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夏 期 講習
【夏期講習期間】
７／２５（水）～８／２９（水）

幼児・小学生向けコース

【ＷｉＬＬキッズ】
◆レインボーサマースクール
＠岡崎校

遊びの中から学びを見つける！
大人気！お楽しみイベントを毎日開催

◆プリキンダー・プリスクール

体験レッスン＠康生校

【Genius附属小受験科】＜年長＞
◆夏期講習＠岡崎校
（7/21・28・8/18の3日間）

【英語】

◆ＯＬＥＣＯ 日本に居ながら
塾内短期留学！
ネイティブとオンライン英会話レッスン

【イベント】
◆宿題完了DAY！土日で夏休
みの宿題をやりとげよう！
7/21（土）・22（日）

◆国語特訓 8/5.19
言葉のきまり、読解力強化

◆英検5級対策講座 8/5.19

◆ぜんけん模試 8/25～29

◆漢検 8/21

◆速読 8/25

【Geniusハイクラス】
◆夏期講習＠岡崎校・康生校
・Ｓコース（四谷大塚夏期講習）
・Ａコース（一学期内容確認）
・Ｂコース（基礎力徹底）

そうだ！
サクセスに行こう！

※お問合せ・お申込み

申込締切7月6日（金）まで

0120-52-3902

岡崎校・岡崎康生校・北岡崎校・本宿校

心と頭と身体をきたえるプログラム

【サクセス小学部】
＜小1～小6＞

◆塾サクセス
・国・算コース
・国・算・ＯＬＥＣＯセットコース



幼児・小学生向けコース

◆レインボーサマースクール

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られます。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。心と頭と身体を鍛えるチャンス！
一皮むけた我が子を楽しみにWiLLキッズへ送り出してください！

年少～小6

【開講校舎】岡崎校

ネイティブEnglishレッスン
ミュージックday

幼児：読み書き計算＋運動＋大人気のお楽しみタイム
小学生 ：宿題、検定（数学検定・英語検定・漢字検定に向けた勉強）+運動∔大人気お楽しみタ
イム

理社探求dayクッキングdayクラフトday

≪大人気お楽しみタイム≫

◆プログラム

大人気のクラフトday

もちろん、
小学生は学校の宿題も面倒見
ます！

ミュージックday

ネイティブの先生と英会話も
やるよ！

クッキングday

1日10,000円～
（税別）

7/25～8/24
（全18日間）



お待たせしました！
９月から康生校も、待望の幼児をお預かりいたします！

【体験レッスン日程】
8/27（月）.28（火）.29（水）

◆プリキンダープログラム
13：00-13：30 1歳～2歳：ネイティブのＥｎｇｌｉｓｈ Ｌｅｓｓｏｎ
13：30-14：00 2歳～3歳：ネイティブのＥｎｇｌｉｓｈ Ｌｅｓｓｏｎ

◆プリスクールプログラム 年少～年長

14：00-15：30 ネイティブのＥｎｇｌｉｓｈ Ｌｅｓｓｏｎ
15：30-17：00 ヨコミネ式よみ・かき・計算・体操

ネイティブの先生：Lee先生または、Becky先生

年少～年長

プリキンダー・プリスクール
＜WiLLキッズのプリキンダー＆プリスクール＞
幼児期の多感な時期に、日本語と英語のバランスを取りながら、自立に向
けた生活を習慣化していく事で心の力を育てます。

◆プリキンダー＆プリスクール 体験レッスン料金

（税別）

コース 対象 時間
受講料

1日間 2日間 3日間

プリキンダー
（英語のみ）親子参加

1歳～2歳 13：00-13：30 1,000円 2,000円 3,000円

2歳～3歳 13：30-14：00 1,000円 2,000円 3,000円

プリスクール 年少～年長 14：00-17：00 5,000円 8,000円 10,000円

幼児・小学生向けコース

電話番号 年齢 氏名（ ）

キリトリ線 ✄

≪受講数確認表 提出用≫

※ご希望の日程に○をしてご提出ください。

27 28 29
月 火 水

13：00～13：30
13：30～14：00
14：00～17：00

ＷｉＬＬキッズ
プリキンダー・プリスクール（康生校）

8月



幼児・小学生向けコース

待ちに待った夏休み★どうやって時間を使う？
小学生イベント盛りだくさん！！

◆宿題完了DAY！

【日時】7/2１（土）・22（日） 13:00～17:00
【実施校舎】岡崎校・北岡崎校

◆ぜんけん模試

【日時】
本宿校・康生校8/25（土）9:00～（小４～10：10、小5・6～11：15）
岡崎校 8/28（火）17：00～（小４ ～18：10、小5・6～19：15）
北岡崎 8/29（水）17：00～（小４ ～18：10、小5・6～19：15）

・もちもの：筆記用具、定規
・受験科目：[小４]算・国 [小５・６]算・国・理・社

「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

受験料

2,100円
（税別）

21日～夏休み！夏休みのスタート2日間で宿題を片付けてしまおう！読書感想文やポスター、
自由研究etc持ってきたものは何でも先生が面倒見ます！
夏休みは、たくさん勉強して、たくさん遊ぼう！ごきょうだい・お友達も参加ＯＫ！

小１～小６

小４～小６

◆速読パワーアップトレーニング
文字を早く追えるだけで、膨大の情報を頭の中に入れることができます。
それを整理したり、処理する力を養える速読！

【日程】8/25（土）14：00～16：00
【開講校舎】康生校
【もちもの】簡単に読める本１、２冊
【定員】10名（初心者４名まで）

脳の無意識領域の能力を活性化させる画期的な速読
トレーニング法“BrainBoost”をで体験してみましょう。

（税別）

1日参加3,000円

2日参加5,000円

（税別）

サクセスだから
できる！

小２以上

受講料

2,000円



幼児・小学生向けコース

待ちに待った夏休み★どうやって時間を使う？
小学生イベント盛りだくさん！！

◆ことばのきまり+国語読解特訓

【日時】8/5（日）・19（日） 14:40～15:30
【実施校舎】岡崎校
【もちもの】筆記用具

◆小学生のための英検５級対策講座

【日時】8/5（日）・19（日） 13:50～14:40
【実施校舎】岡崎校
【もちもの】筆記用具・英語ノート

（税別）

単語が読める方対象。Lepton受講者であれば、BIRD終了レベルから受講可能。
小学生でもわかる英検対策授業を行います。

全ての強化の基礎は、国語にあり。
文章には読み方があります！国語の読解力は小学生の段階である程度身につけましょう！中
学生になると問題分まで難しい言葉になり、問題の意味すら理解できない子が増えてきていま
す。これからの学力アップのカギは、国語力！かなり重要です。

小４～小６

小１～小６

（税別）

英検申込受付期間 8/1～8/27 ～お申込みは各教室まで～
・検定日：10/6（土） ・場所：個別志導のサクセス岡崎校

◆日本漢字能力検定

【日時】8/21（火）11:00～
【実施校舎】岡崎校

参加費：受検料（10級<小１終了レベル>から検定有り）
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？

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

（税別）

（税込）

1日参加2,000円

2日参加3,000円

1日参加2,000円

2日参加3,000円



◆サクセス小学部 夏期講習
今、全国的に教育の内容が見直されています。小学校英語の教科化やプログラミングの導入はじめ、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。知識の土台をしっかり作り、その上での応用力が求められているのです。この時代
の学習塾の役割は、基礎・基本を徹底し、その上で「自力で考え、工夫する力」の育成をすることではないで
しょうか。 ご心配事、ご相談、受付けます。

（１）算・国レギュラーコース
学習内容：1学期の復習（苦手教科の強化）

2学期の予習

（２）算+国+英OLECOコース
学習内容：前学年の復習 読解力の強化、学習不足の補助、ＯＬＥＣＯによるオンラインネイティブレッスン

岡崎校

対象：小１～小６

コース 受講回数
受講料

本科生 追加（4コマ単位）

算・国レギュラーコース 8時限 8,000円～ 4,000円～

算・国・英コース 算・国8時限＋英1回～ 上記料金＋4,000円～

※ＯＬＥＣＯは1コマ単位、算国は４コマ単位で追加可能
OLECOは、同時刻で2名まで可能！希望者はお早めに！

海外に行くより断然お得！OLECOでプチ留学気分！

（税別）

「勉強しなさい！」とイライラしない夏休み
一日で算、国、英が学べる夏期講習！

1日で学べる!!

※学習内容については、個別に相談させていただきます。



◆Geniusハイクラス小学生 夏期講習

対象：小１～小６ハイクラス生

【6・5年生】
≪算・国１６時限～ ※理社は別時限で希望者のみ≫
※コース・単元は、個々に提案いたします。

＜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・俳句など１６単元＋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、歴史のもの
さし、吉野ケ里遺跡、昔の税など

◆Sコース
１学期に学んできた「四谷大塚ジュニア予習シリーズ」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、強化、発展問題対策

◆Aコース
入門講習：「四谷大塚ジュニア予習シリーズ」の算国の基礎から学べ、基本事項のおさらい

◆Bコース
ベーシック講習：一学期復習：一学期の基礎力確認 小学生ﾜｰｸ標準テキスト使用

〈特長〉どのコースも個別で対応しますので、それぞれに応じてレベルアップできます。

【４年生】
≪算国12時限～ ※理社は別時限で希望者のみ≫
※コース・単元は、個々に提案いたします。

＜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】
≪算国10時限～≫
◆Sコース
算数＝並行、立方体、直方体、円、球、箱の展開、場合の数（順序）、小数、わり算（筆算）
国語＝漢字の部首・つくり、故事成語（矛盾、三顧の礼、漁夫の利）、ことわざなど

◆Aコース
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）

◆Bコース
算数・国語＝学習指導要領のペースに準ずる内容∔予習

【２・１年生】
≪算国８時限～≫
◆Sコース
２年生算数＝カレンダーのしくみ、並び方のきまり、文章題を描く、かけ算のしくみ
〃 国語＝反対語、熟語、なぞなぞ漢字
１年生算数＝おおきな数、時計問題、何番目、文章題を描く、計算
〃 国語＝かたかな、反対語、俳句、同音異義語、回文

◆Aコース

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）

◆Bコース
算数・国語＝学習指導要領のペースに準ずる内容∔予習

中学受験、早めの対策をお勧めします。
熟知しているサクセスしかできないプログラム



◆Geniusハイクラス小学生 夏期講習

対象：小１～小６ハイクラス生

【6・5年生】
≪算・国１６時限～ ※理社は別時限で希望者のみ≫
※コース・単元は、個々に提案いたします。

＜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・俳句など１６単元＋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、歴史のもの
さし、吉野ケ里遺跡、昔の税など

◆Sコース
１学期に学んできた「四谷大塚ジュニア予習シリーズ」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、強化、発展問題対策

◆Aコース
入門講習：「四谷大塚ジュニア予習シリーズ」の算国の基礎から学べ、基本事項のおさらい

◆Bコース
ベーシック講習：一学期復習：一学期の基礎力確認 小学生ﾜｰｸ標準テキスト使用

〈特長〉どのコースも個別で対応しますので、それぞれに応じてレベルアップできます。

【４年生】
≪算国12時限～ ※理社は別時限で希望者のみ≫
※コース・単元は、個々に提案いたします。

＜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】
≪算国10時限～≫
◆Sコース
算数＝並行、立方体、直方体、円、球、箱の展開、場合の数（順序）、小数、わり算（筆算）
国語＝漢字の部首・つくり、故事成語（矛盾、三顧の礼、漁夫の利）、ことわざなど

◆Aコース
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）

◆Bコース
算数・国語＝学習指導要領のペースに準ずる内容∔予習

【２・１年生】
≪算国８時限～≫
◆Sコース
２年生算数＝カレンダーのしくみ、並び方のきまり、文章題を描く、かけ算のしくみ
〃 国語＝反対語、熟語、なぞなぞ漢字
１年生算数＝おおきな数、時計問題、何番目、文章題を描く、計算
〃 国語＝かたかな、反対語、俳句、同音異義語、回文

◆Aコース

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）

◆Bコース
算数・国語＝学習指導要領のペースに準ずる内容∔予習

附中へ行くのも楽じゃない！早めの対策をお勧めします。
熟知しているサクセスしかできないプログラム


