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冬 期 講習

【幼児・小学生用】

申込締切12/4（金）



◆冬期講習小学部
【日程】12/24～1/6
【開校校舎】岡崎校・康生校・北岡崎校
【内容】２学期までの復習・３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」の育成をしてい
きます。

基礎徹底苦手克服をしたい
小１～小６

◆冬期講習 Genius附小専科・中学受験科
【日程】12/24～1/6 6時限～10時限
【開校校舎】岡崎校・康生校
【内容】基礎確認・読解問題重視
【定員】各時間12名

附中で上位を目指す
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ます。自ら勉強に取り組む姿勢を身に付け、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。長期休みは、時間がとりやすいため、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。

小学生向け冬期講習

お母様、お子様とどう向き合っていますか？
ダラダラして、勉強していない姿を見ると不安になる、お子様が思うように動いてくれずにイライラして
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。

国語 8時限 8,000円

算数 8時限 8,000円

外部生 8時限 10,000円

追加 2時限毎 2,000円

ダラダラしがちな冬休み、
有意義に使ってみませんか？

※日程詳細参照 附小専科生必修小４以上は模試必修。

◆ぜんけん模試
【日程】岡崎校 12/20（日） 康生校 12/27（日）
【時間】 小4 9：00～10：10 ・ 小5 9：00～11：45
【持 ち 物】筆記用具、定規
【受験科目】[小４]算・国 [小５]算・国・理・社・英

「うちの子のホントのレベルって？将来○○高校は行けそうかな？」
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、進路相談無料！

（税別）

サクセスだから
できる！

受験料 小４ 算国 2,200円

小５ 英数国理社 3,100円

小４～小５

※日程詳細、別紙参照、小学部生必修。小４以上模試必修。



◆冬期講習小６ 附属中受験対策講座
【日程】12/24・26・28・30（9：00～10：45）

1/5・6 （9：00～12：35）

【開校校舎】康生校
【内容】附属岡崎中学校受験合格に向けての対策講座

（過去問対策・個別面接対策）

【定員】各時間4名 ※詳細別紙参照

附属中学校の
受験希望の方へ

小学6年生向け冬期講習

小６の保護者の方へ
中学生になる我が子の成長を思うとひとしおで
すね。中学生になると、小学校と違い順位がでた
り点数が進路に直結するようになってきます。初
めての環境で不安がとても大きい中、新しい環境
での友達作り、レベルアップした勉強、部活動が
始まります。サクセスでは、勉強のみならず、生
活面や精神面でも個々に対応し、個々が成長す
るためのお手伝いを行います。先生たちは、これ
からの未来を見据え、今あなたのお子様に必要
な教育を共に考え、共に成長を見守ります。

中学進学に向け基礎徹底！

◆ぜんけん模試
【日程】岡崎校12/20（日）・康生校12/27（日）
【時 間】 9：00～12：30
【持 ち 物】筆記用具、定規
【受験科目】小６ 算・国・理・社・英 【受講料】小６ 3,100円（税別）

あら、大変！！

小学校でいい点取っていたのに、中１の一学期中間テストで驚愕の事実が明らかに！！！

そうなる前に準備をしておきましょう！今からなら、復習する時間も取れるため、間に合います。全県模
試では、中学に入ったときの内申点の予想もできます。中学生になる前に、一回は受け、早めの対策に
役立てて欲しいテストが全県模試です。

◆全小6対象 中学準備講座

【日程】
ぜんけん模試受験 12/20(日)または12/27(日)
模試解説授業＆模試返却

1/23（土）10：00～11：40＠康生校

【内容】算数・国語・理科・社会・英語
【定員】8名 上記の日程で来られない方は、ご相談ください。

中学準備
スタートダッシュ講座！

・ぜんけん模試受験
・弱点教科フォロー
ぜんけん模試解説授業

6年生対象

10,000円

小６のみなさまへ
4月から中学生。キミたちは、輝かしい未来の

リーダーです！なんでも挑戦できる、なんでも楽
しめる中学時代。けれど、小学校とは違い、中学
生になると一気に環境が変わります。その環境
で楽しむためには準備が必要です。小学生まで
の勉強は、バッチリですか？自信をもって中学生
になれる準備はできていますか？あの時やって
おけば良かったと後悔せずに、今から少しずつ
準備をして、思いっきり中学校生活を楽しむ土台
を作っていけば大丈夫！何か困ったことがあった
ら、勉強以外の事でもサクセスの先生になんでも
相談してくださいね！

全32時限



幼児・小学生向けコース

【開校校舎】
岡崎校

コース選択 受講日数
金額

（教材費・管理諸経費込み）

フルタイム
（8：30～18：00）

８日間参加 52,000円

７日間参加 49,000円

６日間参加 45,000円

５日間参加 40,000円

４日間参加 34,000円

３日間参加 27,000円

２日間参加 19,000円

１日間参加 10,000円

★受講料 （税別）

さぁ！子どもたちは待ちに待った冬休みです♪
せっかくの冬休みを有意義な時間にしませんか？

冬のＷｉＬＬ体験は、楽しいイベントが盛りだくさん！

「短期間でも生活習慣・勉強習慣を身に着けられる」と、いま大好評です！

4月から学童をお考えの方へ

お試し学童として通ってみませんか？

※延長：前後１時間可能（３０分５００円）

12/24（木） クリスマスコンサート (エレクトーン)
25（金） クリスマスクラフト＆クリスマス会
28（月） 英語で理科実験
29（火） 工場見学（八丁みそ）
30（水） しめ縄づくり
1/4（月） クラフト（お正月の遊び）
5（火） マジックショー
6（水） お正月の筆アート

1/7と1/8は学校が

スタートするため、お預
かりのご希望がある場
合はご相談ください。

わくわく！

ウインタースクール

★イベントスケジュール

12/24（木）～1/8（金）
内8日間開催

８：30～10：00 自由時間
10：00～12：30 サクセス式勉強・サクセス式体操
12：30～13：00 昼食・自由時間
13：00～15：00 特別イベント
15：00～19：00 勉強・体操・おやつ、

トークミッションプログラム・そうじ他
（予定変更の可能性あり）



幼児・小学生向け特別イベント

クリスマスコンサート
エレクトーン演奏

日にち：12月24日（木）

場 所：岡崎校

時 間：13：00〜15：00

奏 者：本多 拓人

1999年7月28日生まれ。愛知県岡崎市出身。
2歳よりヤマハ音楽教室に通い、6歳よりクラシックピアノ、12歳よりエレクトーンを
始める。ジュニアオリジナルコンサートやジュニアエレクトーンフェスティバルに
参加し、エレクトーンフェスティバル2016・2017 愛知地区ファイナルで2゙年連続特別
賞を受賞。ソロ活動だけでなくジャンルレスにソロアーティスト、バンドのサポート
演奏、ドラムやヴォーカルなどの様々な楽器とコラボレーションするなどのマルチな
活動を展開している。ジャズ、フュージョンを中心にエレクトーン1台で様々なジャ
ンルの演奏を楽しんでもらえるライブを目指している。
現在名古屋芸術大学 芸術学部 芸術学科 音楽領域 鍵盤楽器コース電子オルガン専攻
に在学中。エレクトーンを鷹野雅史氏、松井宏行氏に師事、ジャズピアノを林祐市氏
平光広太郎氏に師事。

本多 拓人 ‐Takuto Honda-

参加費：500円(税別）

エレクトーンの組立～演奏まで
体感できる！

生の音楽を是非、感じてください！



◆Lepton特訓
【日時】岡崎校12/24（木）・28（月）・1/5(火)①15：30～②16：25～

康生校12/25（金）・29（火）・1/6(水)①16：25～②17：20～

◆OLECO特訓
【日時】岡崎校12/28（月）・1/5(火)①15：30～②16：00～③16:30〜

康生校12/29（火）・1/6(水)①16：30～②17：00～③17:30〜

英語は『ことば』、『コミュニケーション』方法の一つです。勉強したことを会話として
話せるようにするためには、実際に話し相手がいる状況で話すことがとても大切です。
自分のレベルにあった会話を楽しみませんか？

〇英語学習を検討されている方へ
読む、書く、聴く、話す、の４技能をバランスよく習得しませんか？英語学習経験有無問わず、
お子さまのレベルにあったテキストから始めることができます。お気軽にお問合せください。
〇Lepton受講生、保護者の皆様へ
日頃は、学校の授業もある中で勉強していますね。冬休み、集中してLeptonで英語を勉強しませんか？今の積み重
ねは、必ずみんなの役に立ちます。

年長～小６

◆そろばん特訓

クリスマス、お正月と、楽しいことがいっぱいの冬休み。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、きっと授業が楽しくなりますよ！
サクセスの冬期講習は、そんな皆さんを応援します！苦手を得意にしちゃう特別コースを先生たちが準備中。冬休

み明けには検定にチャレンジ、新しい級をＧet！ ライバルのあの子の上にいけるよう、冬期講習で差をつけるチャ
ンス！

小１～高校生

年中～小６

幼児・小学生向け特別講習

OLECO（30分）
3,000円/回

2コマ 3,000円
4コマ 5,000円
6コマ 7,000円

2コマ 3,000円
4コマ 4,000円
6コマ 5,000円

◆筆っこ書きぞめ
【日程】
12/17(木） 北岡崎校16：00～18：00
12/21(月) 康生校 16：00〜18：00
12/23(水) 岡崎校 16：00〜18：00

早々に新年の抱負を心に決め、書きぞめの宿題を仕上げよう！
書きぞめの宿題を、サクセスでやってしまおう！集中空間で、習字の先生から書き方の
コツを学ぼう。いつもより上手な作品ができるように、短期集中でたくさん練習をするよ。
今年の冬は、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

【日時】岡崎校12/24（木）・28（月）・1/5(火)①15：30～②16：25～

康生校12/25（金）・29（火）・1/6(水)①16：25～②17：20～



実はこれらの悩み…

解決の鍵は自分自身にあるのです‼

いい学校を出ていい企業に就職すれば
安堵という時代ではなくなりました！

●子どもが言うことを聞かなくて

困っている…

●子どもの成績が悪い…

●子どもの態度が反抗的…

●子どもがゲームやYouTubeばかり…

●子育ての悩みを相談する

相手がいない…

受講料：無料
お申込はこちら

定員20名

私たち講師も常に成長していなければ
子どもたちに共育はできません。

お子様の成長と共に保護者の方も
一緒に成長できる！
そんなセミナーです！

オンライン視聴もOK！人数制限なし！

―冬期講習ガイダンス―

冬期講習の日時、内容についての説明

講師：乙部祐太時間：11：00〜11：30

講師：富永亜美時 間：10：00〜11：00

日にち：11月22日(日)

場 所：サクセス岡崎校



STEP1

まずは、中身を吟味してください。

冬期講習ガイダンスにてご説明いたします。
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、まずは冬期講習の内容やイベントをご確認ください。

STEP2

些細な事でも、ご相談ください
様々な悩みや状況、保護者様のニーズなどを確認いたします。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

申込は下のQRコードから
QRコードを読み取り、必要事項を記入して送信してください。出席表が必要なプログラ
ムは、希望日をご選択ください。なお、記載されている受講料等は、税抜き価格を示し
ています。

STEP４

冬期講習を受講
冬休みは、生活リズムが崩れダラダラしがちです。サクセスで様々な学びをお楽しみくださ
い。「新しいことにチャレンジ」するなら、ぜひこの機会にサクセスで！！色々なことの挑戦し、
たくさんの心の変化を体験しよう。そして、大きな経験値を得ましょう♪

HP

☎0120-52-3902 （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を一緒に選択してください！

申込フォーム ↓↓必要事項を記入して送信してください↓↓

小学部

申込

附小専科・中学受験科

申込

WiLLキッズ

申込

イベント・英語・そろばん・習字

申込

セミナー&冬期説明会

申込

※表記価格は全て税別となります。


