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夏 期 講習

【幼児・小学生用】

申込締切6/28（金）





申込締切6/28（金）

◆夏期講習期間 7/20（土）～8/31（土）
6/23日（日）
親の共育セミナー
「夏休み前に知らないと損する

子供の伸ばし方」
＆

夏期説明会
13：00～16：00 場所：岡崎校

WiLL公開授業セミナー参加者だけの

夏期スペシャル特典あり！

STEP1

まずは、中身を吟味してください
サクセスでは、一人ひとりのお子様としっかり向き合い、その子に合わせたサポート
をしていくため、まずは夏期講習の内容やイベントをご確認ください。

STEP2

必要があればご相談ください
様々な悩み・状況、保護者様のニーズなどを確認させていただきます。また、サクセスの
特徴やシステム、料金プランなどの説明もいたします。学習や、受験、教育などどんなこと
でも構いません。お気軽にご相談ください。経験豊富なスタッフがお答えいたします。

STEP3

申込
申込用紙に希望のイベントをチェックし、必要事項をご記入して提出してください。

出席表が必要なプログラムは、出席表も併せてご提出ください。

なお、記載されている受講料等は税抜き価格を示します。

STEP４

夏期講習を受講
約1ヵ月の夏休みを通して学び、様々な事に挑戦します。特に苦手な教化等はまとまった
時間を取って行ったほうがより効率的にできます。夏休みという機会だからこそできる事を
やっていきます。いろんなことを体験し、大きな経験値を得ましょう♪

HP☎0120-52-3902

夏期詳細は、HPにて
申し込みは、お電話または、ＨＰより
（受付時間：平日13：00～21：00）

ＨＰ：http//www.success-okazaki.jp

（選択のポイント）

お子様がワクワクするものも一緒に選択してください！

お子さんの成長を想像してみてください？9月にはどんなことが変わりましたか？
どう変わって欲しいですか？

申込フォーム
必要事項を記入して送信→→→

https://forms.gle/fvDMnyN6wEY2ghbCA



◆レインボーサマースクール

一人ひとりに合わせた成長がみえる！ お子様の成長を生活を通してサポートします。

◆日程 8/2４(土)14：00～25(日)11：00 １泊２日

◆場所 WiLLキッズ岡崎校：岡崎市柱曙1-3-5発知ビル2F

◆参加費
20,000円（税別）→モニター価格15,000円
◆プログラム

①みんなで協力！夕ご飯を作ろう。買い出し～片付けまで、チームで協力して行うチームワーク
②お風呂はみんなで銭湯へ！自分でお金が払えるかな？公共でのルールを学ぼう！
③寝る準備は何をする？みんなで協力、何をしたら次の日に困らないかな？みんなで考えてみよう！
④朝起きたら何をする？朝の支度や朝ごはんの準備をしよう！
お母さんはどんなことをしてくれているかな？自分には何ができるかな？

⑤みんなで水遊び♪濡れた水着は自分でお洗濯しよう！
⑥おやつを食べてひと休み
⑦楽しかったお泊りを振り返ってみよう！TMP（トークミッションプログラム）
⑧11：00帰宅

◆心が強くなる。お泊り合宿

※プログラムラムは天候や状況により変更になる可能性がありますのでご了承ください。

対象：年長～小学生まで
定員：２0名

成長できる貴重な体験！

対象：年中～小学生まで

食費・材料費・銭湯代・保険料すべて込み

初開催に伴い、
親の共育セミナーにご参加の方

限定10名
モニター料金で参加可能！
アンケートや写真にご協力いた

だける方

不規則になりがちな夏休みこそ、生活習慣を整え、勉強習慣徹底のチャンス！
入退室の時間は、ご都合に合わせて選択可。習い事の時間に抜けてもOK!幼稚園や

学校がないこの時期をどう過ごすかにより、その子の価値観や人生観が形成されて
いきます。心と体と頭を鍛えるチャンス！根気力、体力、協調性etc…一皮むけた我が
子を楽しみに、ぜひWiLLキッズへ送り出してください！

とは？
ヨコミネ式を取り入れ、心と体と頭を鍛え自立して動ける子を育成するためのプログラムです。

勉強のみではなく、体操や音楽を通して心を鍛え、努力することで、困難に乗り越える忍耐力を鍛え
ます。また、様々な年齢の子との触れ合いを通し、まわりのことを考え、相手を認め、自分の意見も
踏まえ動ける人間力を磨いていくためのプログラムです。また、子供達の多感な時期にあらゆる分
野からのアプローチにより、その子の自信の持てる分野を軸とし、総合的に成長していくお子さんの
姿が見られます！家では甘えてあきらめてしまうこと、できない事でも、先生や友達の前では頑張
れる。頼もしく成長するわが子を楽しみに送り出してください。子供も親も先生も性格は様々です。こ
の子が成長するためのアプローチの仕方を一緒に考えていきましょう！
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7月・8月
金 土 日月 火 水 木

お盆休みお盆休み お盆休み お盆休み お盆休み お盆休み お盆休み

コース選択 日数 金額

サマースクール
（10：00～18：00）

1日間 10,000円

2日間～5日間 +9,500円/日

6日間～10日間 +8,500円/日

11日間～16日間 +7,500円/日

17日間～20日間 +6,500円/日

お泊り合宿 1泊2日 20,000円

※昼食代1日500円で承ります。
アレルギーをお持ちの方は、お
弁当とおやつをご持参ください。
※9：00～10：00・18：00～19：00
前後延長可能です。
（30分500円）
※詳しくは、HPまたは各教室
までお電話ください。

プログラム

◆ヨコミネ式体操 ◆勉強（学校の宿題フォローあり） ◆夏のお楽しみ体験プログラム ◆おやつ

探求day/ミュージックday/クッキングday/クラフトday/パズルday
≪大人気お楽しみタイム≫

※イベントプログラムは様々なプログラムを日替わりで行います。
自分の興味の苦手な分野でも、いろんなことにチャレンジし視野を広げることができます。

受講料一覧

日程 7/22（月）～8/23(金）20日間

場所 WiLLキッズ岡崎校：岡崎市柱曙1-3-5発知ビル2F

◆レインボーサマースクール

2019 サマースクール・お泊り合宿 出席表

キリトリ線 ✄

学年 氏名 ☎番号

□希望日記入欄（例：月曜日4日間、8/19～23の5日間、7/22（月）8/7（水）・8（木）・9（金）・19（月）の5日間等）

・お弁当希望 希望 ・ 不要
・お泊り合宿 参加（参加者には別途書類をお渡しいたします） ・ 不参加
・前後延長希望 希望（上記日程記入欄に希望時間をご記入ください） ・ 不要

9月2日より新学期スタート

合計 日



◆夏期講習小学部

【日程】7/22～8/24小学部出席表に準ずる
【開校校舎】岡崎校・康生校・北岡崎校

【内容】算数・国語（１学期までの復習・２学期の予習）

【定員】各時間12名

今、全国的に教育の内容が見直されています。、単なる「暗記学習」から、獲得した知識をどのように工夫
し使うかという「知識の運用」が強化されています。このような「知識の運用能力」や「工夫する力」を育てるに
は、学習基礎力（読み・書き・計算）徹底が大前提。それを無視して力はつきません。この時代の学習塾の役
割として、個々に合わせた内容の基礎・基本を徹底し、その上で「自力で考え、工夫する力」の育成を徹底し
ていきます。

基礎を徹底したい小１～小６

◆夏期講習 Genius小学校受験科

【日程】7/20（土）・27（土）・8/4（日）・8/31（土）10：00～11：30
【開講校舎】岡崎校
【内容】家族サポートセミナー、面接練習、行動観察、

指先・巧緻性トレーニング等
【持ち物】クーピー・鉛筆・のり・ハサミ
【定員】20名

愛教大附属岡崎小学校
受験の年長のみ

◆夏期講習 ジーニアスハイクラス

【日程】7/29～8/24ハイクラス出席表に準ずる
【開校校舎】岡崎校・康生校
【内容】基礎確認・応用問題重視
【定員】各時間12名

附中・中学受験
を目指す
小1～小６

中学校入試に出てくる、応用問題を解き切る力を付けるための力を付けます。自ら勉強に取り組む姿勢を付
けながら、手ごたえのある応用問題も自らの力で考え抜けるだけのタフさを養います。夏は、時間がとりやす
いため、この時期にいろんな問題にチャレンジしておきましょう。基本的には、四谷大塚の夏期講習テキスト
を使用しますが、レベルに応じて対応いたします。

幼児・小学生向け夏期講習

今年の受験に向けて準備が進んでいるかと思いますが、Genius受験科では、万全の態勢で入試に臨めるように夏期講習を開催いたします。
年長さんの段階でのお子様への接し方、どのように家族関係を築いていくか、各ご家庭をサポートしていきます。
受験を目指し、幼児期に必要な力を強化していきます。受験のためだけの勉強ではなく、受験を通して、今後必ず必要となってくる力を強化し
ます。年長の子なら、受けて損はありません。5年後の学習効率が全く違います。

お母様、この夏休みはどう過ごされますか？
「子供が一日いると、どうしてもイライラしてしまう」という方、「子供が自ら勉強するように
なってくれたらいいのに・・・」と思っていらっしゃる方。サクセスにお任せください。

15周年特典！
サクセスの他コース通塾中の方のみ

8時限10,000円→5,000円で受講可能！

小学部生 20時限（8月分込み） 23,000円

他サクセス生 8時限 10,000円

追加 2時限毎 2,000円

※小４以上、ぜんけん模試は全員必修となります。

全日参加 全日ではない場合

通塾生 24,000円 9,000円/日

講習生 30,000円 11,000円/日

※振替は、3,000円/日 にて承ります。



幼児・小学生向けイベント

◆日本漢字能力検定

【日程】8/21（水）11:00～岡崎校

小１～小６

受検級 検定料

1級 5,000円

準1級 4,500円

2級 3,500円

準2～4級 各2,500円

5～7級 各2,000円

8～10級 各1,500円

（税込）

英検申込受付期間 8/1～9/6 ～お申込みは各教室まで～
・検定日：10月5日（土） ・場所：個別志導のサクセス岡崎校

◆「検定強化通い合宿」

英検や漢検など検定にチャレンジするなら夏のうち！検定合格を、夏休
みの一つの目標とする子が多いです。目標を決め、努力し、検定にチャレンジ
し、目標を達成する。この小さな積み重ねが、お子さん自身に自信をつけ、勉強
に前向きになるチャンスです！

タイムスケジュール（予定）

英語検定・漢字検定にむけ、検定合格を目指したプログラム。速読+漢字と英語で語彙を
増やし、言葉を素早く記憶する能力を身に付けていきます。語彙が広がることで読解力もつ
き、国語や英語の定期テストの点数アップにもつながります。文系が弱い方にお勧め！

【日程】8/17（土）・18（日）北岡崎校
9:00～ 9:50 速読

9:55～10:45 漢字

10:50～11:40 漢字

11:40～12:25 ランチ

12:25～13:35 英語

13:40～14:30 英語

14:35～15:25 英語

検定料：右記表参照 ※小１終了レベルは１０級
夏休み、検定合格に向かって頑張ってみない？
夏休み中に頑張って合格できたら、バンバンザイ！
もちろん、ご家族での挑戦もOK！君は、何級に挑戦する？

◆ぜんけん模試

【日程】岡崎校 8/25（日）13:00～（小４～14：10、小5・6 4科～15：15）
康生校 8/26（月） 9:00～（小４～10：10、小5・6 4科～11：15）

・持 ち 物：筆記用具、定規
・受験科目：[小４]算・国 [小５・６]算・国・理・社・英
※小５・小６は算国理社または、算国理社英 を選択してください。

「うちの子のホントのレベルって？」
専任講師による結果分析とアドバイス付きで今の学力を確認できます。

①中学校と同じスタイルの応用含む実践的内容の総合問題構成
②愛知県規模での順位・偏差値などの細かな成績データ・内容分析も対応！
③学習相談、進路相談

小４～小６

サクセスだから
できる！

受験料 算国・算国理社 2,100円

英数国理社 3,000円

2日間 20,000円

漢字検定対策のみ 12,000円

英語検定対策のみ 12,000円



◆アニーサマースクール

ネイティブ講師とたっぷり触れ合える完全英語の環境。楽しいアニーメ
ソッドが盛り込まれたレッスンを体験できるチャンス！あなたもバイリン
ガルへの一歩を踏み出してみませんか？

年少～小６

日 時： 2019年8⽉4⽇（⽇）
場 所： 野外民族博物館リトルワールド

水筒、帽子、筆記用具

動きやすい服装で来てね！

旅行代金： 大人6,000円・子ども5,600円

※中学生以下は、こども料金となります。

※小２以下は、保護者同伴となります。

※料金にはバス代、リトルワールド入場料、

お食事クーポン1,000円分旅行保険代が含まれます。
※お食事クーポンは、お土産や貸衣装代にも使っていただけます。

※おこづかいやお弁当・おやつを各自ご準備いただき園内にも持ち

込んでいただくことも可能です。

個別志導のサクセス北岡崎校集合9：00発⇒17：00着予定

◆アニーEnglishツアー2019

アニーの先⽣たちと一緒にリトルワールドに行くよ！

アニーのスペシャル英語クイズラリーに挑戦しよう！

いろいろな国の料理を⾷べたり、かわいい衣装を着たり

することもできるよ♪みんなで楽しもう！

【日程】
7/23（火）・26(金)
15：00～16：15 幼児
16：30～19：00 小学生

7/30(火)・8/2(金)・6(火)・16（金）
13：00～14：15 幼児
【場所】 康生校
【金額】
幼 児 Aコース（4日間）11,600円 75分/回

Bコース（6日間）16,800円 75分/回
小学生 Cコース（2日間）12,800円 150分/回

アニーサマースクール ※通塾生の方も受講ＯＫ



◆Lepton特訓

【日程】7/22（月）・24（水）15:30～・16：25～康生校
7/23（火）・25（木）15:30～・16：25～岡崎校

◆OLECO

【日程】7/22（月）・24（水）15:30～・16：25～康生校
7/23（火）・25（木）15:30～・16：25～岡崎校

☆ライブ英会話 “ＯＬＥＣＯ”☆
ビジネスマンはじめｗｅｂ英会話はもう当たり前になっていますよね。

なぜ、ＯＬＥＣＯなのか？その理由は何よりその英会話力アップに直結するその実績とカリキュラム構成です。２０２０
年からの教育改革に即し、既に教材企業大手の学研とタイアップした指導内容が組み込まれ、「英語でしか話せない
環境」の中でも子どもたちが楽しみながら外国人の先生と話すことができます。Ｌｅｐｔｏｎとパッケージでの学習がおス
スメ。四技能と併せてホントに話せる英会話力が身に付き英語学習力も補強してくれます！

小学校での英語の授業必修化。英語の学習も算数や国語以上に必要になって入ります。そして、
中学入学とともに格段にレベルが上がります。そして、中学生からのオールイングリッシュ授業も近
い将来実現することになるでしょう！小学生の内から対策を！ 英語重視の時代で生き残るために

は、「読み・書き・話す・聞く」英検・TOEICに対応
この４技能が必須！ TOEIC600点を目指すLeptonで、総合英語力をグンッとアップできる！

年中～小６

◆そろばん特訓

【日程】7/22（月）・24（水）15:30～・16：25～康生校
7/23（火）・25（木）15:30～・16：25～岡崎校

得意な科目は何ですか？苦手な科目は？
もうすぐ一学期が終わり、待ちに待った夏休み！何をしようかワクワク、ドキドキしていませんか？でも学校がお

休みのこの時こそ、苦手を得意にするチャンス！苦手分野ができるようになったら、そろばんがもっと楽しくなりま
すよ！
サクセスの夏期講習は、そんな皆さんにいつもと一味違う、苦手を得意にしちゃう仕掛けを先生たちが準備中。

苦手な見取算を克服し、夏期講習が明けたら検定にチャレンジ！新しい級をＧet！ ライバルのあの子より早く上に
行けるよう、この夏期講習を是非、受講しよう！

年中～小６

年中～小６

幼児・小学生向け特別講習

OLECO（30分）2,500円/回

2コマ 3,000円
4コマ 5,000円

2コマ 3,000円
4コマ 4,000円

◆筆っこ夏休みの作品作り

【日時】7/21(日) 北岡崎校
①硬筆：9：00～10：00
②毛筆10：00～11：30

早々に夏休みの習字の宿題を仕上げよう！
夏休みの習字の宿題を、サクセスでやってしまおう！集中空間で、書き方のコツを聞いて
いつもよりも上手にかけるようにたくさん練習をしよう。今年の夏は、自信を持って提出で
きる一枚を仕上げよう！

小１～小６

筆っこ生は無料！
他受講者：1,000円



◆サクセス探究ラボ
【日程】7/22（月）・24（水）・26（金）13:40～15：25 康生校

7/23（火）・25（木）13:40～15：25 岡崎校
【内容】
7/22（月）・23(火)（※両日同じ内容になります）
「教えたいけどなかなか教えられないお金の仕組み」
講師：ファイナンシャルプランナー 彦坂氏

7/24(水)・25(木)（※両日同じ内容になります）
「どうやったら今の習慣から抜け出せる？セルフマネジメント」
講師：サクセス講師 富永亜美

7/26(金)
「読書感想文のかき方講座」
講師：サクセス講師 高木紀代美

小学生の心を育てる教育

意識が変われば、行動も変わる！
行動が変われば得られる成果も大きく変わる！
お母様、今年の夏休みはどう過ごされますか？「子供が一日いるとどうしてもイライラしてしまう」という方、「子供が自ら勉強す
るようになってくれたらいいのに・・・」と思っていらっしゃる方。サクセスにお任せください。

お子様が勉強法を身につけられるできるかどうかは、お子様の意識次第だと思いませんか。自ら目標を設定し、自ら行動を選択
し、自ら実行する“主体性”は、自分自身の中に「勉強する理由」が見つかることによって養われるのです。「小学生だからこそ生き

生きと学ぶことができる土台作り」がこれから勉強を進める上で、大きなカギとなることでしょう。夏休みだからこそ学んでほしい習
慣形成。そのセルフマネジメントのやり方を学びます。また、ライフプランナーのお金のプロ講師をお迎えして、なかなか聞く機会
のないお金について学びます。将来を考え、生き方を身に付ける「お金の教育」を通じて、社会性を身に着けます。

小３～小６

◆サクセス鉄道研究会（略して鉄研！）

【日程】次の活動日に旅の計画をします。その後、HPに掲載予定！
【場所・金額】未定（小２以下は、保護者同伴）

サクセス初の部活動「鉄研」。去る５月１８日(土)に第２回目を開催し、小２から中１までの男女部員６
名が、今後の活動計画づくりと”鉄っちゃん報告”を楽しみました。次回は「夏の探求ラボイベント」として
「鉄旅」を計画中。鉄道に乗って、駅弁を食べてみんなで旅をしよう！旅鉄の予算は5,000円～8,000円。
お友達・お知り合いをどんどん誘ってワクワクしながら”鉄っちゃんと社会の楽しみ方を学ぶサクセス鉄
研”の仲間になりましょう！待ってま～す！

誰でも参加OK

幼児・小学生向け特別講習

Qお子さんの将来を想像して

みてください。どちらの人に
なって欲しいですか？

◆ロボ団 ＧＯＧＯ‼タイムレース

【日程】7/20（土）10：00～12：00
【開講校舎】康生校
【もちもの】筆記用具
【定員】10名

文系+理系の両要素と「やりきるチカラ」
政府が提言している「グローバル人材育成のための３本の矢」の２つ目に「イノベーションを生む理数教育の刷新」があ
ります。これにより、大学入試時に必要な学力として、文系においても理数の力を重視することが決まりました。従来の
文系・理系の一方に偏るのではなく、両方の素養を持つ人材の育成が求められています。ロボ団では、理数教育を通
じて理数系に強い子どもを育てるだけでなく、世界でも勝負する上で必要な「やりきるチカラ」を育むプログラムを行いま
す。今回は、初心者でも参加可能なプログラムをご用意！ぜひ体験してみてください！

年長以上

LEARN&CHALLENGE
“学ぶだけじゃ、つまらない。”
年長・小学生から始めるロボットプログラミング教室

ロボ団体験参加：2,000円
ロボ団生：お手伝いさん募集

1回3,000円





月 火 水 木 金 土 日

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７

８ ９ １０ １１ １２ １３ １４

１５ １６ １７ １８ １９ ２０
●ロボ団イベント
▼小学校受験科
夏期講習①

２１
▲習字イベント

２２特別講習康生
◆探究ラボ（お金）
☆そろばん特訓
★レプトンオレコ特訓

２３特別講習岡崎
◆探究ラボ（お金）
☆そろばん特訓
★レプトンオレコ特訓

２４特別講習康生
◆探究ラボ（セルフ）
☆そろばん特訓
★レプトンオレコ特訓

２５特別講習岡崎
◆探究ラボ（セルフ）
☆そろばん特訓
★レプトンオレコ特訓

２６特別講習岡崎
◆探究ラボ（感想文）

２７
▼小学校受験科
夏期講習②

２８

月 火 水 木 金 土 日
２９ ３０ ３１ 8/１ ２ ３

※岡崎花火大会
のためお休み
授業は4日に振替

４
▼小学校受験科

夏期講習③
☆リトルワールドルアー

５ ６ ７ ８ ９ １０ １１

１２ １３ １４ １５ １６ １７
◆検定強化
通い合宿（北岡崎）

１８
◆検定強化
通い合宿（北岡崎）

１９ ２０ ２１
漢字検定
（岡崎）11：00～

２２ ２３ ２４
〇WiLLお泊り合宿

２５
〇WiLLお泊り合宿
◇愛知全県模試
（岡崎）13：00～

２６
◇愛知全県模試
（康生）9：00～

２７ ２８
公立小中学校
始業式

２９ ３０ ３１
▼小学校受験科

夏期講習④

９/１

◇全体 ◆サクセス小・中・高 ★そろばん ☆英語 ▼ジーニアス受験科 ▲習字 ○WiLLキッズ ●ロボット ◎ANNIEインター

2019年 7月

グループカレンダー

2019年 8月

7/22（月）～夏期講習期間スタート

白塗りの部分は、通常授業はお休み
となります。
黒色の部分は通常授業があります。

（通常授業+夏期講習期間）

お 盆 休 み

☆サクセス新学期スタート9/2～

夏期特別講習期間 ※通常授業はお休み、特別講座のみとなります

夏期特別講習期間


