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夏 の 講習

【幼児・小学生用】

申込締切7/7（水）

サクセスなら、
友だちと一緒に

ガンバレる！

できることを増やす夏！



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・保護者様と真剣に向き合い、その子に最適なサ
ポートをご提案します。まずは夏期講習の内容やイベントをご確認ください。

STEP2

どんなことでも、お気軽にご相談ください！
様々な悩み・状況、保護者様のニーズなどを伺います。また、サクセスの特徴やシステム、
料金プランなどのご紹介もさせてください。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（全て税込価格です）。

STEP４

夏期講習を受講
夏休みを通して学び、様々な事に挑戦します。特に苦手な教科はまとまった時間が必要
です。短い夏休みだからこそ、できる事を集中的にやっていきます。色々なことを体験し、
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を一緒に選択してください！

お子さんがどう成長するか想像してみてください！
9月にどうなっていて欲しいですか？
どんな姿だと嬉しいですか？

締切7/７（水）厳守

内部生申込締切7/7(水)

申込フォーム必要事項を記入して送信→

講習期間7/19（火）～8/31（火）

○○ができる夏！
この夏休みに、何か一つでもできることを増やそう！



◆夏期講習小学部

【日程】8/2～8/27の間 （出席表に準ずる）

【開校校舎】岡崎校・康生校

【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

文科省の教育改革により、これまでの記憶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」が強化されました。これには学習基礎力（読み・書き・計
算）徹底が大前提。時代の要請に先行し、塾生一人ひとりに基礎・基本を徹底し、その
上で「自力で考え、工夫する力」を養います。

基礎を徹底したい小１～小６

◆夏期講習 Genius附小受験科

【日程】7/18・8/1・8・29（日）①9:00～10：30②11：00～12：30

【開講校舎】岡崎校
【内容】面接練習（基礎）・行動観察（基礎）、指先・巧緻性トレーニング等

＋家族サポートセミナー
【持ち物】クーピー・鉛筆・のり・ハサミ
【1クラス定員】12名

愛教大附属小学校
受験予定の年長児

◆夏期講習 中学受験科・附小専科

【日程】7/26～8/28の間（出席表に準ずる）
【開校校舎】岡崎校・康生校
【内容】１学期内容の追い上げと復習・後期予習開始
【定員】各時間8名 ※小４以上、ぜんけん模試は全員必修

附中・中学受験
を目指す小1～小６

四谷大塚NET加盟校として、中学受験を目標として通年専用教材＋オプション教材で
１学期学習範囲をキャッチアップ。
附小専科生は、1学期の復習と現時点目標範囲の徹底復習と２学期予習を目標にします。
※それぞれの進捗状況と定着度に合わせ、個々に相談いたします。

幼児・小学生のための夏の講習

受験に向けて本格的に講習が始まります。Genius受験科では、万全の態勢で入試に臨むために、
お子様への接し方、家族関係の築き方などを通して、各ご家庭をサポートします。受験勉強をす
るにあたり、心構えや気をつけて欲しいこと、今からできるサポート等もお話いたします。附小
進学以降の学習にも大きな差を生む、学びの投資です。

夏休み！どう過ごすかで来年が決まる！！
「こんな状況だからこそ勉強に力を入れなきゃまずい！」という塾生・保護者様のために、サクセス
の講師陣は全力でサポートいたします。どうぞ、お任せください！

小学部生 20時限（8月分込み） 26,400円

他サクセス生 10時限 13,200円

追加 2時限毎 2,200円

通塾生 35,200円

講習生 44,000円

※振替は、4,400円/日 にて承ります。

（税込）

※受講料、日程詳細別紙参照

申込QRコード



◆サクセス小学部 夏期講習 出席表

小学生のうちに最低限身に付けておきたい力。

・勉強に取り組む姿勢の習慣 ・学力的な基礎固め
その力を身に付けるために、一学期の復習を行います。前学年に戻る必要がある場合もありますの
で、ご相談ください。戻って復習するなら夏の間がチャンスです！

対象：小１～小６「勉強しなさい！」とイライラしない夏休み！

電話番号 （ ）

学年 年 氏名（ ）

※申込方法
白い部分が開講日です。
希望のコマ数〇をつけ、ご提出ください。どちらの校舎でも受講可です。
イベントの申し込みは、希望のイベントに☑をお願いいたします。
コピーしたものを控えとして返却いたします。

+ ＝

8月夏期講習 追加授業分

時限 時限 時限

合計

塾チェック欄

【イベント申込み欄】
□読書感想文のかき方講座
□上手な絵のかき方講座
□暗記チャレンジ講座
□漢字検定 級
□愛知全県模試（必修）
岡崎校8/21 ・ 康生校8/22

【学習希望教科】 希望があれば〇
（算数・国語・理科・社会）

8月2日 8月3日 8月4日 8月5日 8月6日 8月2日 8月3日 8月4日 8月5日 8月6日

月 火 水 木 金 月 火 水 木 金

17:20～18:10 9:00～9:50

18:20～19:10 9:55～10:45

19:05～20:00 10:50～11:40

20:00～20:50 17:20～18:10

8月16日 8月17日 8月18日 8月19日 8月20日 18:20～19:10

月 火 水 木 金 8月16日 8月17日 8月18日 8月19日 8月20日

9:00～9:50 月 火 水 木 金

9:55～10:45 17:20～18:10

10:50～11:40 18:20～19:10

17:20～18:10 8月23日 8月24日 8月25日 8月26日 8月27日

18:20～19:10 月 火 水 木 金

19:05～20:00 17:20～18:10

20:00～20:50 18:20～19:10

8月23日 8月24日 8月25日 8月26日 8月27日

月 火 水 木 金

17:20～18:10

18:20～19:10

19:05～20:00

20:00～20:50

小学部 小学部

岡崎校

康生校



◆Genius中学受験科・附小専科夏期講習
対象：小１～小６

【５年生】
◆中学受験科 12時限～（25,300円～）

◆附小専科 12時限～（25,300円～） ※理社は別時限で希望者

＜全コース学習内容例＞
算数＝数と規則、割合、比、平面図形、速さに関する問題、和と差に関する問題、水量の変化とグラフ場合の数、立体図形など
国語＝説明文、物語・小説、脚本、随筆文、論説文、詩、短歌・俳句、ことばの学習、漢字の学習など
理科＝気象の観測、光、動物とヒトのからだ、水溶液の性質、酸素と二酸化炭素、てんびんとばね、季節と生物、地球と太陽、星の動き、音、物のあたたまり方、

電流と抵抗・磁界、月の満ち欠け、植物のつくりとはたらき、力のはたらきなど
社会＝日本の地形・機構・食糧生産・エネルギーと貿易・工業・交通と運輸、九州地方、中国四国地方、近畿地方、中部地方、関東地方、東北北海道地方、

歴史（人物、遺跡、昔の税など）

【学習内容】一学期の復習＋予習

◆中学受験科

１学期に学んできた「予習シリーズ」の夏期講習版、または、
基礎項目のおさらいに考え方の積み上げ、発展問題対策

◆附小専科
算数・国語＝学習指導要領のペースに準ずる内容＋予習 テキスト
土曜日(10:30～11:20、11:25～12:15)は、個別指導となります。

※学習内容・学習単元は相談の上、個々に提案いたします。

【４年生】
◆中学受験科 12時限～（24,200円～）

◆附小専科 12時限～（24,200円～） ※理社は別時限で希望者

＜全コース学習内容例＞
算数＝計算といろいろな文章題、平面図形・立体図形、小数といろいろいな単位、きまりを見つけて解く問題、倍数と約数、分数、和と差の問題
国語＝説明文、詩、物語・小説、意見文＋ことばの学習・漢字の学習
理科＝春のころ・夏のころ、太陽の動き、星の動き、電気のはたらき、水の変化、空気や水と力、物と温度変化、植物の育ち方・つくりとはたらき、重さをはかるもの
社会＝あたたかいところと寒いところ、雨や雪の多いところ・少ないところ、高いところと低いところ、海山とともにあるくらし、都道府県に親しもう、環境とくらし、

日本の気候と自然災害、土地の高さを知るには、縮尺って何？、食べ物はどこから

【３年生】
◆中学受験科 12時限～（23,100～円）
算数＝かけ算（×２桁まで）、平面図形と展開図、わり算、小数
国語＝四文字熟語、漢字（部首、つくりを通して意味を理解）

◆附小専科 12時限～（23,100円～）
算数・国語＝学習指導要領のペースに準ずる内容＋予習 夏期講習テキスト

【２・１年生】
◆中学受験科 12時限～（23,100～円）
２年生算数＝等・不等号、三角形・四角形、かさ、かけ算
〃 国語＝辞書の引き方、主語・述語

１年生算数＝たし算ひき算、平面図形、文章題を描く、立体図形
〃 国語＝小さくかく字、漢字（漢字の成り立ち）

◆附小専科 12時限～（23,100円～）
算数・国語＝学習指導要領のペースに準ずる内容＋予習 夏期講習テキスト

【６年生】
◆中学受験科 20時限～（41,800円～）
◆附小専科 14時限（29,700円～） ※理社は別時限で希望者

＜全コース学習内容例＞
算数＝数と規則、割合、比、平面図形、速さに関する問題、和と差に関する問題、水量の変化とグラフ場合の数、立体図形など
国語＝説明文、物語・小説、脚本、随筆文、論説文、詩、短歌・俳句、ことばの学習、漢字の学習など
理科＝気象の観測、光、動物とヒトのからだ、水溶液の性質、酸素と二酸化炭素、てんびんとばね、季節と生物、地球と太陽、星の動き、音、物のあたたまり方、

電流と抵抗・磁界、月の満ち欠け、植物のつくりとはたらき、力のはたらきなど
社会＝日本の地形・機構・食糧生産・エネルギーと貿易・工業・交通と運輸、九州地方、中国四国地方、近畿地方、中部地方、関東地方、東北北海道地方、

歴史（人物、遺跡、昔の税など）

追加1時限2,090円
マンツーマン授業追加1時限あたり5,500円

追加1時限1,870円
マンツーマン授業追加1時限あたり5,500円

追加1時限1,870円
マンツーマン授業追加1時限あたり5,500円

追加1時限1,980円
マンツーマン授業追加1時限あたり5,500円

追加1コマ2,090円
マンツーマン授業追加１時限当たり5,500円



◆Genius中学受験科・附小専科
夏期講習 出席表

電話番号 （ ）

学年 年 氏名（ ）

※申込方法
白い部分が開講日です。
希望の時限数に〇をつけ、ご提出ください。どちらの校舎でも受講可です。
イベントの申し込みは、希望のイベントに☑をお願いいたします。
コピーしたものを控えとして返却いたします。

+ ＝

8月通常分 夏期講習分

時限 時限 時限

追加講習分

塾チェック欄

【イベント申込み欄】
□読書感想文のかき方講座
□上手な絵のかき方講座
□暗記チャレンジ講座
□漢字検定 級
□愛知全県模試（必修）
岡崎校8/21 ・ 康生校8/22

【学習希望教科】 希望があれば〇
（算数・国語・理科・社会）

個別希望

時限

時限

合計

+

7月26日 7月27日 7月28日 7月29日 7月30日 7月26日 7月27日 7月28日 7月29日 7月30日 7月31日

月 火 水 木 金 月 火 水 木 金 土

16:25～17:15 9:00～9:50
個別

10:30～11:20

17:20～18:10 9:55～10:45
個別

11:25~12:15

18:20～19:10 10:50～11:40

8月2日 8月3日 8月4日 8月5日 8月6日 8月2日 8月3日 8月4日 8月5日 8月6日 8月7日

月 火 水 木 金 月 火 水 木 金 土

16:25～17:15 9:00～9:50
個別

10:30～11:20

17:20～18:10 9:55～10:45
個別

11:25~12:15

18:20～19:10 10:50～11:40

8月16日 8月17日 8月18日 8月19日 8月20日 15:30～16:20

月 火 水 木 金 16:25～17:15

9:00～9:50 17:20～18:10

9:55～10:45 8月16日 8月17日 8月18日 8月19日 8月20日 8月21日

10:50～11:40 月 火 水 木 金 土

16:25～17:15 15:30～16:20
個別

10:30～11:20

17:20～18:10 16:25～17:15
個別

11:25~12:15

18:20～19:10 17:20～18:10

8月23日 8月24日 8月25日 8月26日 8月27日 8月23日 8月24日 8月25日 8月26日 8月27日 8月28日

月 火 水 木 金 月 火 水 木 金 土

16:25～17:15 15:30～16:20
個別

10:30～11:20

17:20～18:10 16:25～17:15
個別

11:25~12:15

18:20～19:10 17:20～18:10

中学受験科
附小専科

中学受験科
附小専科

康生校岡崎校



サクセスWiLLキッズ
レインボーサマースクール

7月・8月 お楽しみ探究イベント日程

わが子の成長がみえる！ 夏休みの時間を有意義に！

日程
7/21(水)～8/26(木) 8:30～19:00 全23日間

今年はどんなイ
ベントがあるん
だろう・・・

月 火 水 木 金

19通常 20通常 21 映画鑑賞 22海の日 23スポーツの日

26康生:読書感想文 27 岡崎：絵のかき方 28 岡崎:読書感想文 29
映画鑑賞

で作文講座
30康生：絵のかき方

2
岡崎:遠足
東公園

3 康生：八丁味噌 4 岡崎:暗記講座 5 康生:暗記講座 6 岡崎:理科実験①

9 作文教室 10 康生：理科実験① 11 クラフト 12 お盆休み 13 お盆休み

16
映画鑑賞

で作文講座
17 岡崎:八丁味噌 18

康生:遠足
東公園

19 岡崎:理科実験② 20康生：理科実験②

23
岡崎：夏祭り
(準備)

24
岡崎：夏祭り

25 康生：夏祭り 26

岡崎：絵日記
(夏休みの思い出)

27 通常
康生：夏祭り
(準備)

康生：絵日記
(夏休みの思い出)

9/3(金) 日本漢字能力検定 実施！

この夏みんなで一緒に
勉強して頑張ろう

※雨天の場合は、遠足中止になります。

夏だけ預りもOK！

毎日イベント！



スクールの1日の流れ

9:00～10:00 勉強
10:00～12:00 外遊び (雨の場合運動) 自由
12:00～13:00 お昼
13:00～14:30 お楽しみ探求イベント
14:30～15:00 そうじ
15:00～16:00 勉強
16:00～16:25 おやつ＋片付け
16:25～17:15 運動
17:30～ 自由

※アレルギーをお持ちの方
は、おやつをご持参ください。

※イベントは変更の場合が
あります。ご了承下さい。

※昼食のご希望がある方は、
事前にご連絡ください。

QRコードを読み取り
必要事項を記入してください。

申し込みはこちら

一日からも利用OK！ 8,800円/日
その他運営費がかかります。

ごきょうだいは、基本料金の20％割引
習い事の利用も可能！

夏祭り体操

工作お出かけ

注意事項

週1 週2 週3 週4 週5

基本料金 24,200円 33,000円 44,000円 55,000円 60,000円

運営維持費 2,200円 3,300円 4,400円 5,500円 6,600円

(変更の場合もあります。)



子どもたちが笑顔になって、お母さんもニッコリ！サクセスは、お母さんのお助けマンです！

子どもは知的好奇心のかたまり。ちょっと難しいことにチャレンジすることで、達成感を味わえる。
褒められることでがんばれる。そして、みんなでやるから何倍も楽しい♬

今回は、漢字と英単語等を記憶する方法についていろいろ試します！その中で自分に合ったやり
方を見つけましょう！
その先には、子どもたちのやり切った顔と笑顔があるはずです。

【日程】

8/4(水)岡崎校・5(木)康生校
13：00～15：00

【内容】
① 小1～小6までの

「暗記チャレンジ講座！」 漢字・英単語・社会の語句等
② 思いっきり体を動かす

レクリエーション♪都道府県 暗記ソング

【もちもの】 飲み物・筆記用具

【受講料】 5,500円（税込）

【申込方法】
QRコードを読み取り必要事項を記入してください。

小学生１DAYチャレンジ

暗記が得意になる夏！

成長のスピードを上げる！！乗り越える夏！ 対象：小１～小６

やるときはやる！
遊ぶときは遊ぶ！
メリハリをつけて効率よく学びましょう(^O^)



幼児・小学生向け学びイベント

◆ぜんけん模試
【日程】岡崎校 8/21（土）9:00～（小4～10：10、小5・6 ～11：15）

康生校 8/22（日）13:00～（小4～14：10、小5・6～15：15）

・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

「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！

①中学校と同じスタイルの実践的内容の総合問題
②愛知県規模での順位・偏差値などの成績データ・内容分析！
③学習相談、進路相談

サクセスならでは！

受験料
小4 算国 2,200円

小5.6 英数国理社 3,100円

申込QRコード

小４～小６

◆日本漢字能力検定
【日程】9/2（金）17:00～岡崎校・康生校

（税込）

夏休み中に漢字を覚えたら、ぜひチャレンジ！現在の到達度
を知っておくことで積み残しが減りますよ♪頑張って練習し、合
格できたら、達成感がありとても嬉しい！
賞状がもらえるので嬉しさもひとしお！もちろん、ご家族での挑
戦もOK！
※小１終了レベルは１０級

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

小１～小６

◆読書感想文のかき方講座

【日程】 岡崎校 7/28（水）13：00～15:00
康生校 7/26（月）13：00～15:00

・持ち物：筆記用具、提出用作文用紙、付箋、感想文用の本※読んできてください

みなさん苦戦する夏休みの宿題ナンバーワン。感想文を書く時の手順、何に着
目して書いたらまとめられるかなど、子どもたちの苦手に一緒に向き合います。

小１～小６

◆上手な絵のかき方講座

【日程】 岡崎校 7/27（火）13：00～15:00
康生校 7/30（金）13：00～15:00

・持ち物：筆記用具、色鉛筆、絵具、ポスター

夏休みにはポスターの宿題が待っています！
イラストのプロから人間の描き方や背景の描き方等のコツをお教えいたします！

小１～小６

受講料 4,400円

受講料 4,400円

(税込)

(税込)


