
重要《幼児・小学生用》

申込締切 3/4（金）

２０２２年

３/２２（火）～４/５（火）
※新学期４/8(金)～スタート

サクセス生でない方は
以下のQRコードよりお申込ください。



2022

春期講習のご案内

講習期間 3/22（火）～4/5（火）

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・保護者さまと真剣に向き合い、その子

に最適なサポートをご提案します。まずは春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。通塾生ではない方は末尾の申込フォームにてお申込ください。

STEP４

春期講習を受講
春休みを通して学び、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。短い春休みだからこそ、できる事を集中的にやっていきます。いろん
なことを体験し、大きな経験値を得ましょう♪

☎0564-54-8772 詳細は、HPにて
お申込は、お電話またはＨＰより

（選択のポイント）

お子様がワクワクするものも一緒に選択してください！

宿題がない、春休みにできる事
①苦手の克服 ②新学年の予習 この二つをきっちりこなしておくことで勉強へ
の不安は解消！新学期を楽しく迎えましょう！

締切3/4（金）厳守



Genius附小専科・中学受験科 対象：新小１～新小6

金額一覧
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）
2時限あたり

（円）

新小学１～６年生 10 11,000 10 13,200 1,980

Genius2022春の特別講習

※税込

「この春休みをどう活用するか」がカギです。
将来に向けて今、取り組み直すことが、目標達成力に直結します！

「学力の差は学習時間の差＝努力の差」

【 日 程 】3/22(火)～4/7(木)

【開校校舎】岡崎校・康生校
【 内 容 】算数・国語（現学年の復習・新学年の予習）

【 定 員 】各時間10名

※新1年生は希望、新2～6年生は必修となります

※追加時限数分の料金が掛かります。【オプションコース】

楽しく漢字・計算をやっちゃおう大会

中々手が回らない理科、社会を集中して
春休みに取り組もう！
今の学年の内容は今の学年のうちにカンペキに！

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。

附 属 小 新 1 年 オ リ エ ン テ ー シ ョ ン

愛知教育附属岡崎小学校に進学が決まった保護者の方へ

合格おめでとうございます！
豊かな学校生活を送るために事前に情報をお伝えします。
学校生活のイロハから学習の仕方などをレクチャーします。
附小サクセスへご入会の方は今後の流れについてお話しますので是非ご参加ください。

■日時 3/22(火) 15:00～
■場所 オンライン(zoom)

■講師 塾長 近藤友紀

■参加費 無料！！
■zoom ID：839 5136 3607

今のうちに理社パック

小学生のうちに身につけたいスキルの1つが「基礎学力」です。
サクセスではこの「基礎学力」の大部分を占める
「漢字力」「計算力」の先取り学習を徹底しています。
この機会に少しでもこの力を高めていきましょう！

日時:3/24(木)＠康生校
3/28(月)＠岡崎校

時間:15:30~18:10

参加費:2,970円(税込)



-2022春の特別講習-

算数と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。ご心配な事は、お気軽にご相談ください。

現学年の単元、大丈夫ですか！？

今の学年の内容は今の学年のうちに終わらせておかないと、進級してすぐに躓いてしまいますよ
ね。サクセスの春期講習では復習だけでなく、次学年に向けて先取り学習を実施します。

「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春休みにしていきましょう！

小学生のための春期講習

【 日 程 】3/22(火)～4/5(火)

【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10名

基礎徹底苦手克服をしたい
小１～小６

※追加時限数分の料金が掛かります。

スプリングスクールにご参加の方は、小学部での勉強が含まれます！

【オプションコース】

※新3～6年生は必修となります

楽しく漢字・計算をやっちゃおう大会

中々手が回らない理科、社会を集中して
春休みに取り組もう！
今の学年の内容は今の学年のうちにカンペキに！

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。

今のうちに理社パック

小学生のうちに身につけたいスキルの1つが「基礎学力」です。
サクセスではこの「基礎学力」の大部分を占める
「漢字力」「計算力」の先取り学習を徹底しています。
この機会に少しでもこの力を高めていきましょう！

金額一覧
小学部(サクセス生) 外部生 追加授業

時限数 講習費（円） 時限数 講習費（円）
2時限あたり

（円）

新小学１～６年生 10 11,000 10 12,100 1,980

※税込

日時:3/24(木)＠康生校
3/28(月)＠岡崎校

時間:15:30~18:10

参加費:2,970円(税込)



わくわく

スプリングスクール

毎年大好評スプリングスクールを実施します！！

WiLLキッズでは、様々なイベントが盛りだくさん♪
学習習慣だけでなく生活習慣も身につきます！

「ダラダラしたまま新学期を迎えてほしくない」
「長期休みで少しでも成長してほしい」

WiLLキッズでは、楽しみながらメリハリのある生活を習慣付けが出来ます！
「こんなことができるようになった！」とお子様が喜ぶ

有意義な春にしてみませんか？

超充実するアフタースクールの魅力

スペシャルイベント

グラスアート

日にち：3月25日(金)
場所：岡崎校
時間：13:00〜15:00
講師：川越奈津先生
参加費：2,200円(税込)

【なつ先生のご紹介】
グラスアート教室「Amu」として活動してまいりました。
「自分らしく」を大切にグラスアートの
世界を楽しんで頂けるよう指導しております。

スペシャルスクールの魅力

学習・体操だけではなく
毎日お楽しみ探求イベントを実施！
普段とはちょっと違う体験を通じて
子供たちの好奇心を刺激や新たな気づき
を見つけます♪

イベントでは、
ハート型のケース
を作ります！

お預かりするだけでなく
学習・運動・探求といった「認知能力」
思いやり・協調性・自己肯定感といった
「非認知能力」の2つの力を育てること
が出来ます！

3/22(火)〜4/7(木) 10日間 (土日はお休み)



月 火 水 木 金

3/21 春分の日 22
岡崎：通常

23
岡崎：通常

24
岡崎：通常

25
岡崎：グラスアート

康生：通常 康生：通常 康生：通常 康生：公園で遊ぼう！

28

岡崎：公園で遊ぼう！

29

岡崎：お花見

30

岡崎：チーム対抗
クイズ大会

31

岡崎：スポーツ大会

4/1

岡崎：理科実験

康生：アート
康生：チーム対抗
クイズ大会

康生：お花見 康生：スポーツ大会 康生：クラフト

4

岡崎：クラフト

5

岡崎：パズル

6

岡崎：アート

7

岡崎：絵日記
(春休みの思い出)

8

岡崎：通常

康生：理科実験 康生：アート 康生：パズル
康生：絵日記
(春休みの思い出)

康生：通常

スプリングスクール 1日の流れ

※小学部が無料で毎日2時限受講できるようになりました

8:30～10:00 自由時間
10:00～11:00 宿題タイム
11:00～12:00 運動
12:00～13:00 お昼
13:00～15:00 お楽しみ探求イベント
15:00～15:30 おやつ＋トークミッションプログラム

15:30～17:15 小学部(国・算)
17:20～17:30 掃除
17:30～18:00 自由

スプリングスクール お楽しみ探求イベント

※入退室は自由になります。

※欠席をする場合は、返金致しかねます。

※3/24(木)〜31(木)康生校5Fが改装工事の為、
4Fでお預かりとなります。

※上記の日程で朝からのお預かりをご利用したい場合は、
ご利用日の2日前18時までにOZAにご連絡ください。

1日 6,600円(税込) 半日 3,300円(税込)

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

※お弁当をご希望又はキャンセルの方は、
ご利用日の2日前18時までにOZA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。

※小学部,さんこくキッズも追加料金なしで受講できます。

※スケジュールの変更の場合があります。ご了承下さい。

開講校舎
岡崎校・康生校

日程
3/25(金)〜4/7(木)
8:30〜18:00 全10日間

注意事項

アンイングリッシュクラブ開講キャンペーン
スプリングスクール受講料

1日 11,000円→8,800円 6日 49,500円→36,300円
2日 20,900円→16,500円 7日 55,000円→39,600円
3日 29,700円→23,100円 8日 60,500円→42,900円
4日 37,400円→28,600円 9日 66,000円→46,200円
5日 44,000円→33,000円 10日 71,500円→49,500円

お出か
け

理科実験

クラフト

※税込表示

https://1.bp.blogspot.com/-rkcQhCd6JRA/W6DTaHQue3I/AAAAAAABO8E/XLnR9Yr28l0e25LXeHccNuWecHasKNLDgCLcBGAs/s800/kenkyu_woman_seikou.png
https://2.bp.blogspot.com/-nDXe-1j5lKc/VQF_lKfyXhI/AAAAAAAAsNs/xoQA1Eua3S0/s800/tree1_haru.png
https://2.bp.blogspot.com/-NqJ__6KOPIE/Wn1Z1pvE56I/AAAAAAABKPo/ZawO11pYB9k54H-v7FioDz2TO-i-wRA4wCLcBGAs/s800/kousaku_family_kids.png
https://1.bp.blogspot.com/-KW27E4JiNTE/Xdtt0gcKiQI/AAAAAAABWMo/9NiBnoc5Y88XXY3gcKwnaqQUsdf4r7gcwCNcBGAsYHQ/s1600/sports_dodgeball_boy_girl.png
https://2.bp.blogspot.com/-H-ZPcOcnZkU/XNE_Jk2ir0I/AAAAAAABSvA/OnrEKa0SnnQ6CMltT3inmGlm4nXrTVE4gCLcBGAs/s800/kids_oonawatobi.png
https://2.bp.blogspot.com/-oBN4875IFBY/UZRV9_0NCqI/AAAAAAAASsk/sOMGu3rczGM/s800/sakura_tree.png
https://1.bp.blogspot.com/-yRHIb6FSVIc/Vsr0hTz3WAI/AAAAAAAA4Gs/wmIMEAruVrI/s800/flower_momo.png
https://3.bp.blogspot.com/-6ivctVX3opc/XGjyNUSS8nI/AAAAAAABRes/twu8MO-pRj0NNXo1Wm4hl2Uu9ZzDZgw8QCLcBGAs/s800/bug_chou_tawamureru_kids.png


◆Lepton特訓
【春期日時】 末尾出席表をご確認ください。

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？
英語学習経験の有無問わず、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。春休み、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！
サクセスの春期講習は、そんな皆さんを応援します！春休み明

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！

6コマ 9,900円

小学生も英語は必須！！

計算だけは誰にも負けない！

【春期日時】 末尾出席表をご確認ください。
6コマ 5,500円

※Lepton、そろばんは春期講習外の期間(3月21日)まで振替可能になります。

小学生のための春期講習

年長～中3



附属小受験をお考えの
年中さん向けの春期講習



新 年 名前

春期講習 出席表

※そろばん・Leptonは春期講習までの通常授業に振替していただけます。
ご希望の場合は下の枠に出席希望日、時間をご記入ください。
満席の場合もございますのでその旨ご承知おきください。

～グラスアート作り～
日にち：3月25日(金)
場所：岡崎校
時間：13:00〜15:00
講師：川越奈津
参加費：2,200円(税込)

スペシャルイベント

＜＜川越奈津先生より＞＞
グラスアート教室「Amu」として活動して
まいりました。
「自分らしく」を大切にグラスアートの
世界を楽しんで頂けるよう指導しております。

イベントでは、
ハート型ケース
を作ります！

参加する・参加しない

どちらかに〇をお書きください。

※各日程の参加希望者が5名に満たない場合は
別の時間へのご移動をお願いする場合がございますのでご了承ください。



附小専科・中学受験科 出席表

※出席する時間に〇をお書きください。
附小専科・中学受験科は春期講習までの通常授業(3/18まで)に振替していただけます。
満席の時間帯もございますのでご移動いただく場合がございます。

新 年 名前

※参加されるものに〇をお書きください。【オプションコース】

・今のうちに理社パック
①理科4時限 3,960円(税込)

②社会4時限 3,960円(税込)

③理社8時限 7,920円(税込)

（ 希望する ① ② ③ ・ 希望しない ）

・楽しく漢字・計算をやっちゃおう大会 2,970円(税込)

（ 希望する ・ 希望しない ）

【基本時限数10時限＋追加 時限(算国)＝合計 時限】 ※オプションコースは除く。

※上記以外の日程に参加される方はご希望の時間帯を下記枠にご記入ください。

3月22日 3月23日 3月24日 3月25日 3月28日 3月29日 3月30日 3月31日

火 水 木 金 月 火 水 木

9:55〜10:45

10:50〜11:40

11:45〜12:35

15:30〜16:20

16:25〜17:15

17:20〜18:10

15:30〜16:20

16:25〜17:15

17:20〜18:10

漢字

・

計算

康生校

岡崎校

漢字

・

計算

附小専科・中学受験科



小学部 出席表

※出席する時間に〇をお書きください。

新 年 名前

※参加されるものに〇をお書きください。【オプションコース】

・今のうちに理社パック
①理科4時限 3,960円(税込)

②社会4時限 3,960円(税込)

③理社8時限 7,920円(税込)

（ 希望する ① ② ③ ・ 希望しない ）

・楽しく漢字・計算をやっちゃおう大会 2,970円(税込)

（ 希望する ・ 希望しない ）

【基本時限数10時限＋追加 時限(算国)＝合計 時限】 ※オプションコースは除く。

3月22日 3月23日 3月24日 3月25日 3月28日 3月29日 3月30日 3月31日

火 水 木 金 月 火 水 木

15:30～16:20

16:25～17:15

17:20～18:10

18:20～19:10

19:10～20:00

20:00～20:50

9:55～10:45

10:50～11:40

11:45～12:35

15:30～16:20

16:25～17:15

17:20～18:10

18:20～19:10

19:10～20:00

20:00～20:50

小学部

岡崎校

康生校

漢字

・

計算

漢字

・

計算



※3/22(火)〜24(木)、4/8(金)は通常授業となります。

※お預かりをご希望するお日にちに◯をご記入ください。

※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。

新 年 名前

※延長ご希望の方は、◯をご記入ください。

※お弁当をご希望の方は、ご希望のお日にちに◯をご記入ください。
注文又はキャンセルの場合は、ご利用日の2日前18時までにOZAにご連絡ください。
お弁当 1食 550円(税込)

出席表の書き方

岡崎校 3/25(金) 3/28(月) 3/29(火) 3/30(水) 3/31(木) 4/1(金) 4/4(月) 4/5(火) 4/6(水) 4/7(木)

8:30〜18:00

お弁当

延長(7:30〜8:30)

延長(18:00〜19:00)

康生校 3/25(金) 3/28(月) 3/29(火) 3/30(水) 3/31(木) 4/1(金) 4/4(月) 4/5(火) 4/6(水) 4/7(木)

8:30〜18:00

お弁当

延長(7:30〜8:30)

延長(18:00〜19:00)

スプリングスクール 出席表


