20１４年６月２５日
小学生の保護者様へ

個別指導 キャリア
塾長 三輪昇平

「夏期講習」のご案内
初夏の候、保護者の皆様におかれましてはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。
学校の授業が休みの時期は、今までの復習をすることは当然のことですが、苦手な教科、不得意なこ
と、初めての体験などにチャレンジするチャンスでもあります。
キャリアの夏期講習は、1 回の個別指導に対し、学校の宿題をする７０分間の自習がセットになって
います。これにより、塾側で、夏休みの宿題の進捗についてある程度管理できます。

「勉強」と「志事（仕事）」の「かけ橋」になります！
キャリア・タウン

学校のお勉強

なりたい職業

大人になったらなりたい職業の中から、講座を選ぼう！
なりたい職業

キャリア・タウン

おススメ特別講座

学者・博士・お医者さん

➊理科実験講座 ・➋英語検定講座 ・➎作文講座
➐文章読解講座 ・➑速読＆速聴講座

食べ物屋さん

➊理科実験講座 ・➍算数の総復習講座 ・➑速読＆速聴講座

学校の先生

➌英単語の暗記方法講座 ・➍算数の総復習講座 ・➎作文講座
➏漢字の暗記方法講座 ・➐文章読解講座

少人数制一斉授業
◆ ➊

理科実験講座

◆
【回数：１回】

目的： 夏休みの宿題になっている自由研究から、何かに興味を持てるように引き出す。
30 種類の中から好きな実験を自由にお選びいただけます。持ち物は筆記用具のみです。理科実験の後に

理科

は、実験に関連した中学または高校の入試問題にチャレンジできます。学校の夏休み課題「自由研究」とし
て、利用される方におススメです。＜実験キット：\1000 円＞
日時：７月２７日（日）19 時 00 分～21 時 00 分
定員：12 名（定員になり次第、締切となります。）

１：２の個別指導講座

朗報！「学校の宿題をする自習」を「個別指導」の前後にセッティング
講習期間

時 間 帯

講 習 費（税込）

＜１回:７０分＞

7/19(土)～8/31(日)
詳細については、別紙
の夏期スケジュール表
を参照してください。

１時間目

午前 10 時 50 分～午前 12 時 00 分

２時間目

午後 1 時 00 分～午後 2 時 10 分

３時間目

午後 2 時 20 分～午後 3 時 30 分

４時間目

午後 3 時 40 分～午後 4 時 50 分

１回あたりの講習費：2,300 円
【ご注意ください】
夏期講習をキャンセルされる場合、その分のみ、お
申込みされた金額を半額にさせていただきます。

指導概要

指導教科

◆ ➋

英語検定講座（５級）

◆

【回数：全５回】

目的： 英語検定を受験したいという向上心を育む。
目標を持って英語を学習したい方におススメします。使用教材は、小学生が英語検定を
受験することを前提として作成されています。＜使用教材：英検５級 \2000 円＞
英語に慣れ親しみたい方は、「英単語の暗記方法講座」をおススメしています。

◆ ➌

英語

英単語の暗記方法講座

◆

【回数：全５回】

目的： 英単語の覚え方を知っておくことで、中学生になったとき英語に困らないようにする。
英単語の暗記方法講座では、
ステップ➊：ローマ字の読み書きができることを確認します。
ステップ➋：英単語を発音できるように、「音絵単」を活用します。
これはネイティブの発音を聞きながら、イラストと英単語

book

を同時に覚えていくパソコンソフトです。右脳と左脳を同
時に使うので、記憶効果は大。また、ゲームをするように楽しめる工夫がなされています。
ステップ➌：英単語の発音をカタカナで書いて、それをローマ字に変換し、英単語の綴りを覚えます。
＜使用教材：音絵単と英単語暗記ノート \500 円＞

◆ ➍

算数の総復習講座

チェックテスト（宿題）

算数

◆

不合格単元のみ個別指導

宿題

宿題解説

確認テスト

チェックテストにより苦手単元を見つけ出し、その単元のみを指導します。回数については、宿題にな
っているチェックテストが終了した時点で、メールにてご連絡いたします。

➊小学２年生からの総復習 ＜使用教材：フォレスタステップ \1800 円＞
➋１学期の総復習
・基礎コース ＜使用教材：フォレスタ \1800 円＞
・標準コース ＜使用教材：小学生ワーク \1800 円＞（全国順位の分かる確認テスト付）

【回数：４回～】

◆ ➎

作文講座

◆

【回数：全６回】

目的： 一文の成り立ちから評価が高くなる文章の書き方まで指導する。
一文の成り立ちや指示語などを学習した後、国文法を意識しつつ正しい文が作るように指導
します。全６回のうち、５回目および６回目では、学校の宿題で出されている読書感想文の書
き方を指導します。 ＜使用教材：ＧＴ国語 10 級 \1400 円 と 作文力をつける \1100 円＞

◆ ➏

漢字の暗記方法講座

【回数：全２回】

◆

目的： 漢字の覚え方を知ってもらう。
生徒に部首の成り立ちについてイラストを使って説明し、漢字に興味を持てるように指導します。次に、
「きっかけ」を覚えることにより漢字を思い出す方法を解説し、実践演習をします。
＜使用教材：漢字ドリル（教科書準拠） \1000 円＞

◆ ➐

文章読解講座

【回数：全５回】

◆

目的： 設問文の条件に応える方法や、文章の読み方を指導する。
難易度の異なる文章読解問題を指導します。
➊基礎コース ＜使用教材：読解はかせ上 \1200 円＞
➋標準コース ＜使用教材：読解はかせ下 \1200 円＞
➌応用コース ＜使用教材：論理エンジン \1200 円＞

国語 ◆ ➑ 速読＆速聴講座 ◆
【回数：全４回】

目的： 正確に速く、文章を「読む力」と「聴く力」をトレーニングする。

この講座で習得できること
・集中力がつく。
・学習スピードが速くなる。
・見間違いなどのミスを減らすことができる。
・人の話を正確に聞けるようになる。

これらは、将来、子供たちが仕事で活躍するための土台となります。目から速く正確に情報をインプット
する「速読」が定着すると、元の速度に戻りにくくなるそうです。小学生の時に習得していれば、中学生、
高校生になると効率良く勉強することができます。さらに、耳から速く正確に情報をインプットする「速聴」
が可能になると、学校の授業中では先生の話の内容をきちんと聞けるようになり、短時間で多くのポイント
を理解できるようになります。その結果、多くの参考書、問題集を解けるので、点数ＵＰに期待できます。
なお、異なる難易度の文章をご用意しておりますので、相応しいレベルをお選びいただけます。
●速 読：高速で文章を読むトレーニング

→

高速で理解するトレーニング

→

高速で全体を把握するトレ

ーニングを行います。
●速 聴：２倍～５倍に高速にした音声を聴きとるトレーニングを行います。そして、その文章の内容を理解し、
記憶できているかどうか問題を解いて確認をします。

＜使用教材：きくきくドリル \2000 円＞

➒ 兵庫模試
夏期講習期間の成果を確認するために兵庫模試を実施します。
対象学年

対象科目

小学４・５年

算･国･社･理

小学６年

算･国･社･理

テスト日および時間
8/３１（日）18 時４0 分～21 時０５分

受験料（税込）
¥2,340
¥3,290

➓ 漢字検定
漢字検定グランプリの成果を出そう！
対象学年

テスト日および時間

受験料

小学２～６年

8/２２（金）1５時４0 分～１６時５０分

塾生は無料

夏期講習をお申込みされる方へ
ＦＡＸしていただくもの
①

夏期講習

第一希望

時間割

希望締切日は、７月１０日(木)です。

担当講師を決定した後、
「夏期講習

時間割」をＦＡＸにてご連絡いたします。

なお、夏期講習のお見積りについては、お申込用紙の右側にある「簡易お見積り作成表」をご利用くだ
さい。

●

納金日

および

キャンセル

について

講座終了後、受講内容を報告させていただく面談時に納金願います。なお、夏期講習をキャンセルされ
る場合は、その分のみ、お申込みされた金額を半額にさせていただきます。

●

振替

について

振替授業はございません。そのお詫びとして、夏期講習の個別指導のみ、５回につき、１回分の個別指
導を無料にさせていただきます。

