塾内 ・ 塾外

様

２０２２～２０２３

小学生

冬期講習
学科（１００分・５０分）
読書・作文 / トータルパワー/ 知能教育
科学実験・工作講座 / ロボットプログラミング・しくみ Kids

＜冬期講習期間＞

１２/２４（土）～３０（金）、１/４（水）～６（金）
＜冬期講習実施期間＞

１２/１（木）～１/６（金）
部活・帰省などで講習期間に来られない生徒は、上記の期間で来られる日の
スケジュールを個人的に調整します。
学科コースの塾内生は８コマ（以上）の受講が必須です

柴山義塾 さかべ知能教育
http://www.shibayamagijuku.com
公式ブログ・YouTube・インスタグラム

◆◆冬期講習について◆◆
≪世界に一つのオリジナル≫
各校担当講師がみなさまの目標達成への最適コースを設定していきます。
より良い形で個人に合わせた講習、まさに一人ひとりのためのオリジナルコース
を提案していきます。みなさん存分に学び、是非成績アップを勝ち取ってください。

≪各コースの豊富な講座から自由に選択！≫
受講生一人ひとりのニーズに応えられるよう、コース別に、豊富な講座を用意
しました。「冬期講習講座紹介」 を見ながら、じっくり検討して、自分の目的に
合った講座を選んでください。複数のコース・講座を受講することも可能です。

≪コース・講座の選択に迷ったら≫
教室の教務アドバイザーに相談してください。あなたに最適な講座を紹介・
提案します。塾内生は担当の講師に相談してみるのもいいですね。

≪受講内容が決まったらさっそく申し込み！≫
受講内容が決まったら、申し込みは早めにしてください。
学校がお休みのときこそ、自分の目的に合った学習が行えます。
目的を明確にして充実した学習期間にしましょう！

★ お申込みは希望される受講開始日の５日前までにお願いいたし
ます。
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◆冬期講習講座◆◆
学科：１００分コース・50 分コース

（国・算・理・社・英）

対象：３歳～小６
意味や理由を自分なりに考える楽しみや、試行錯誤の中で発見する面白さを指導します。

学科：名大附・愛教大附・私立中学受験コース

（１コマ１００分）

対象：年長～小６
国私立中学受験模試に合わせたカリキュラムにより難関校合格に向けた学力を養うコースです。

学科：愛教大附・私立小学生コース

（１コマ １００分・50 分）

対象：小１～小６
学校別の特色あるカリキュラムに合わせたコースです。

読書・作文コース

（１コマ

50 分）

対象：３歳～小６
表現力・読解力を付けるために、レベルに合わせた作文のポイント、作文指導を行うコースです。想
像力、思考力の拡散が目的です。名大附中学受験対策（検査Ⅱ）にもなります。

トータルパワーコース

（１コマ

50 分）

対象：小４～小６
独特の教材を用い、資料などから読み取れること、それに対する自分の考え、意見を表現する力を
養います。名大附中学受験対策にもなります。

知能教育コース

（１コマ

50 分）

対象：1 歳～小６
脳生理学者のペンフィールド博士と知能教育学の肥田清次郎先生が開発した教材とモンテッソーリ
の手法を用いたオリジナル教材を使用しています。

ロボットプログラミング・しくみ Kids コース

（１コマ

50 分）

対象：年長～中２
生活の中にあるプログラムで制御されたもののしくみを学ぶロボットプログラミング。推奨対象は小３
以上です。しくみ Kids は年中から可能なプログラミング講座です。

科学実験・工作講座コース

（１コマ

50 分）

対象：小１～中２
不思議な現象を体験いただく化学変化、マジックショーや結晶づくり。わりばしやストロー、木工など
の工作講座から選んでください。
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◆受講費用◆
受講するコースの教材費が別途必要です。
コースによって、知能検査、学力診断テスト、模試の受験料が必要となります。
＜冬期講習 受講料一覧表（50 分コース）＞ ※（カッコ内の金額）は消費税込み

コース

知能教育 / 学科

区分
8 コマ
個別
10 コマ
授業
12 コマ
50
14 コマ
分
16 コマ
1 コマ
個別
（50×2）
授業
2 コマ
（50×4）
100
3 コマ
分
（50×6）

＜冬期講習
区分

読書・作文 / トータルパワー
科学実験・工作講座
ロボットプログラミング・しくみ Kids

塾内生

塾外生

塾内生

塾外生

20,000 (22,000)
24,750 (27,225)
29,500 (32,450)
34,250 (37,675)
39,000 (42,900)

22,000 (24,200)
27,250 (29,975)
32,500 (35,750)
37,750 (41,525)
43,000 (47,300)

24,000 (26,400)
29,750 (32,725)
35,500 (39,050)
41,250 (45,375)
47,000 (51,700)

26,000 (28,600)
32,250 (35,475)
38,500 (42,350)
44,750 (49,225)
51,000 (56,100)

5,000 (5,500)

5,500 (6,050)

6,000 (6,600)

6,500 (7,150)

10,000 (11,000)

11,000 (12,100)

12,000 (13,200)

13,000 (14,300)

15,000 (16,500)

16,500 (18,150)

18,000 (19,800)

19,500 (21,450)

受講料一覧表（100 分コース）＞ ※（カッコ内の金額）は消費税込み
塾内生

塾外生

８コマ

26,500 (29,150)

27,500 (30,250)

１２コマ

39,500 (43,450)

41,000 (45,100)

１６コマ

52,500 (57,750)

54,500 (59,950)

２０コマ

65,500 (72,050)

68,000 (74,800)

２４コマ

78,500 (86,350)

81,500 (89,650)

２８コマ

91,500 (100,650)

95,000 (104,500)

３２コマ

104,500 (114,950)

108,500 (119,350)

３６コマ

117,500 (129,250)

122,000 (134,200)

４０コマ

130,500 (143,550)

135,500 (149,050)
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◆タイムスケジュール◆

授業時間 （１００分+休憩１０分）

授業時間 （５０分）

１部①

１０:００ ～ １１:５０

①部

１０:００ ～ １０:５０

１部②

１１:００ ～ １２:５０

②部

１１:００ ～ １１:５０

２部①

１２:００ ～ １３:５０

③部

１２:００ ～ １２:５０

２部②

１３:００ ～ １４:５０

④部

１３:００ ～ １３:５０

３部①

１４:００ ～ １５:５０

⑤部

１４:００ ～ １４:５０

３部②

１５:００ ～ １６:５０

⑥部

１５:００ ～ １５:５０

４部①

１６:００ ～ １７:５０

⑦部

１６:００ ～ １６:５０

４部②

１７:００ ～ １８:５０

⑧部

１７:００ ～ １７:５０

５部①

１８:００ ～ １９:５０

⑨部

１８:００ ～ １８:５０

５部②

１９:００ ～ ２０:５０

⑩部

１９:００ ～ １９:５０

６部

２０:００ ～ ２１:５０

⑪部

２０:００ ～ ２０:５０
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