
重要
《幼児・小学生用》

２０２０年 ３/２３（月）～４/３（金）

申し込み締め切り 3/4（水）

※新学期４/６(月)～スタート



◆わくわくスプリングスクール
大好評の一日お預かり！

せっかく時間を使うのであれば、「有意義な時間を過ごしてほしい」「少しでも成
長してほしい」そんな声にお応えして開催！集団の力は大きい！自分で気づく
こと、周りの子供達から学ぶことは何よりも上質な学びです。
お楽しみ盛りだくさんの春休み。だけど、ＷｉＬＬの体験も見逃せません！「短期間でも生活
習慣・勉強習慣を身に着けられる」と、いま大好評のヨコミネ式を、ぜひ！

受講コース 金額（教材費・管理諸経費込み） お弁当代

10日参加 70,000円 5,000円

9日参加 64,000円 4,500円

8日参加 58,000円 4,000円

7日参加 52,000円 3,500円

6日参加 46,000円 3,000円

5日参加 40,000円 2,500円

4日参加 34,000円 2,000円

3日参加 27,000円 1,500円

2日参加 19,000円 1,000円

1日参加 10,000円 500円

◆スプリングスクール受講料

（税別）

※延長：前後一時間可能
（３０分５００円）

≪プログラム≫
9：00～11：00 漢字計算コンテスト（新小１～新小６の希望者のみ）
10：00～12：00 ヨコミネ式学習または宿題・ヨコミネ式体育
12：00～13：00 昼食・自由時間
13：00～18：00 特別アクティビティ・ヨコミネ式学習・ヨコミネ式体育

・おやつ・英語・プレゼンテーション）他

Point①
勉強+運動+アクテビィティ
脳科学的に効率よく学習ができる組み合わせを追求

Point②
楽しい！が一番の学び
教育的アプローチで「考える」をテーマにいろい
ろなアクテビティをご用意。やるときはやる、楽
しむときは思いっきり楽しむ！メリハリも学ぼう！

Point③
時間の有効活用休みの時間

をどのように使うかで、今後の経験値が変わり
ます。WiLLキッズでは教育的にアプローチをか
けながら学びあえる環境作りを心掛けています。



希望日の日付に〇をし、入退室時間をご記入ください。
基本お預かり時間10時～18時（前後1時間延長可能）

新学年 氏名 ☎番号

ご家庭控え

提出用

キリトリ線 ✄

◆スプリングスクール 特別イベント

※おやつがつきます。アレルギーがある方は、備考欄にご記入の上ご相談ください。

３/２３（月） サイエンス 汚れても良い服装

２４（火） ミュージック ピアニカ

２５（水） ピクニック リュックサック・水筒・お弁当

２６（木） クラフト のり・ハサミ・色鉛筆

２７（金） クッキング ハンカチ・エプロン

３０（月） マジックショー＆体験
※有料プログラムとなります（+3000円）
マジック道具のプレゼント付き！

３１（火） ミュージック ピアニカ

４/１（水） お花見 リュックサック・水筒・お弁当

２（木） アート のり・ハサミ・色鉛筆

３（金） クッキング ハンカチ・エプロン

（予定変更あり）

※3/25が雨天の場合、
クラフトを行い、3/26
に延期します。

備考欄

□30日マジック
参加3,000円

≪アレルギー≫
□あり
□なし

≪勉強≫
□持参
□WiLLで用意

※4/1が雨天の場合、
アートを行い、 4/2延
期します。

Springスクール
3月 4月

23日 24日 25日 26日 27日 30日 31日 1日 2日 3日

月 火 水 木 金 月 火 水 木 金

基本時間
10：00～18：00

延長希望

お弁当希望

Springスクール
3月 4月

23日 24日 25日 26日 27日 30日 31日 1日 2日 3日

月 火 水 木 金 月 火 水 木 金

基本時間
10：00～18：00

延長希望

お弁当希望



春の特別講習

≪日程≫

対象：新小１～新小６

キリトリ線 ✄

≪受講内容・備考≫
□教科 ： 国語 ・ 算数
□内容 ： 復習 ・ 予習 ・ 希望単元（ ）
□全県模試 ： 3/28康生校 ・ 3/29岡崎校

※税別

※８時限で1教科

算数または国語の現学年の復習が基本です。
学習内容は個々に応じて決めさせていただく
ことも可能です。お気軽にご相談ください。

新学年 氏名 ☎番号

今、全国的に教育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
工夫して使うかという「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」を育てるのには、学習基礎力（読み・書き・計算）の徹底が大前提。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「自分
で考え、工夫する応用力」の育成をしていきます。

サクセスの春期講習は、次の学年に向けた復習を徹底して行います。復習にクリアすると、先取学
習もできます。宿題が無い、春休みが復習のチャンス！

小学部生 8時限 8,000円

他サクセス生 8時限 8,000円

外部生 8時限 10,000円

追加 2時限毎 2,000円

≪受講料≫

23日 24日 25日 26日 27日 30日 31日

月 火 水 木 金 月 火

15：30～16：20

16：25～17：15

17：20～18：10

17：20～18：10

18：15～19：05

17：20～18：10

18：15～19：05

小学部

岡崎校

康生校

北岡崎校

23日 24日 25日 26日 27日 30日 31日

月 火 水 木 金 月 火

15：30～16：20

16：25～17：15

17：20～18：10

17：20～18：10

18：15～19：05

17：20～18：10

18：15～19：05

小学部

岡崎校

康生校

北岡崎校

≪提出用≫



◆Lepton 春の特別企画！

小学校での英語の授業必修化。どんな授業かご存知ですか？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！

≪出席表≫

対象：小学生

キリトリ線 ✄

新学年 氏名 ☎番号

Lepton Spring Challenge!
目標：2日間で1冊終えよう！（Day１～Day８）

□日時 3/26(木)・30（月）

□場所
岡崎校 9：00～12：35
北岡崎校 14：00～17：35

□内容
8時限でLeptonのテキストのDay１～Day８完了を目指して短期集中！
効率よく学習しよう！

□もちもの
Leptonテキスト、筆記用具、色鉛筆、のり、はさみ

□受講料（税別）
2時限 3,000円
4時限 6,000円
6時限 9,000円
8時限 10,000円

12月26日 12月30日

木 月

9:00～9：50

9：55～10：45

10：50～11：40

11：45～12：35

14：00～14：50

14：55～15：45

15：50～16：40

16：45～17：35

Lepton

岡崎校

北岡崎校

希望回数に✔
□2時限
□4時限
□6時限
□8時限

短期集中！



講習内容の選択

• そろばん

• ２コマ 3,000円

• ４コマ 4,000円

• ６コマ 5,000円

• ８コマ 6,000円

コースの選択

• 通常授業がお休み中だか
らできる、苦手分野集中ト
レーニング。苦手を克服し
て、一つ上の級を目指せ！
講習中は、いつもと違うアト
ラクションも実施。楽しく計
算スピードを上げよう。

申込方法

• 講習希望の方は《出席
表》を教室までご提出下
さい。

得意な科目は何ですか？苦手な科目は？
新学年に向け、ワクワク、ソワソワ。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！

苦手科目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！
サクセスの春期講習は、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特別コースを先生

たちが準備中。苦手な見取算克服法をし、春期講習が明けたら検定にチャレンジ！新しい級をＧet！
ライバルのあの子の上を行けるよう、この春期講習を是非受講しよう！

対象：幼児・小学生

キリトリ線 ✄

※税別

新学年 氏名 ☎番号

≪ご家庭用≫

≪提出用≫

パチパチ教室

23日 24日 25日 26日 27日 30日 31日
月 火 水 木 金 月 火

岡崎校
15:30～16:20

16：25～17：15

康生校
15:30～16:20

16：25～17：15

北岡崎校
15:30～16:20

16：25～17：15

23日 24日 25日 26日 27日 30日 31日
月 火 水 木 金 月 火

岡崎校
15:30～16:20

16：25～17：15

康生校
15:30～16:20

16：25～17：15

北岡崎校
15:30～16:20

16：25～17：15

≪受講内容・備考≫

そろばん講習

希望コマ□に✔を入れてく
ださい。

□２コマ
□４コマ
□６コマ
□８コマ



 

 

2020.2月末日 

《2020 年 Genius 附属小学校受験科 春期講習のご案内》 

 

日頃は Genius 受験科の授業・運営に、ご理解・ご協力をいただきまして誠にありがとうございます。さて、

2019 年度の受験が終了し、年中さんの皆さんの受験もいよいよ 1 年を切りました。少しずつ準備を始めている

ころかと思いますが、Genius 受験科では、万全を期して入試に臨めるように春期講習を開催いたしますので、

ぜひご参加いただきますようご案内申し上げます。 

 

 

＊お子様は、報告会の間に巧緻性トレーニングを行います。 

＊都合の悪い日は 1日+3,000円（税別）にて振替が可能です。 

＊下記申し込み用紙にご記入の上、担当講師までご提出ください。定員になり次第、締め切らせていただ

きますので、お申込はお早めに。 

◆お問い合わせ先 個別志導のサクセス岡崎校  0564-54-8772 

 

 

≪2020年 Genius 附属小学校受験科 春期講習申込書≫ 

○お名前（生徒） 

 

○ご住所 

 

〇メールアドレス 

 

○幼稚園・保育園名 

 

○連絡先 自宅 

     携帯 

◆日   時    

2020年 3/21(土)、28(土) 

10：00～11：00 児童のみ 

11：00～11：30 親子合同 
全２日間 

＜現在通塾中の方＞ 

15,000円（16,500円） 

＜講習のみの方＞ 

20,000円（22,000円） 

※教材費込み 

◆対   象   附属小学校の入学試験を受けられる現年中のお子様 

◆場   所   個別志導のサクセス 岡崎校 

         住所：愛知県岡崎市柱曙 1-3-5 2F 

TEL：0564-54-8772 

◆内   容   受験対策 

（挨拶・基本マナーの確認、聞くトレーニング）等 

◆持 ち 物   鉛筆・クレヨンまたはクーピー・はさみ・のり 

キリトリ 



■ 実施要項■
【 実施日時 】 2020年 3月 28日（土）康生校・29日(日)岡崎校

新４年 9：00～10：20
新５・６年 9：00～12：20

【 実施場所 】個別志導のサクセス岡崎校・康生校
【 受験教科 】新４年 算数・国語

新５・６年 算数・国語・理科・社会・英語
【 受 験料 】新４年 2,200円（税別） 新５・６年 3,100円（税別）
【 持 ち 物 】鉛筆 あるいはシャープペンシル（ＨＢ）、消しゴム、定規
【 締 切 日 】 2020年 3月4日（水）
【 申込方法 】下記の申し込み用紙を提出してください。

諸注意 9：00～ 9：10 （10分間）

国 語 9：10～ 9：40 （30分間）

社 会 9：50～10：20 （30分間）

算 数 10：30～11：00 （30分間）

理 科 11：10～11：40 （30分間）

英 語 11：50～12:20 （30分間）

◆ 試験時間
※諸注意伝達のため、各学年試験開始の10分前には着席してください。

１

■受験校舎希望（☑を記入してください） □岡崎校 □康生校

個別志導のサクセス
0120-52-3902

3月の模試は新学年のテストとなります！


