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冬 期 講習

【幼児・小学生用】

申込締切12/10（金）

●お申込方法が選択できます。

①出席表を紙で提出

②新管理システムOZAにて申込（紙の提出は不要）

※OZAにて登録の方は11/25㈭～12/10㈮の期間にてお申込ください。

※今回web登録（OZA）をしていただける方は、講習受講者に限り500円割引にさせて

いただきます。

●以下のコースの方は、冬期講習期間に限らず、12/6㈪～1/28㈮までにご受

講いただくことが可能です。

・附小専科 そろばん Lepton



◆英語・数学 中学準備講座
昨年度、大好評だった「中学準備講座！」

今年度から中学校の教科書改訂が行われたことをご存知でしたか？
特に英語はかなり難しくなり、「学年の1/3がついていけなくなる。」と昨年
の段階で言われていましたが、まさにその通りのことが起こっています。

ではその1/3にならないようにするためにできることは、

早めに準備すること。

また、数学に対して「どうせ算数が少し難しくなっただけ。」と思っている方
はいませんか？確かに正解ではありますが、半分は不正解です。算数と
同じ感覚でいると中学校の数学で痛い目を見ます。サクセスでは特に苦
戦しやすく、嫌いになってしまいがちな英語と数学にフィーチャーし、早目

に早めにしっかりと準備をしていきます！

【日程】12/24(金)・27(月)・1/5（水）@康生校
12/28(水)・1/6(木)@岡崎校

【時間】15：30～17:15
【内容】英語：一般動詞、Be動詞

数学：正負の数

【受講料】17,600円(税込) 8,800円(税込)

2022年4月に中学校進学の方へ

小学6年生向け冬期講習 中学進学に向け基礎徹底！

全１０時限

今やらないとついていけなくなります！

1・2月学び放題コース
授業料無料！

※3月から6か月以上、中学部通塾可能な方対象

※特別講習につき、 振替対応はできません。



◆附属中受験対策講座～かけ込み講習～

附属中受験に向けた勉強も終盤に掛かってきました。
各自過去問等取り組んでいただいていると思います。

サクセスの「かけ込み講習」では過去問練習、解説をしっかり行いますが、
どうしても疎かになってしまう「面接」についても重点的に取り組みます！

「面接は何とかなるでしょ？」と思っているそこのあなた！
面接で一番必要なのは「慣れ」です。基本的に小学6年生の段階で面接慣
れしている人は少ないため、どう経験を養っていくかが大きなポイントです。
どうしても筆記対策に夢中になり、面接は疎かになるお子様が多い中で

「面接」の出来が大きく結果を左右します。
是非、サクセスで附中受験のラストスパートを一緒に頑張りましょう！

【日程】12/24(金)・27(月) 
1/5(水)・6(木)

【時間】9：00～12:35

【開校校舎】個別志導のサクセス 康生校 4F

【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

【受講料】35,200円 (税込)

愛教大附属中学校受験希望の方へ

小学6年生向け冬期講習
受験前最後の追い込みに！

全１６時限

サクセスだから
できる！



◆冬期講習小学部
【日程】12/23（木）～1/7（金）

【開校校舎】岡崎校・康生校

【内容】２学期までの復習・３学期の予習

【定員】各時間12名

今年度も新型コロナウイルスの影響を受け、急ピッチのオンライン授業等により学校での学習が中々うまく
いっていなかったのが現状です。最近は通常通り登校てきていますが、学習面で不安に思われている保護
者の方に向けて、「苦手を無くす」、「得意をさらに伸ばす」ことができるカリキュラムをご用意いたしました。そ
の学年で習う単元はその学年で終わらせられるように有意義な冬休みにしていきましょう！

基礎徹底苦手克服をしたい
小１～小６

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！

お子様の「基礎学力」
大丈夫ですか！？

※小学部３年生以上必修。小４以上ぜんけん模試必修。

内部生 10時限 11,000円

外部生 10時限 12,100円

追加 2時限毎 2,200円

＜紙提出の方＞ こちらをご提出ください。
＜OZAで申込の方＞ 提出は不要です。500円割引となります。

年 名前

※冬期講習期間はオンライン授業は行いません。

切り取り

※OZA未登録の方は登録をお願いします。講習の申込方法については末ページをご確認ください。

【追加時限数】

時限

【学習希望教科】 希望があれば〇

（ 算数 ・ 国語 ）

【ぜんけん模試（４年生以上必修）】

□岡崎校12/25 □ 康生校12/26

12/23 12/24 12/27 12/28 1/5 1/6

木 金 月 火 水 木

9:00～9:50

9:55～10:45

10:50～11:40

17:20～18:10

18:15～19:05

19:10～20:00

13:40～14:30

14:35～15:25

17:20～18:10

18:15～19:05

19:10～20:00

岡崎校

康生校

小学部 時間割



サクセスGenius

◆Genius冬期講習 日程

附小専科 中学受験科 追加授業

時限数 講習費（円） 時限数 講習費（円） １時限あたり（円）

小学１・２・３年生 10 18,700 10 18,700 1,870

小学４年生 10 19,800 10 19,800 1,980

小学５年生 12 25,300 14 29,700 2,090

小学６年生 30 57,000 32 67,100 2,090

◆ Genius附小専科・中学受験科

【日程】12/6（月）～1/28（金）の間で受講できます。
【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

サクセスでは6年生の夏休みまでに小学校の単元を完了し、半年間かけ中学校に向けて学習をすることを目標
にしています。「ウチの子はまだ低学年だから・・・」と思っている保護者の皆様！高学年になってから順調に学習
をするには低学年の時に学習の習慣化をすることが絶対条件です。もちろん高学年のお子様には苦手な単元を
無くしつつ、どんどん先に進めていくことが大切ですのでより効果的な冬休みにしましょう！

中々手が回らない理科、社会を集中して冬休みに取り組もう！
オススメ！

理社パック ①理科4時限 ②社会4時限 ③理社8時限
①②③よりお選びください。（４年生以上対象）

【オプションコース】

年 名前

※冬期講習期間はオンライン授業は行いません。
※小1～小6必修。小４以上はぜんけん模試必修。

＜紙提出の方＞ こちらをご提出ください。
＜OZAで申込の方＞ こちらは不要です。500円割引となります。

切り取り

※上記の表以外の日程をご希望される方はこちらにご記入ください。【算数・国語追加時限数】

時限

【理社パック】

□理科4時限 □社会4時限 □理社8時限

【ぜんけん模試（４年生以上必修）】

□岡崎校12/25 □ 康生校12/26

附小専科
中学受験科 時間割

12/23 12/24 12/27 12/28 1/5 1/6 1/7
木 金 月 火 水 木 金

岡崎校

9:00～9:50

9:55～10:45

10:50～11:40

15:30～16:20

16:25～17:15

17:20～18:10

康生校

13:40～14:30

14:35～15:25

15:30～16:20

16:25～17:15

17:20～18:10



ウィンタースクール
毎年大好評ウィンタースクールを実施します!!

「WiLLキッズ」では、楽しいイベントが盛りだくさん！
短期間でも「あいさつ習慣や学習習慣」が身に着きます♪

「こんなことができるようになった！」とお子様が喜ぶ
有意義な冬にしてみませんか？

わくわく

超充実するアフタースクールの魅力

「読み・書き・計算」を
繰り返し勉強することで
基礎学習力を身につけ
自学自習の習慣付けを促します。

「走る」「投げる」「跳ぶ」「蹴る」
など基本的な動きをバランス良く
組み入れます。それらを通して諦めず
にやり抜く心の力も鍛えていきます。

学習

運動

説明会実施中

11月20日(土)
岡崎校 ① 9:30～ ② 11:00～
康生校 ③ 14:00～ ④ 15:30～

日時

12月18日(土)
岡崎校 ① 9:30～ ② 11:00～
康生校 ③ 14:00～ ④ 15:30～

探究イベント

「頑張りたいこと」「挨拶」
「サイコロトーク」など
子供たちが話しあうことで新たな気付
きや自己肯定感を高めていきます。

説明会申込はこちら



ウィンタースクールの1日の流れ
※変更の場合もあります

8:30～ 入室開始
9:00～10:30 勉強
10:30～12:00 外遊び
※雨天の場合、運動又は自由
12:00～13:00 お昼
13:00～15:00 探求イベント
15:00～16:00 運動
16:00～16:25 おやつ＋探究ラボ
16:25～17:15 勉強
17:20～17:30 掃除
17:30～18:00 自由

料金
一日当たり 6,600円(税込)

12月・1月 お楽しみ探究イベント日程

開講校舎 岡崎校・康生校

月 火 水 木 金

12/20
岡崎：通常

2
1

岡崎：通常
22

岡崎：通常
23

岡崎：通常
24

岡崎：クリスマス
イベント

康生：通常 康生：通常 康生：通常 康生：通常
康生：クリスマス

イベント

27

岡崎：書きぞめ
2
8

岡崎：アート
(葉っぱアート)

29

岡崎：パズル
で対戦

30 お休み 31 お休み
康生：アート
(葉っぱアート)

康生：書きぞめ
康生：パズル

で対戦

1/3 お休み 4

岡崎：昔ながらの
遊び大会

5

岡崎：クラフト
(凧作り)

6

岡崎：絵日記
を描こう

（冬休みの思い出）
7

岡崎：通常

康生：クラフト
(凧作り)

康生：昔ながらの
遊び大会

康生：絵日記
を描こう

（冬休みの思い出）
康生：通常

日程
12/24(金)～1/6(木) 
8:30～18:00 全8日間

楽しいイベントが盛りだくさん♪
この冬を楽しもう!!

アート
クラフト

※入退室は自由になります。

※早番(7:30～8:30)又は遅番(18:00～19:00)
の申込の方 延長料 1日 各550円(税込)

※お弁当をご希望の方は、
ご利用日の前日17時までにご連絡ください。
お弁当 1食 550円(税込)

※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。

一日からOK!

クッキング



WiLLキッズ
12/24 12/27 12/28 12/29 1/4 1/5 1/6 1/7

金 月 火 水 火 水 木 金

岡崎校

①7:30～18:00

②8:30～18:00

③7:30～19:00

④8:30～19:00

康生校

①7:30～18:00

②8:30～18:00

③7:30～19:00

④8:30～19:00

ウインタースクール出席表

年 名前

※ご希望する時間帯(①～④)を出席表に〇でご記入ください。

※12/20(月)～23(木)、1/7(金) は通常授業となります。

※延長料金（7:30～8:30と18:00～19:00）はそれぞれ550円になります。



◆Lepton特訓
【冬期日時】岡崎校12/24（金）・28（火）・1/5(水)①16:25～②17：20～

康生校12/23（木）・27（月）・1/6(木)①16：25～②17：20～
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～中3

◆そろばん特訓

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、
絶対授業が楽しくなります！みんなが休んでいる間にどんどん差を作ろう！
サクセスの冬期講習は、そんな皆さんを応援します！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！

年中～中3

幼児・小学生向け特別講習

6時限 9,900円

◆筆っこ書きぞめ
【日程】
12/27(月) 岡崎校 14：30〜16：30
12/28(火) 康生校 14：30〜16：30

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、willキッズ生は無料！
他受講者：1,100円

学校の英語で困っていませんか？

特技は計算！計算だけは誰にも負けない！

【冬期日時】岡崎校12/23（木）・27(月)・1/6(木) ①16：25～②17：20～

康生校12/24（金）・28（火）・1/5(水)①16：25～②17：20～

6時限 5,500円

◆ぜんけん模試
【日程】12/25 13:00～＠岡崎校 12/26 9:00～＠康生校

【所要時間】 4年:1時間１0分 5年:2時間45分 6年:3時間30分

【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？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！

小４～小６

料金

小4 2,200円

小5・小6 3,100円

※そろばん、Leptonをご受講の方は冬期講習外の期間(12/6～1/28)まで
ご受講可能になります。

※10分前にはお越しください。



幼児・小学生向け特別講習 出席表

Lepton 時間割
12/23 12/24 12/27 12/28 1/5 1/6

木 金 月 火 水 木

岡崎校
16:25～17:15

17:20～18:10

康生校
16:25～17:15

17:20～18:10

そろばん 時間割
12/23 12/24 12/27 12/28 1/5 1/6

木 金 月 火 水 木

岡崎校
16:25～17:15

17:20～18:10

康生校
16:25～17:15

17:20～18:10

書きぞめ 時間割
12/27 12/28
月 火

岡崎校 14:30～16:30

康生校 14:30～16:30

ぜんけん模試 時間割
12/25 12/26
土 日

岡崎校 13:00～(学年による)

康生校 9:00～(学年による)

年 名前

※Lepton、そろばんをご受講の方は冬期講習外の期間(12/6～1/28)まで
ご受講可能になります。

※ご希望の日程に〇をつけてください。

※上記の表以外の日程をご希望される方はこちらにご記入ください。



「OZA」マイページにログイン

コース選択
↓

冬期講習会
↓

時限数選択
↓
次へ

受講する生徒を
選択してください。

こちらのボタンから
講習会を購入。

ご確認後、
上記内容
で購入
をクリック。

購入した講習会
時限をこちらか
ら予約します。

冬期講習の権利をクリック。

1時限ずつご希望の座席を予約してください。

ピンク色で表示されたクラスは満席になります。
他のクラスをお選びください。

満席

OZAでの申込み方法 申込み方法のご質問はこちら⇒


