、お声かけください。 

各プログラムともに 3 名に満たない場合は開講見合わせとさせていただきます。 



1 プールサイドに腰を掛けてバタ足ができる

2 プールサイドに入って水中を歩くことができる

3 プールに入って顔を洗うことができる

4 プールに入って顔を水につけることができる

5 鼻までつけてバブリングができる

6 プールサイドから立ち飛び込みができる

7 水の中に3秒間顔をつけることができる 

8 支持有りで３秒間頭まで渚ることができる

9 支持なしで３秒間頭まで潜ることができる

10 水中で目を開けることができる

11 頭まで潜ってボビングができる 

12 伏し浮きができる

13 伏し浮きからの立ち方ができる 

14 けのび（３ｍまたは５秒間）

15 背浮き（３秒間）

16 背面けのびからの立ち方まで

17 けのび（幼児4m、小学生以上5m) 

18 けのびバタ足（幼児6m、小学生以上8m) 

19 面かぶりクロール（幼児6m、小学生以上８ｍ)

20 背泳ぎキック８m   

21 背泳ぎ８m

22 クロール８ｍ

23 クロール１５ｍ

24 クロール25ｍ（距離）

25 背泳ぎ25ｍ（距離）

26 クロール50ｍ（距離）

27 背泳ぎ50ｍ（距離）

28 クロール（フォームC) 25m

29 背泳ぎ（フォームC) 25m

30 平泳ぎキック（壁支持）

31 クロール100m (距離）

32 背泳ぎ100m  (距離）

33 平泳ぎ25m (距離）

34 クロール（フォームB ) 50m 

35 背泳ぎ（フォームB ) 50m

36 平泳ぎ（フォームB ) 25ｍ

37 バタフライ25m  (距離）

38 クロール（フォームA) 100m

39 背泳ぎ（フォームA) 100m

40 平泳ぎ（フォームA) 50ｍ

41 バタフライ（フォームB) 25m 

42 個人メドレー100m 

43 バタフライ50m (距離）

44 バタフライ（フォームA) 50m

45 クロール50m (50 秒以内）

46 背泳ぎ50m  (60 秒以内）

47 平泳ぎ50m  (60 秒以内）

48 個人メドレー200m

49 クロール100m  (1分30 秒以内）

50 背泳ぎ100m (1分40 秒以内）

51 平泳ぎ100ｍ (1分50 秒以内）

52 バタフライ50ｍ（45秒以内）

53 個人メドレー400ｍ

1 安全にプールに入る（浅い所）

2 壁を持って移動する（深い所も含む５ｍ）

3 浮くものを持って浮く（１分）

4 深い所への立ち飛び込みからのリターン

5 浮いて待つ３分

6 パイクサーフェスダイブでスタート並行潜水１２.５ｍ

7 エレメンタリーバックストローク２５ｍ

8 フロントブレスト２５ｍ

9 スカーリング（エール：頭先）２５ｍ

10 浮いて待つ10分
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曜日 時間 クラス名 対象（学年） 対象（ワッペン） 

月曜日 15:15‐16:15 ユース A1 小学生 さんま～とびうお 

16:30‐17:15 キッズ A 年中‐小学生 たつのおとしご～ふぐ 

17:30‐18:30 ユース A2 小学生 とびうお～いるか 

火曜日 15:30‐16:15 キッズ B1 年中‐小学生 たつのおとしご～ふぐ 

16:30‐17:15 キッズ B2 年少‐年長 かに～くらげ 

17:30‐18:30 ユース B 小学生 （たつ）ふぐ～とびうお 

木曜日 15:30‐16:15 キッズ C1 年少‐年長 かに～くらげ 

16:30‐17:15 キッズ C2 年中‐小学生 たつのおとしご～ふぐ 

17:30‐18:30 ユース C 小学生 とびうお～いるか 

 

  

対象（ワッペン） 泳力目標・目安 

かに～くらげ  水慣れからけのびまで。 

遊びを通して水泳への興味・関心を引き出します。 

たつのおとしご～ふぐ  バタ足から、クロール・背泳ぎに取り組みます。ひとりひとりの

「できた！」を大切にします。（ひとりで浮くことができる。ひ

とりでビート板を使ってバタ足で進むことができるひと） 

（たつ）ふぐ～とびうお  クロール・背泳ぎを丁寧なフォームで泳ぐことを目標にします。

平泳ぎのキックにも取り組みます。 

（ひとりで８ｍ以上泳ぐ/進むことができるひと） 

さんま～とびうお クロール・背泳ぎ 50/100ｍ泳ぎきることをめざし、平泳ぎにもチ

ャレンジします。（クロール・背泳ぎで 15ｍ以上泳ぐことができ

るひと） 

とびうお～いるか バタフライの導入。4 泳法バランスよく泳げること、きれいに速

く泳ぐことを目標にします。（クロール・背泳ぎ習得済み、平泳

ぎ練習中のひと以上） 

YMCAアクアティックカリキュラム 

 

*プログラムお申込みに関しては別紙「第 1 期プログラム」案内をご参照ください 

*対象（ワッペン）については以下をご参考ください。 

*お申込み後に、クラス全体の泳力をみてご移動をお願いする場合がございます。 

 ご不安の場合は、お気軽にご相談ください。 

 

YMCA アクアティックプログラムでは、「じぶんのいのちを守り、みんなのいのちを大切に」をスローガンに、

水上安全技術も習得します。「泳げるようになる」ということは、「いのちを守る」技術を習得するというこ

と。ひとりひとりの「できた！」を大切に、目標に向かって積極的にチャレンジする気持ちや自信を育みます。 

 
2022年度 第 1期プログラム一覧 

クラス別プログラム内容/目標 （泳力目安） 
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