
　運動カリキュラムでは、「走る」「跳ぶ」
「蹴る」などの基本的な動きをバランスよ
く組み入れることによって、「自立に必要
な3つの力」のひとつである「体の力」を育
てます。
　年齢やその子の状況にあわせた目標プ
ログラムを行います。柔軟・ストレッチ・ブ
リッジ・ブリッジ歩き・三点倒立・跳び箱
などを身につけます。

　からだを使ったリズムあそびや
ピアニカ演奏をします。絶対音感
を身につけるための訓練です。

学び事がオプションで選べる
　ご希望に応じて、そろばん・習字・英語・パ
ズル・速読・小学受験などの学び事を、サク
セス施設内で並行して受講することができ
ます。送迎・移動がないワンストップで安心 
• 安全に、十分な時間で学び事を受けるこ
とができるのは、総合学習塾併設の学び舎
ならではのメリットです。

充実のプログラム

学習プログラム 運動プログラム 音楽プログラム

　ヨコミネ式を更にパワーアップさせたサクセ
スだけのオリジナルプログラム。毎日やること
で着実に無理なく身につきます。「知育」「徳育」
「体育」の三位一体のバランスのとれた教育で、
アフタースクールが価値のある時間となりま
す。

学校の宿題サポート
　サクセスに入室後、専任講師が確認し、学校の
宿題のプロセス管理指導にあたります。

しつけ教育
　「自立」することを目的とするアフタースクール
の基本理念として「しつけ教育」を徹底させます。
あいさつ・礼儀・整理整頓・お片付け等の徹底。自ら
できることはできるだけ子供自身で行います。ま
た、お友達同士の関わりからも心の成長が育まれ
るように、講師は見守り、サポートしていきます。

学習能力の向上プログラム
　勉強の間に運動を行うことに
よって、注意力・やる気を高め、脳神
経回路を強化するプログラムを導
入。また、自ら発信する能力を幼少
時期から身に着けることにより、プ
レゼンテーション能力を養いま
す。

おやつ 
　季節のおやつからイベントおやつ等、手軽なお
やつをご提供します。

高水準なイベントプログラム
　総合学習塾部門と共同で、様々
な分野のイベントを開催。サクセス
では、様々なことを経験し、「好き」
を見つける機会・興味の種を植え
る機会を提供し続けます。

　幼児にとっては「遊び」も「勉強」も区別がありま
せん。幼児にとっては、どれもが遊びであり、勉強
です。「大人が正しい方向を示し導くこと＝教育」
だと私たちは考えます。

英語プログラム
　インターナショナルスクールを運営し、確かな教
材と教授法で定評のあるアニーイングリッシュの
ネイティブレッスンを導入。質の高いレッスンプロ
グラムを毎日受講できます。タブレット・ＰＣを活
用し、最先端のＩＣＴを採り入れたレッスンで会話
力・理解力の上達が実感できます。好奇心をくすぐ
る数々のアクティビティ、カード・Ｑ＆Ａ・ＴＰＲ（全
身体的反応法）などをテンポよく展開します。

ご利用料金・ご利用日

詳しくはお問い合わせください

基本時間：15：00～19:00
休 校 日：土・日・祝日および年末年始・お盆期間
　　　　　　　※当塾年間スケジュールによる

通 常 月謝

維持管理費

入 会 金

教 材 費

前後 延 長

週５日

40,000円

6,000円

週4日

36,000円

5,000円

週3日

30,000円

4,000円

30,000円

半期に 24,000円（4月・10月基準）

500円/30分 加算　※10分経過後、加算となります。

『子供は競争したがる』
『子供は真似をしたがる』

『子供はちょっとだけ難しいことをしたがる』
『子供は認められたがる』

４つのスイッチ
 Pushします!!

 子供のやる気のた
めの

楽しく
学ぶ♪

みんなで
仲良く♪

元気に
動く♪

「わかる」

「できる」
が

嬉しい♪

学ぶ力

心の力 体の力

　ヨコミネ式教育法に沿った幼児・児童教育を行っている「個別志導のサクセス」を母体と
するアフタースクールです。お子さまにとって小学校時代、特に低学年期は人間形成（基礎
学力・協調性・積極性・リーダーシップ等）における非常に大事な時間です。
　人格形成も、学力も、体力もこの時期の過ごし方で大きく変わっていきます。様々なこと
にチャレンジする好奇心、あきらめずに最後までやり遂げる忍耐力、仲間と一緒に何かを
するといった協調性を育みます。
　毎日通えるアフタースクールだからこそ、学ぶ姿勢と習慣が身につきます。 一緒に生活
し、一緒に勉強する、毎日チャレンジするから、できるようになる。 ひとつのことができるよ
うになると、自信につながり、連鎖的に他のこともできるようになります。

頭と心と体を鍛えるアフタースクール

説明会日程

2/18土・3/5日
カリキュラム基本スケジュール【月～金】※学び事（そろばん・習字・パズル道場・速読・小学受験科等）は、当塾スケジュールに

　沿ってそれぞれの曜日時間で受講いただけます。
入　室　15:00～

17：25～18：20

宿題サポート
宿題からスタート！決められたことをきちんとこなすという習慣を身に付けます。
おやつタイム 自分たちで配膳や片付けもやってみよう！
アニーイングリッシュ（英会話レッスン）最新のＩＣＴ技術を活用した質の高いネイティブレッスンに毎日触れることができます。
ヨコミネ式学習個々の能力に応じて、読み・書き・計算を主軸に学校の予習・復習もしっかりと指導します。

ヨコミネ式体操・体幹トレーニング「走る」「跳ぶ」「蹴る」などの基本的な動きをバランスよく組み入れることによって、「自立に必要な3つの力」のひとつである「体の力」を育てます。

18:20～19：00
トークミッションプログラム自己肯定観を育み、子供たちの成長を後押しします。
音楽
からだを使ったリズムあそびやピアニカ演奏などをします。お片付けタイム

19：00
お迎え

入室後～17：20

※入室・お迎えの間のスケジュールは、あくまでも目安です（体操・体幹トレーニングは固定）。
※体操・体幹トレーニングのみの受講も承ります（予定）。オールインワンのサクセスで他の学習も可能です。（裏面をご覧ください）

2017年春開校！アフタースクールは岡崎校のみで実施いたします。詳細はお電話でどうぞ。

頭と心と体を鍛える
アフタースクール とは?

自立した人財育成
プログラム

※金額には消費税が含まれておりません。  ※入会金について、ご兄弟
が2人以上同時に在籍する場合には、2人目以降の入会金を無料とし
ます。｠※また、ご兄弟が２人以上同時に在籍する場合には、金額の少
ない方の月謝を割引します。※他学び事を併用してご受講の場合は、
割引します。※送迎等のご相談は、お問い合わせください。

対象
幼児・小学生

入会金半額
+

最大6か月間
授業料2割引

（2017年4月～9月まで）

モニター
募集 限定10名

岡崎初

7つのポイントサクセス×ヨコミネ式
ならではの

世界に発信できる
リーダーづくり

with ヨコミネ式

～

http://www.success-okazaki.jp/will-kids



楽しみながら可能性を引き出す

サクセスKids 目標に合わせて選べる英語学習

サクセスEnglish

　楽しみながら頭脳を鍛える
魔法のコース。
　算数のセンスと様々な思考
力を確かな理論と方法論で育
成する頭脳トレーニングです。

　そろばんは「次世代の英才教育」。「記憶力」「集
中力」「精神力」「継続力」「処理能力」を育てます!
●幼児も安心！スモールステップでわかやすい教材
●１対１で個別対応します
●暗算にも力を入れています
●検定試験認定教場

●「姿勢」「筆・鉛筆の持ち方」など
　「基本所作」に力を入れています
●「書のリズム」を体得します
●お手本がなくてもくせのない
　美しい文字が書けます
●硬筆の授業にも力を入れてい
　ます

創造的思考力 算数のセンス 空間的知力

　「えっホント？」と意外なほ
ど読書スピードアップできる
のはISO式だから！本を読む
のが楽しくなり、長文読解に
も役立ちます。

情報処理能力が
高まる

読解力が
上がる

読むスピードが
速くなる

毎年10名以上の合格者を輩
出する附属小学校受験から
ハイレベルな附属小学校・中
学校の授業まで完全対応。
附属小受験 附属小学生

附属中学生 中学受験
本　宿 岡　崎 東岡崎 北岡崎

聞く、読む、話す、書くの４つのバランスを
重視して、目指すはTOEIC®Test600点!

本　宿 岡　崎 東岡崎 北岡崎

本　宿 岡　崎 東岡崎 北岡崎 本　宿 岡　崎 東岡崎 北岡崎

本　宿 岡　崎 東岡崎 北岡崎本　宿 岡　崎 東岡崎 北岡崎
〈対象：幼児～中３〉 〈対象：幼児～大人〉

〈対象：幼児～大人〉

〈対象：幼児～高3〉

〈対象：幼児～小6〉 〈対象：幼児～小6〉

幼・小・中・高一貫指導

附属小受験・附属生・中学受験

ネイティブ講師と日本人講師の絶妙な
バランスで楽しく英語を身に付けられる！

附属小受験
コース

きめ細かな一人ひとりに向けての指導で、早期から合
格に不可欠な論理的思考力を育てます。ペーパート
レーニング・巧緻性トレーニング・行動観察・面接練習
など受験に対してあらゆる面でのサポートはもちろ
ん、入学後のことまで考えた学習指導をしています。　

附属小学生
コース

附属小学校は公立小学校の２・３ステップ先を目指し
ています。普段から自学自習が求められる附小生だか
らこそ、プラスαの学習量は欠かせません。常に学校の
先取り学習はもちろん、ワンランク上の学習メゾットを
併用して中学校進学後に上位定着を目指します。

附属中学生
コース

附属小学校・中学校を熟知したサクセスならではの
コースです。公立中学とは授業の進度・レベルが大き
く異なるカリキュラムにしっかり対応しながら、岡崎・
岡崎北高校などのトップ校受験を目指します。附属中
学校専用の試験対策問題も用意しています。

▼

▼

愛教大附属岡崎中学校
過去８年間受験者100%合格!

中１
Kさん

成績アップデータ

定期テスト学年8位！
模試国語県内8位＆
全科目24位/757人中!

中3
Yくん

模試数学偏差値70突破!
過去最高偏差値達成!

愛教大附属岡崎小学校
平成28年度 入試実績

過去最高の

25名合格!!（基準定員105名）

４人に一人はサクセス生

聞く、読む、話す、書くの
４つをバランスよく習得
する独自の学習法です

個別・自立学習だからい
つからでも始められ、自
分のペースでがんばれ
ます

サクセスは、世界標準テストJET（ジュニア・イングリッ
シュ・テスト）・英検準会場です。

フォニックスとTPRを導入し
て英語をダイレクトに理解し
ていきます

経験豊富な親しみやすく、教え
上手な外国人のネイティブ講
師だから安心です

ハロウィーンやクリスマスパー
ティなど楽しいイベントも盛
りだくさん

説明会＆体験レッスンスケジュール

　塾での勉強が先に進んでいるので、学校で授業の時にも自信を持っ
て手を挙げ発言ができています。おかげで「授業が楽しい！」と言ってく
れるのは、親としても嬉しいです。特に速読は、授業が終わると毎回“今
日は何万文字（分速）読めて、何百文字内容が書けた”と嬉しそうに教
えてくれます。自分で進歩していることを実感できるのが楽しいよ
うです。（お母様）

　　速読ができるようになって、時々学校で本をパラパラ
めくりながら読んでいると、友達が“ほんとに読め
てるの！？”とビックリするよ！（裕基くん）

　いろんな習い事が、同じ教室で
できるのがいいですね。習い事も個
別指導なので、兄弟で進度が違っても
同じスケジュールで受講もできます
し、先生がいくつものコースを担当され

ているので、どのコースのこともほとんど一度に相談・対応していただける
のも助かります。何よりいろんな先生方と顔見知りで、子供たちの気心も
よく承知していただいているので安心してお任せしています。（お母様）

　そろばんはとにかく上位を目指してがんばりたいです。東海大会も
経験できたので、次は全国大会出場をめざしています。Ｌｅｐｔｏｎ
も中学校くらいのことが読み書きでき発音もほめてもらえるの
で、どんどんやりたくなります。塾での友達もたくさんでき
て楽しいです。（祐人くん）

地域N0.1学びの宝庫
サクセス塾長

近藤 成人

“子どもはみんな天才。他人を思いや
り、ともに成長する。その学びの場をこ
の地にご提供したい”。その想いがか
たちになりました。サクセスWiLLキッ
ズで、“凛とした素直な我が子の姿”を
思い描きませんか。

美文字キッズ
えんぴつの持ち方を短期間で矯正し、
同時に美しい文字（ひらがな）を習得します。

習字なのに個別指導！だから上達が早い！

みんなでハ
ロウィンパ

ーティー

仮装してみ
んなでわい

わい♪
イベント

イングリッ
シュフェス

ティバルイベント

『頭と心と体』の鍛錬 
“ヨコミネ式”を岡崎から

今西 裕基くん（小４）
サクセス小学部・
速読（Brain Boost）

柿木 祐人くん（小６）
　　 政人くん（小３）
サクセスそろばん・Ｌｅｐｔｏｎ

　イングリッシュ＋そろばん＋パズル道場＋サクセス小学部（姉）、イン
グリッシュ＋そろばん＋筆っこ＋パズル道場（妹）と、並行して２校舎に
通っていますが、それぞれのコースの先生方が子供目線で細やかに対応
していただけることや、どのコースの先生方も連携が取れていることも
あって、相談しやすく安心してお任せしています。人見知りがちな子
どもたちも、なかなか家の外では見せないような笑顔を見せたり
笑い声も聴こえたりして、伸び伸び学んでいる姿に驚いていま
す。これからも、さらに心豊かな学びを得られるよう、期待
しています。（お父様）

黒田 笑里ちゃん（小３）
　　 陽愛ちゃん（小１）
サクセスイングリッシュ・そろばん・
筆っこ・パズル道場・小学部 　附属小受験からお世話になっていま

す。あまり日本語のわからない息子にとっ
て受験は厳しい鍛錬だったと思いますが、細やかに見てもらえることで
少しずつ語彙も増えました。自立学習指導とマンツーマン指導のおかげ
で日本語独特の言い回しなど難しい表現も一歩ずつ習得していますが、
今ではなんとか一人で算数の文章題もできるようになり、助かっていま
す。附属小学校入学時を思うと勉強への意欲が見違えるように上がっ
ていますし、親への感謝をも学んでくれました。また、サクセス小学
部とＬｅｐｔｏｎを交互に習うことで飽きずに毎日のように塾に
行くことができる環境があります。この場所と先生方に巡
り会えたことに、とても感謝しています。（お母様）

小柴 ペドロ・ユウキくん（小３）
附属小ハイクラス・Ｌｅｐｔｏｎ

0120-52-3902
コベツ サクセス レッツゴー

受付時間
月～金／13:00～22:00

http//www.success-okazaki.jp

お問い合わせ・お申し込みは
お電話またはホームページから
お気軽にご連絡ください。

Facebook更新中 岡崎市柱曙1-3-5 発知ビル2F

詳細はＨＰまたは
お電話でご確認ください

サクセス
そろばんクラブ

サクセス
イングリッシュクラブパズル道場 習字の筆っこ 美文字キッズ Lepton

毎週火または金

BrainBoost
ISO式速読

219日
311土 219日

311土 219日
311土211土 34土

24土
34土

岡崎校　　毎週水
東岡崎校　毎週月
北岡崎校　毎週木

326

483

43

羽根町北ノ郷

柱曙２丁目

柱町上荒子

岡崎校
岡崎駅

郵便局

岡崎信用金庫

蒲郡
信用金庫

ローソン ファミリー
マート

羽根小学校

J
R
東
海
道
本
線

併設

愛知県岡崎市山綱町中野6-35

愛知県岡崎市柱曙1丁目3-5 発知ビル2F

愛知県岡崎市明大寺町諸神10-10 明大ビル1F

愛知県岡崎市井田町寺前30-1


