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夏休み 宿題 連絡表 

出席日は◎、欠席日は×、欠席するけど宿題が欲しい日は○をカレンダーに書き込んでください 

（   ）学年 名前（             ）  ℡（            ） 
学習教科に○を       数         国            英 

解答書欲しい    αβ（    ）   α(     ）   α β（     ） 1冊200円 （+税） 

 

 

 

解答書の注文はこちら
（持っている解答書は注文   

しないでください） 

最終〆切7／2（土） （夏の面談の際にご相談の上、提出してください） 感謝教育グループ 

学年 名前 ＴＥＬ 

講座はすべて先着順です。有料の講座につきましては、9月分会費と一緒に8/27引き落としです。 

☆小学受験、中学受験、ダイヤ、アユモ、個別コースの休みは異なります。  ☆ミルク・リトルは、８月はお休み 

提出用 

この表をいただかないと、宿題のお渡しができないので、よろしくお願いします。変更は、随時、メールや電話でお受けします。当日では難しいのでご協力お願いします。 

算数は１日２冊をオススメします。２冊を夏休みだけ欲しい方はこちらに○をしてください。 →（    ） 

教室を休む予定はなく、通常通りの宿題の出し方でよい方は○をしてください。→（    ）←こちらにマルをされた方は 

                                                                               ｶﾚﾝﾀﾞｰへの書き込みは不要です。 

 

申込書 

い
つ
も
や
っ
て
い
る
方 

も
ポ
イ
ン
ト
を
つ
け
て
く
だ
さ
い
。 

2016年 

教室に来た時お渡しする宿題の枚数になります 

図形・作文教室    光ヶ丘10:00～12：00 

アユモの作文教室    アユモ10：00～12：00 

九九教室      光ヶ丘9:30～10:00     アユモ16:00～16:30 

パハレ教室      光ヶ丘9:30～10:00     アユモ16:00～16:30 

理科実験教室   光ヶ丘10:00～12:00     アユモ14:30～16:30 

英検教室       光ヶ丘教室10:00～12:00 

幼児指示工作     光ヶ丘教室10:00～11:00 

学力テスト（全国標準学力テスト）   光ヶ丘教室10:00集合 

月・木クラス（通常通り） 

火・金クラス（通常通り） 

光ヶ丘教室お休み 

（個別・受験コース別紙参照） 

７月 ８月 

アシュニー先生の英会話（光ヶ丘） 

15：30～16：00 グループレッスン 

アシュニー先生の英会話（ダイヤ） 

⇒光ヶ丘教室開催です 

⇒アユモ教室開催です 
夏時間はありません。  

通常通りにお越しください。 

最終〆切7／2（土） （夏の面談の際にご相談の上、提出してください） 

切り取らないで提出 

こ
の
日
は
光
ヶ
丘
、こ
の
日
は
ア
ユ
モ
と 

バ
ラ
で
も
大
丈
夫
で
す
。 

10：30～11:00 グループレッスン  

アシュニー先生の英会話（アユモ） 

 16：30～18：00（1対1） 

全ての講座で予約制です。 

申し込み
○をお願いします Let's　チャレンジ！  

ポイント

　　夏休み　三教科を夏だけチャレンジ 10

　　算数や国語、夏休みだけ参加もいいね！ 5

　　夏こそ英語　大沼式英語（+外国人付き） 5

希望日

希望教室
　　夏だけ英会話　教室によって日程が違いますカレンダーをご覧ください 5

　　ママといっしょに夏だけ家庭採点＊普段から家庭採点の人も○して下さい 5

アユモの作文　8/１７　（水）　10：00～（1日で完結です）対象：小１以上 5

光ヶ丘希望（　　　　　）

アユモ希望（　　　　　）
      パハレ教室 5

光ヶ丘希望（　　　　　）

アユモ希望（　　　　　）
 ひょいひょい九九教室 5

　　　らくらく　英検教室 5

　入試問題にチャレンジ！幼児指示工作（年少～年長対象）7/23(土）　10：00～ 5

　光ヶ丘希望

　アユモ希望

　　　キラキラ理科実験教室 5

　　　全国標準学力テスト(対策2：1講習付き） 8/2８（日）　10：10～（開始） 10

　　　夏期個別指導参加 10

　夏の特別体験学習　おともだち　紹介 最高20

 10

ポイント
合 計

チョキチョキ図形とスラスラ作文教室 ２日セットコース前期も後期も同じ内容です。

振り替え1回あり

全3回振り替え１回あり

（普段英会話をやっていない方向け）

コース分けはお任せください。後日時間表をお渡しします。

後期希望
（8/2・ 3）

日時は面談時に相談します。

前期希望
（７/26・27）

全員参加です。

☆かたちコース 対象：低学年～高学年
コンパス、分度器、三角定規を使いこなそう！

☆うごく図形コース 対象：中学年α７以上～高学年
工作と計算。頭と道具と手を使って図形センスアップ♪

チョキチョキ図形ってなにするの？

スラスラ作文ってなにするの？

作文のコツや、文章の書き方など、目からうろこの講座で
文章を書くことが楽しくなることまちがいなし！レベル別
に２コースあります。

対象：小1～

対象：小1～

対象：5級、4級

7/27、8/3、10、24（いずれも水曜日） 9：30～10:00

7/２１、 28、 8/4、18 （いずれも木曜日） 16 ：00～16 ：30

光

ア

7/26、8/2、9、23（いずれも火曜日） 9：30～10:00

7/2２、 29、8/5、19 （いずれも金曜日） 16 ：00～16 ：30

光

ア

対象：小３以上（小1～2は保護者付き）

7/2２（金） 10 ：00～12:00

8/19（金） １４：30～16 ：30ア

光

光

光

光

光

（2回とも同じ実験内容です）

どちらの教室も利用される方はご希望の日にちをご記入ください。

どちらの教室も利用される方はご希望の日にちをご記入ください。

8/9（火）、10（水）、23（火）、24（水）

10:00～12：00（1回から申し込めます）

□8/9（火） □8/10（水）

2回選択

全3回振り替え１回あり 対象：幼児～

□8/23（火） □8/24（水）

日 月 火 水 木 金 土

面談 面談

ミルク・リトル

ミルク・リトル

海の日

　　　理科教室 幼児指示工作

　　　　パハレ 　　　　　　　九九

　　　　　九九 　　　　パハレ 　　　　　　パハレ 　　　　　　　九九

図形・作文2日連続

2

3

10

17

4 5 6 7 8 9

16

232221201918

11 12 13 14 15

24 28272625

1

3029
31

日 月 火 水 木 金 土

　　　　パハレ 　　　　　　九九

　　　　九九 　　　　　　　パハレ

　山の日

　　　　　　九九 　　　　パハレ

　　　　　　英検 　　　　英検

     　 アユモ作文 　　　　　パハレ 　　　理科教室

　　　　　九九

　　　　　　　　九九 　　　　パハレ

　　　　英検 　　　　　英検

学力テスト

図形・作文2日連続

5 6

7

14

21

8 9 10 13

20

272625242322

15 16 17

28 313029

個別・受験コースは別紙参照

1 2 3 4

個別・受験コースは別紙参照

1211

18 19



5ポイントゲット！ 

金メダル12コで奨励賞（ﾄﾛﾌｨー）がもらえます。 
その表彰式は11月26日（土）ハミングホールです。 

そのため９／5までに金メダルが１２個集まった場合、お申し出ください。 
（それ以降は来年の表彰対象になります） 

夏休み 三教科 夏だけチャレンジ！ 10ポイントゲット！ 

お し ら せ  ＆ 夏のわくわく     チャレンジ 

面談日に提出。最終〆切は、７月２日（土）  親子でご相談ください 

詳しくは、個人面談でご説明しますが、図形、作文教室、英検教室等は、先着順のため、面談日程が遅い方や早く予約したい方は、

お電話くださればご説明、ご予約承ります。 

夏休みだけ特別学習で、三教科やってみたい方におすすめ。 

今、三教科がんばっている方は、もちろんポイントがもらえます。 

算数や国語に夏休みだけ参加もいいね！ 5ポイントゲット！ 

３教科はちょっと・・・と言う方は、苦手教科を夏休みだけ特別学習。1ヶ月会費で、 

１ヵ月半学習できます。（コースによって期間は変わります。）※このｺｰｽのﾀﾞｲﾔ・ｱﾕﾓの方の振替は８月中に 
お願いします。（ご入会の方は、９月以降の振替可です。） 

夏だけ英会話 ネイティブと英会話にチャレンジ！ 

夏休みだけ、英会話にチャレンジしてみたい方にお勧め。教室のみで、宿題はありません。

気軽にご参加ください。外国人先生が一人一人にあわせてくださいますよ。 

                          

ママといっしょに夏だけ家庭採点で5ポイントゲット！ 

国語α５緑以上は、家庭採点なし。普段から家庭採点している方も、もちろんポイントゲット！ 

チョキチョキ図形 と スラスラ作文 教室 ２日セットで 

全2回 ５,０００円 （教材費込、税別） 

1回120分 くじびき付き 

休憩あり 先着１２名まで  

前期 7/26（火）、7/27（水）  後期 8/2（火）、8/3（水）  10：00～12：00 

昨年の感想 

Ｐ.1 Ｐ.2 

 

表記されている金額は内部生料金です。ご兄弟も内部生料金で受講できます。                       
（外部生はそれぞれ1,000円増しになります。）※全て税別で表記されています。 

パハレや九九と両方参加できるよう配慮してあります。   

先着順 中学受験を考えている方は必須です 

<このうち2回> 

英会話 
受講中の 
子の 

追加ﾚｯｽﾝも 
受け付けて
ますよ！ 

☆かたちコース 対象：低学年～高学年 

   コンパス、分度器、三角定規を使いこなそう！ 

 

☆うごく図形コース 対象：中学年α７以上～高学年 

   工作と計算。頭と道具と手を使って図形センスアップ♪ 

       （コース分けはお任せください。）      

                 

申込みされた方は、 

持ち物があります。 

９ページでご確認ください。 

数学科、大谷先生が心血注いだオリジナル教材。（担当 大谷）  対象：小1～       

チョキチョキ図形教室 

スラスラ作文教室 

 国語科、畠山先生が、ていねいに作文指導。作文のコツや、文章の書き方な
ど、目からうろこの教室です。文章を書くことが楽しくなることまちがいなし！レベ
ル別に２コースあり。（担当 畠山）  対象：小1～       

夏こそ大沼式英語（+外国人付き）！ 5ポイント！ 

光ヶ丘 

光ヶ丘 

大沼式英語のある時代に生まれてよかった・・・と大好評の大沼式英語です。大沼先生の38年間の指導から、よ

り進化した「大沼システム」が完成されました。K式25,000教室中、15年連続で英語部門で全国トップになってい

ます。1ヶ月会費で1ヶ月半学習できます。上記苦手教科の特別学習として選択して合わせて10ポイントになりま

す。（コースによって期間は変わります。）※このｺｰｽのﾀﾞｲﾔ・ｱﾕﾓの方の振替は８月中にお願いします。（ご入会

の方は、９月以降の振替可です） 

 

7/ 11（月）、7/25（月）、8/8（月）、8/29（月） 

 

                          

アユモ 

10ポイントゲット！ 

ダイヤ 

グループレッスン10：30～11:00 

全2回 2,500円（税別） 

1回約30分（グループレッスン）  

振り替え１回あり 

英語を学習される方はもれ
なく１対1に参加できます。  

むずかしかったけど楽しか
ったです。図形の公式も知
りました。           
         （４年） 

 円の面積やサイコロ作りなど色
々できてとてもいい勉強になりま
した。         （４年） 

円の面積の公式のことがよくわ
かりました。まだ覚えていない公
式もあるので、また行きたいで
す。   （４年） 

 台形などの面積の公式を覚えるのがむずかしかっ
たけど、覚えるとおもしろかったです。                 
                                                
                    （４年） 

いろいろなさんかくやしかくがあること
がわかり、たのしかった。 
              （１年） 

「だんらく」や「かぎかっこ」の使い方
など、改めて教えてもらってとても
わかりやすかったです。 
             （４年） 

 作文を書く自信がなかった
けど、いろんな作文のルール
を学べてうれしかったです。      
（４年） 

 作文の書き方は知っていたけど、
もう一度教えてくれたので、書き方
がわかるようになりました。              
           （４年） 

 作文の書き方をいろいろ知って
楽しかったです。いい作文ができま
した。   
            （４年） 

 学校よりもうまく書けるよ
うになったのでよかったです。
また参加したいです。   
          （５年） 

7/ 23（土）、８/6（土）、8/27（土） 

                          

7/ 7（木）、７/８（金）、8/4（木）、 8/5（金） 

                       

グループレッスン3：30～4：00  

１対１ 4：30～6：00のみ  



P.3 

ひょいひょい 九九教室で、 

小２は、九九が学校でもはいってきますので、ぜひ、ご参加ください。                            

いろいろなお楽しみをかんがえていますよ！また、幼児、小学生でα５教材にはいった人で、九九のまだできない人

も、ぜひ、どうぞ。昨年は、ゲームをたくさん取り入れて、幼児さんも楽しく盛り上がりました！  

全３回 ２，５００円（教材費込、税別） 

キャンデーつき  （幼児～） 

1回30分 振り替え１回あり 

＜手作り九九 

オリジナル教材＞ 

＜音楽に合わせて、九九のイスとりゲーム。みんな真剣！！まだ学校では習っていなくても幼
児さんや小学１年生もがんばっています。 ＞ 

からだを使ってリズムで九九！           

持ち物 ：色えんぴつをお持ちください。         

7/26（火）、8/2（火）、8/9（火）、8/23（火）  9：30～10：00  光ヶ丘 

このうち３回 （振り替え１回あり） 

アユモ 7/22（金）、7/29（金）、8/5（金）、8/19(金）  16:00～16：30  

この日は光ヶ丘、この日はアユモ・・・と日にちを選択することができます。 

その際は申込用紙に希望日をご記入ください。 

5ポイントゲット！ 

作文教室 

全１回 ２,５００円 （教材費込、税別） 

1回120分 くじびき付き 

休憩あり 先着１２名まで  

アユモ 

光ヶ丘教室同様、国語のチーフ畠山先生が担当します。 

最終ページ「よくある質問」のQ６をご覧ください。 

光ヶ丘教室の作文教室は2日間で学習しますが、アユモ教室の作文教室は1日で完結します。 

      

パハレ教室で、5ポイントゲット！ 

参加資格・・・九九の完璧な人。２０×２０までの二桁九九を暗誦していきます。インドで始まり、中国、韓国で今、
大ブーム！人とは違う能力を！やわらかな脳のうちにつけてあげたい。パハレができると、分数のひらめきが

違います！光ヶ丘パハレは図形教室、作文教室の前の時間なので、パハレとの組み合わせが   
オススメです。パハレのゲームも大好評！パハレダンスを覚えた方は、レベルアップを目指します。 

全３回 ２，５００円（教材費込、税別） 

キャンデーつき 

１回30分 振り替え１回あり  

            
 

 私がパハレを初めて覚えたのは、小学生の頃でした。その時は何故覚えるのかという明確な理由もなく、只、

言われるがままに覚えてしまいました。                                              

 今となっては、あの時覚えていて本当に良かったと思います。「パハレ」の良さを具体的に実感したのは

√169という数字があり、これを整数に直せというものでした。自分でもびっくりしたのは、答えがパッと頭に

浮かんだ事です。「13だ！」と。周りの子は素因数分解したりして悩んでいるのに対し、ほんの数秒で解けて

しまい優越感すら覚えました。そして気づいたのです。 

「あの時パハレを覚えていて、本当に良かった！」 

 すぐ解けてしまうということは、他の問題に時間をまわせます。√を整数に直さなければならないことが組

み込まれている問題は数多くあります。普通の人は素因数分解をしなければならないので、時間がかかります。

しかし、パハレをやっている人は１秒で解ります。こんなに差がつくのです。  

 頭が柔らかいうちに覚えておいて本当に良かったです。なぜなら、高校生になった今でも忘れないからです。

中学生などから覚えはじめると、そうはいきません。 

頭が柔らかいときにやるからこそ一生の財産なるんだなと改めて実感しました。                           

                        慶應大学卒  佐藤まい香さん（当時高２）東大和市在住 

P.3 

7/27（水）、8/3（水）、8/10（水）、8/24（水）  9：30～10：00  

昨年の感想 

パハレダンス（光ヶ丘オリジナル） 
パハレダンスを覚えた子どもたちはグレードアップコースに挑戦し
ます！（指定のテキストをお知らせいたします。） 

パハレ王 を決定するよ！ 

このうち３回 （振り替え１回あり） 

光ヶ丘 

アユモ 7/21（木）、7/28（木）、8/4（木）、8/18（木）  16:00～16：30  

この日は光ヶ丘、この日はアユモ・・・と日にちを選択することができます。 

その際は申込用紙に希望日をご記入ください。 

P.4 

（最少催行人数3名） 

（最少催行人数3名） 

対象：小１～ 

8/17 （水） 10：00～12：00 

 パハレ王にはなれなかったけど、
がんばりました。とっても楽しかっ
たです。               （3年） 

 最初はパハレなんて
分からなかったけど、歌
って練習しているうち
に覚えられるようにな
りました。あと、パハレ
大臣になってうれしか
ったです。来年はパハ
レ王になりたいです。            
                      
（5年） 

 2回しかきていなかったけど、案外で
きてよかった。カルタの時は相手が強す
ぎてぜんぜん取れなかったけど、ぼく
なりにがんばった。                    
             （5年） 

昨年のご感想 



＜対象＞小３以上（小１、２年生は保護者付き） 

キラキラ理科実験教室 

実験って楽しい！理科大好き！と思ってもらえるよう、色々な工夫を凝らした、小学生でもしくみがわか

る楽しい実験。 

中学受験に必要な実験も取り入れますので、中学受験を考えている方は必ずご参加下さい。 

                                   （最少催行人数５名） 7/22（金） 10：00～12：00 
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子どもたちには「予想」→「仮説」→「多数決」→「実験」の順で様々な実験を進めてもらいます。 

5ポイントゲット！ 

中学受験を考えている方は必須です 

 ＜考えた予想と同じになるかな？＞ 
 ＜実験の前に予想を立てます。    

  まずは考えること。＞ 

１回 2,500円（教材費込、税別）
くじびき付き 

120分（途中休憩あり） 

先着12名まで 

お子様と参加された保護者さまのご感想です。 

全1回 2,500円（教材費込、税別） 

60分 （年少～年長対象） 

  幼児さん向けの教室ができました。お母さま方のご要望からスタートし、大好評だったため、今年も開催です。幼

稚園でする普通の制作とは違います。桐朋学園など有名私立小に多数合格者を出している受験指導のベテラン

小嶋先生による直接の特別指導。受験の工作は指示をしっかりと聞いて、作品に落とし込んでいくというものです。

通常、小嶋先生の受験用ﾚｯｽﾝは１回で8,000円～10,000円ですが、夏休み特別価格でのご提供です。受験をな

さる方もなさらない方も、この機会にご利用ください。 

受験の世界をのぞいてみよう。 

早稲田小学校の入試問題にチャレンジ！ 

幼児 指示工作で、5ポイントゲット！ 

7/23（土）  10:00～11：00 
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申込みされた方は、 

持ち物があります。 

9ページでご確認ください。 

光ヶ丘 

アユモ 8/19（金） 14：30～16：30 

光ヶ丘 

らくらく 英検教室で、5ポイントゲット！ 

教え方が上手くて大評判！英語のチーフ前田先生が自ら丁寧にご指導。 

10月の英検を受ける方は必ず！！ 

次の１月の英検を受ける方もぜひぜひ！！ 

楽しいゲームも取り入れた画期的な英検教室です 

光ヶ丘 8/9（火）、8/10（水）、8/23（火）、8/24（水） 

 10:00～12：00 

１回から参加できます。 

全問をチャレンジできるので、 

２回以上の受講がオススメ！ 

親子 

申込みされた方は、持ち物があります。９ページでご確認ください。 

1回 ２，５００円（教材費込、税別） 

くじびき付き 

  （5級、4級対象） 

1回120分（途中休憩あり） 

（２回とも同じ実験内容です。） 

 予想と違う結果になったけど、どうしてそうなるんだろう？と考えるのはとてもおもしろかった
です。水の実験が多くて、水って不思議だなぁと思いました。 
小さな皿にろうそくをたてて、そこに水をそそぎ、火をつけ、上からコップをかぶせる実験は考えてもみ
ない結果になってびっくりしました！！（６年） 

 ＜昨年の感想＞ 

 たのしかった。ちょっと英ごがわかるよ
うになった。2時間やっていたけど、ぜん
ぜん2時間やっている気がしなくて、べん
きょうでこういう経験ははじめてだった。                      
              （4年） 

 単語をたくさんおぼえられた。とても
いい英語勉強。ふつうの学校のじゅぎょ
うよりミッションみたいなのをつくってく
れたので、楽しくできた。最後にやったビ
ンゴなどがおもしろかった。                 
              (5年） 

 色ぬりやはさみで紙を切るのに時間内で終わら
せるのが難しかったですが、少しの工夫でスムーズ
に進める事ができました。家でも声掛けなどで楽し
く成長していけるようにしたいと思いました。          
            保護者さま（年長） 

 「もも」つくってたのしかったです。 
              （年長） 
 一つ一つ、指示通りにでき、成長した娘が見れ
ました。色鉛筆を横に使うのを忘れていました。 
               保護者さま 

 時間内に仕上げることが出来て良かった
です。丁寧さを付けさせたいです。    
           保護者さま（年長） 

 普段使わない道具の使い方を教えてもらう
ことができて良かったです。子供がどういっ
た作業が得意で、どういった作業が苦手かし
ることができて良かったです。  
            保護者さま（年長） 

 指示で動けるようになっていますが、丁寧さに欠け
ていて、少し口を出してしまいました。もう時間はない
ですが、時間がある時に、多く色ぬり、ハサミ、結びの
練習をさせていこうと思います。 
本日は楽しく参加することが出来ました。 
              保護者さま（年長） 
 

 本日はご指導を頂きありがとうございまし
た。短い時間でしたが、分かりやすく楽しく、伸
び伸びと工作ができたと思います。ハサミの
使い方、切り方など、年中の時に比べ、上手に
なり、切りやすいようにハサミを入れている姿
を見て、成長を感じることができました。 
            保護者さま(年長） 

楽しく参加することができました。    
昨年よりもハサミを上手に使えたことが嬉しかったよ
うです。 
普段あまり色ぬりやハサミを使っていないため、他の
子よりも作業が遅いことがわかりました。慣れていく
ことが大切だと再確認しました。進め方などのアドバ
イスをありがとうございました。       
               保護者さま（年長） 

（最少催行人数3名） 



 毎年行っている、年に一度の全国での偏差値がコンピュータ診断で分かるテストです。 

全国の塾業界でかなりのシェアを占める大手の業者テストです。                            

 主に学校の教科書の前年のまとめと１学期の学習範囲の基礎と高度な応用問題で構成

されています。中学に行ってから、あれ？と思うことのないよう、お子様の理解度を把握

し、指導につなげていくための大切な確認となります。 

テスト対策は毎日のように行っております。テスト対策は９０分の個別指導で、     

きめ細かく教えます。 

テスト対策日はご希望の日時を夏期個別指導申込書でお申し込みください。                                        

 費 用 ・・・費用にはテスト対策（９０分）個別指導も含んでおります 

 

 算数・国語   （税別表示です） 

 内部生（ご兄弟含） 4,390円※若干変更あり（8／27に9月会費と共に口座振替となります） 

  外部生    5,020円※若干変更あり （現金でお申し込みください） 

日程：８月２８日（日） 

１０:００集合 

１０：１０開始 １１：３０終了 （小２は１１:１０に終了です） 

テスト日に来られない方は
教室の授業内で行います。 

より静かな環境でできるよう、授業とは別日を設けました。 

標準学力テストで、10ポイント 

入会半年に満たない方は、来年受験をしてください。 
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理科教室 

＊八王子の「工学院大学」にて  ～わくわくサイエンス祭 理科教室～                                  

大学院の研究室が主催します。ネットで検索してください（http://www.kogakuin.ac.jp）                 

問い合わせ先 03-3340-2438＜本年度の予定がまだでていませんので、ご確認ください＞ 

＊八王子の「国立東京工業高等専門学校」にて  ～東京高専deサイエンスフェスタ～ 

 理科の大好きなお兄さんお姉さんがいろんな実験をみせてくれます。実験によっては、やらせてもら
えるものもあります。今年はどんなことをやってくれるのか、お楽しみに！  

（ http://www.tokyo-ct.ac.jp/index.html）＜本年度の予定がまだでていませんので、ご確認ください＞ 

  

無料 

夏の特別学習 ご兄弟、お友だち、ご紹介で最高20ポイント！ 

７月２１日（木）～８月３１日（水）まで１か月の会費で７,８月の夏休み期間中体験できます。                     

この機会にぜひおともだちをさそってね！（コースによって期間は変わります。） 

ママたちへ                  

夏がいちばん伸びる時期です！ 

勉強もここでがんばって、秋はすこしゆっくりさせてあげて

ね！子供は自然にちかいのですから。子育てに自然のリズムを

取り込むとスムーズにいきますよ！ （さとうより） 

みんなでたのしく、
かしこくなるとい
いね！ 

 

あたらしいおともだちのなまえ                       ＴＥＬ 

あなたのなまえ 

キリトリ 
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光ヶ丘 

たみこ先生のブログがあります。 

日々の出来事を載せています。ぜひアクセスしてください。 

 教室ホームページトップから入れます。 

「小学生夏の医学校」体験はブログをご覧ください。（小6対象） 

佐藤民子先生 



P. 9 よくあるご質問 
Ｑ1 学力テストは受けた方がいいですか？ 

Ａ 中学受験する子も受ける、少しレベルの高いテストのため、入会半年に満たない方は来年のテストのご参加

をお勧めします。 

Ｑ2 学力テストの「テスト対策」は、受けないとテストが受けられませんか？ 

Ａ 普段の学習とは問題傾向が違うため、テスト対策をしないと、子どもが自信をなくすだけになります。プロの  

  サッカー選手がルールも知らない野球の試合にいきなり出るのと同じです。力があってもルールを知らないと 

  活躍できないのです。きめ細かい指導で、わからないところを個別に教えることが可能になります。 

Ｑ3 学力テストの日に来られないのですが、どうしたらよいですか？ 

Ａ 通常授業の日にテストができます。前もってお知らせください。 

Ｑ4 九九教室は、うちの子できますか？ 

Ａ 年中さんから大丈夫です。ゲームしながらの楽しい教室です。２年生は学校で九九に入るので、ぜひお勧め 

  です。 ただし、 教材が、割り算以上に進んでいる子は、もう必要ありません。全３回で完成します。        

 １回は休んだら振替えできます。１日も休まなかった方はサービスいたしますので、最後の振替え日もいらして 

  ください。 

Ｑ5 パハレ教室は、うちの子、できますか？ 

Ａ 九九が完全にできていれば、ぜひお勧めです。インドのＩＱレベルが世界一なのは、インドでは当たり前のよう   

  にパハレを学校で教えているため、とも言われています。因数分解などのひらめきが違いますよ。全３回で完  

  成します。１回は休んだら振替えできます。１日も休まなかった方はサービスいたしますので、最後の振替え  

  日もいらしてください。 

Ｑ6図形、作文教室は、１日目しか出られませんが、２日ともでないといけませんか？ 

Ａ はい。ただ、前期後期とありますので、前期の１日目に出て、後期の２日目にでることも可能です。 

 作文教室はアユモで８月にもありますので、光ヶ丘で１日だけ出られた方は、アユモで11：00～の後半だけご  

 参加ください。振替用紙の提出が必要です。 

Ｑ7英会話は全く初めてでも大丈夫ですか？ 

Ａ グレード分けしてあり、初めてのクラスがありますので大丈夫です。小1以上は１対1なのでご安心下さい。 

Ｑ8 英会話は何歳からですか？ 

Ａ ３歳からです。１歳~２歳の方は、ファミリーレッスン（ファミリー全員で１時間7,500円、ご家族ごとに教室使用 

  料500円）がお勧め。日時は応相談。 

Ｑ9 学校の教科書や図形が分からないのですが・・・ 

Ａ 夏期個別指導があります。普段より、かなりお安くなっているので、ぜひご利用ください。 

   （別紙でお申込み下さい。） 

Ｑ10 夏期個別指導では理科・社会・英語も見ていただけますか？ 

Ａ はい。個別指導は１時間半のうち、どの教科でもお知らせいただければ可能です。 

  （担当先生のご都合により日にちを変更させていただく場合があります。） 

   詳しくは別紙「夏期個別指導のお知らせ」をご覧ください。 

 

 

◎筆記用具 

◎ハサミ 

◎のり 

◎三角定規 

◎分度器 

◎使い古しの長方形の縦長封筒２～３枚（切るのに使います。） 

◎コンパス（100円均一品でない鉛筆タイプをお薦めします。  

 ネジの緩まないしっかりしたものをお選びください。） 

◎古いノート（台にするので一冊お持ちください。） 

必ず預けて下さい。 
忘れ物をすると作業ができません！ 

参加する方は、 
前期7/16（土）、後期７/23（土）までに、
持ち物を袋に入れ、記名して受付に

預けてください。 
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◎筆記用具 

◎のり 

◎ハサミ  

◎色えんぴつ 

◎セロテープ 

◎クレヨン 

◎手をふくおしぼり 

◎色えんぴつ 

持ちもの一覧表 

◎筆記用具（えんぴつ、消しゴム） 

◎じょうぎ 


