
お子さまが未来を生き抜くために必要なお子さまが未来を生き抜くために必要な

6つの力が習得できる6つの力が習得できる6つの力が習得できる

ウィンタースクールウィンタースクール
2021-2022

スタート日や日程・時間に関しては校舎によって異なるため、各校舎にお気軽にお問合せください。

期間：11/4THU ▶ 1/7FRI

お申込締切日

【内部生・外部生】12/18SAT

※NEWSはウィンタースクールの実施期間を大幅に延長し、いつでも、すぐにでも授業ができるようにしております。どうぞ

　お気軽にお問い合わせください。

※教材等の関係でこちらの日を最終締め切りとさせていただいておりますが、コースや定員により、ウィンタースクール開始

　日までお申し込み可能な場合があります。締め切り後も、お気軽に校舎までお問合わせください。

一部
オンライン
対応 ホームページ
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他者とのコミュニケーション
を図る基礎となる、最も重要
な能力です。社会の中に入っ
ていけない子どもたちの多く
は、自分の意思や考えを相手
に伝えられないため、自分の
世界から飛び出せないでいる
のです。

自分のやりたいことを発見し
て形にしていく能力のこと
で、将来自分の夢を現実のも
のとする能力のことです。豊
かな発想と企画で計画を実
行・実現し、自分の力で幸せ
をつかめる自立した人間を目
指します。

計画実行力とは、自分で立て
た企画などを遂行できる能力
のことです。夢を「絵に描い
た餅」に終わらせないため、
発想企画力と共に大きく育て
るべき重要な能力です。

生き抜く力を支える、柔軟か
つ熟成された思考力＆集中力
は、物事の本質や重要事項を
見逃すことなく、短絡思考に
陥る危険を防ぎます。これは、
今の子どもたちに最も欠落し
ている能力といえます。

客観的に、時には主観的に情
報を集め、自分が対峙してい
る事柄についてどう行動する
かを冷静に判断できる能力で
す。自己責任能力とも深く関
わってきます。

収集・分類・観察・推察・分析

現代社会は、マスメディア等
の急速な発達により「情報の
洪水」といわれています。情
報力とは、個々の情報が持つ
重要性や信憑性を探り、必要
な時に必要な情報だけを選択
できる能力のことを指しま
す。
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●小学生工作 木工工作・立体迷路ゲームを作ろう！

●幼児絵画工作 スノードームをつくろう

●鉛筆デッサンと水彩

●サマー油絵（幼児・小学生）
●ポケットテッシュケースと

　おそろいバッグ 10ページ

●ネイティブスピーカーの先生と理科実験しよう！

　イングリッシュ・サイエンス

●NEWSネイティブイングリッシュ１dayコース

●NEWSネイティブイングリッシュ１dayコース（中級）

●6つのチカラ養成コース

　ウィンターチャレンジ３DAYS

●毛筆書初めコース　●幼児ひらがなはじめてコース

●小学生硬筆orフェルトペン書初め宿題コース

6ページ

5ページ

●ウィンター特別企画

　NEWSまるごと小学校

6ページ

8ページ

9・10ページ

ウィンタースクールウィンタースクール
もくじ

●ブロックで作るキャタピラー移動ロボット

7ページ

●英検スーパーキッズコース

　２級・準２級チャレンジ

●英検スーパーキッズコース

　３級チャレンジ

●英検スーパーキッズコース 

　４級チャレンジ･５級チャレンジ

※英検®は公益社団法人日本英語検定協会の登録商標です。

7ページ

ウィンター
特別企画
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対象

中学生
対象

中学生
対象

小3〜6

対象

幼児
対象

小1・2

毛筆書初めコース
初めての方、練習不足と感じている方は、道具の使い方、筆遣いの基

本から指導しますので、安心してご参加ください。自己流でやってい

たり、なんとなくやっているだけでは、上達スピードが違いますの

で、ぜひこの冬に筆づかいの基本を身につけましょう。そして、書初

めの宿題のある地域では学校の課題にあわせ、お清書作品を仕上げま

す。１、２年生の方は事前にご相談ください。

宿題完成！

【対象】小3〜小6・中学生　【定員】1クラス4名　【日数】3日間　【時間】1コマ75分　

【受講料】13,000円（税込14,300円）

【対象】年長・年中　【定員】1クラス4名　

【日数】3日間　【時間】1コマ50分　

【受講料】10,100円（税込11,110円）

幼児ひらがな
はじめてコース
幼児さんは、鉛筆を使い、ひらがな50

音の「とめ」「はね」「はらい」の鉛

筆の持ち方･姿勢･書き順等の基礎練習

をおこないます。鉛筆の持ち方をきち

んと習っておくことは、とても大事な

ことです。姿勢もよくなり、集中力も

つくようになり、お勉強にもとても役

立ちます。なるべく早いうちに、正し

い持ち方に慣れておきましょう。

小学生
硬筆orフェルトペン
書初め宿題コース
小学生さんは、学校の課題に合わせて、鉛筆、またはフェルトペンでの

お清書の作成まで指導いたします。鉛筆の持ち方で、よくない癖のつい

てしまった子はいませんか。

姿勢や、集中力など、鉛筆の

持ち方ひとつで、将来、大き

な差がついてしまいます。正

しい持ち方を覚えましょう。

※宿題のない方は、こちらで

課題を準備します。

【対象】小1・小2　【定員】1クラス4名　

【日数】3日間　【時間】1コマ50分

【受講料】10,100円（税込11,110円）

宿題完成！
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春休みの大人気企画が、冬休みにも登場です！　年長さんと、年中さんの

お子さま限定スペシャルコース、１日４コマの学校体験授業を行います。

小学校が始まる前に授業の練習をしてみませんか？　算数、国語ってどん

なことをするんだろう？　図工みたいな楽しい時間もあるし、硬筆の時間

で鉛筆の持ち方もしっかり覚えましょう！　こんな学校みたいな授業がで

きるのは、どの分野にも専門家の講師がいるＮＥＷＳだけです！　

ウィンター特別企画

まるごと小学校

対象

幼児

【対象】年中・年長限定 【定員】1クラス4名 【日数】1日間 【時間】30分×4コマ 【受講料】9,000円（税込9,900円）

ウィンター
特別企画

【対象】小学生　【定員】1クラス4名　【日数】3日間　【時間】1コマ60分　

【受講料】10,000円（税込11,000円）

６つのチカラ養成コース

ウィンターチャレンジ
３DAYS
冬休みは、みんなですごろくを作りましょう。ただし、たんなるすごろくではいけません。

簡単にはゴールできないよう、自分で工夫を考えましょう。６つのチカラコースの問題も用

意しますので、それも使ってみてください。ＮＥＷＳのコンセプトでもある６つの力のう

ち、特に発想企画力を伸ばすのに最適のコースです。公立中高一貫校受験や私立中学受験で

必要となる思考力を、楽しく身につけることができるおすすめのコースです！

対象

小学生

ウィンター
特別企画
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英検®は、公益財団法人 日本英語検定協会の登録商標です。

■2級・準2級・3級・4級・5級

・幼児･小学生英語指導の日本人講師による英検指導で、小学校卒業までに英検上位級合格を目指すコースです。

・大学入試改革で求められる「聞く」「読む」「話す」「書く」の英語４技能を習得できます。

・ウインタースクールの短期集中講座で、２級（高校卒業程度）、準２級（高校中級程度）、３級（中学卒業程度）、４級（中学中級程度）、５級（中学初級

　程度）の各チャレンジコースで検定試験合格を目指しましょう。

２級･準２級チャレンジ

３級チャレンジ

４級･５級チャレンジ

２級･準２級チャレンジ

３級チャレンジ

４級･５級チャレンジ

対象

小学生
対象

幼児

対象

小学生

ブロックで人型ロボットを組

み立てます。赤外線リモコン

でリモート制御モードで動か

します。関節は自由に動き、

頭、肩、腕、肘、足、眉など

を回転させたり、様々な表情

を自由に配置することができ

る独創性あふれるブロック好

きのためのロボットです。視

覚と手の協調と創造性を促進

し、批評的思考と発達のスキ

ルを高めながら楽しむことが

できます。

【対象】小学生　【定員】1クラス2名　【日数】6日間

　　2級・準2級　【時間】1コマ70分 【受講料】23,100円（税込25,410円）

　　3級 　　　　 【時間】1コマ60分 【受講料】19,800円（税込21,780円）

　　4級・5級    【時間】1コマ60分 【受講料】19,800円（税込21,780円）

【日数】3日間　【対象】小学生　【定員】1クラス4名　【時間】1コマ90分　【受講料】16,000円（税込17,600円）

ブロックで作る
キャタピラー
移動ロボット
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ネイティブスピーカーの先生と英語で理科実験にチャレンジしてみませんか？

冬になると降ってくる雪の華。じっくり見ようとしても、すぐに溶けてしまいますね。

科学の力を使って、自分で雪を降らせてみませんか？　降ってくる様子を手元でじっく

り観察することも可能です！　科学知識を身につけつつ、楽しみながら英語に触れあう

ことができる特別企画です。

対象

小学生

ネイティブスピーカーの先生と

理科実験しよう！

イングリッシュ
サイエンス

【対象】小学生　【定員】1クラス4名　【日数】1日間　【時間】1コマ50分　【受講料】3,300円（税込3,630円）

×

対象

小3〜6

ネイティブスピーカーの先生による、英語が初めてのお子さまや英語を始

めたばかりのお子さま向けの楽しい初級英会話クラスです。フォニックス

演習を中心にした必ず身に付くレッスンで

す。英語の楽しさやネイティブの先生との

対話の楽しさがいっぱいです。各クラス定

員４名。少人数ゆえにお子さまの発話回数

も多く、発音の指導も行き届きます。記載

の対象学年は目安です。お子さまの英語学

習レベルによってクラス分けいたします。

【対象】年中〜小学生 【定員】1クラス4名 【日数】1日間 

【時間】1コマ50分 【受講料】3,300円（税込3,630円）

NEWSネイティブ
イングリッシュ
１dayコース

対象

小学生
対象

幼児

英語が大好きになります！ 英語がもっと話せるようになります！

NEWSネイティブ
イングリッシュ
１dayコース（中級）
ネイティブスピーカーの先生による、英語学習経験

２～３年のお子さま向けの、中級英会話クラスで
す。英語の基礎となるフォニックスはもとより、対

話力の向上のための独自のカリキュラムでの学習は

効果抜群です。各クラス定員４名。少人数ですので

発音や言い回しの指導もしっかり行き届きます。記

載の対象学年は目安です。お子さまの英語学習レベ

ルによってクラス分けいたします。

【対象】小3〜小6 【定員】1クラス4名　【日数】1日間 

【時間】1コマ50分 【受講料】3,300円（税込3,630円）



9

【対象】小学生　【定員】1クラス4名　【日数】3日間　【時間】1コマ80分　【受講料】9,600円（税込10,560円）

対象

小学生

今年の冬は難易度の高い木工工作に挑戦してみましょう！　立体迷路ゲームを作ります。スタートからゴールまで玉を上げたり、下げたりして、立体的にう
ごくゲームです。専門家の先生によるていねいな指導で、工作の楽しさや、完成させるよろこびをもっともっと感じてもらいます。できた作品は、おうちに

持って帰って、みんなで遊んでください！　

【対象】小学生　【定員】1クラス4名　【日数】3日間　【時間】1コマ60分　【受講料】9,000円（税込9,900円）

対象

小学生

工作の時間は冬にピッタリのスノードームを作ります。夢のようなきれいな作品を作ってみましょう。さらに、冬ならではのモチーフを使ったお絵かきも

いたします。絵画と工作ができるお得で楽しい３日間です。絵や工作が大好きなお子さまはもちろん、小さなお子さま、図画工作が苦手と思っていらっ

しゃるお子さまも、ぜひご参加ください。ベテラン講師がていねいに、やさしく、楽しく指導をいたします。

対象

幼児

鉛筆デッサンと水彩
冬のモチーフをテーマに描きます。物をじっくり見ることにより、鉛筆デッサンをする中での物の見方と表現力をUPさせることができます。また、水彩

絵の具を中心に様々な画材での表現方法も学びます。水彩画が初めての方も、道具の使い方から指導しますので、安心してご参加いただけます。本格的な

指導をぜひ経験してください。

【対象】小学生　【定員】1クラス4名　【日数】3日間　【時間】1コマ80分　【受講料】13,000円（税込14,300円）

スノードームを
つくろう

木工工作
立体迷路ゲームを作ろう！
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対象

小学生

【対象】年少〜年長 【定員】1クラス4名 【日数】3日間　【時間】1コマ60分 【受講料】10,800円（税込11,880円）

対象

中学生
対象

中高生
対象

小学生

対象

小学生

油絵
冬のモチーフをテーマに描いてもらいます。はじめての方も、経験者の方も、

１人ひとり、じっくりていねいに指導いたしますので、この機会にぜひチャレ

ンジしてはいかがでしょうか。本格的な油絵に取り組める、ＮＥＷＳならでは

の毎年大人気のコースです。納得のいく作品をＮＥＷＳで仕上げてみましょ

う。きっと一生の宝物になります。

【対象】小学生　【定員】1クラス2名　【日数】3日間　【時間】1コマ60分　【受講料】10,000円（税込11,000円）

手洗いうがいは今を生きるための大事な行動ですね。そこに欠かせないのがハンカチとティッシュ。ポケットのない服の時は収納にこまってしまいますね。

そこで登場したのがベルトにつけていつでも持ち運べるこのケースです。初めての方にも丁寧にご指導いたします。男子も女子も大歓迎です！　おそろいの

かばんにもつけることができるので機能的ですよ！

対象

幼児

キャラクターまんがを
描いてみよう
みんな大好き！　まんがを描いてみましょう！　本物のまんが家の先生のような道具を使って、作品をつくります。

今回は、好きなキャラクターなどを描いてみましょう。すごくかっこいいキャラクターや、強そうなキャラクター、

とってもかわいいキャラクターなどなど、どれを選んで描きますか？　本格的なまんが家体験ができる講座です！

【対象】小学生・中学生・高校生　【定員】1クラス4名　【日数】3日間　【時間】1コマ60分　【受講料】8,250円（税込9,075円）

【対象】小学生　　 【定員】1クラス4名 【日数】3日間　【時間】1コマ80分 【受講料】16,000円（税込17,600円）

ポケットテッシュケースと
おそろいバッグ

スと
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【対象】小学生 【定員】1クラス4名 【日数】1日間　【時間】1コマ120分 【受講料】9,000円（税込9,900円）

科学捜査で名探偵！？
テレビやドラマで犯人捜しをするとき、なにをヒントに探しているのでしょう？　今回は科学の力

で真実を明らかにする科学捜査を体験します。薬品や、道具を使って、教室のあちこちに残された

指紋を検出したり、目には見えないものを見えるようにしたり…。事件を解決できるのは科学の力

と君の推理です。君は名探偵になれるかな？

【対象】小学生・中学生 【定員】1クラス2名 【日数】3日間 【時間】1コマ90分 【受講料】12,000円（税込13,200円）

モノとモノがインターネットで結び付いて、AI（人工知能）が人間の代わりに仕事をしてくれるこれからの新し

い社会に必須となるのが「プログラミング」です。この「プログラミング」の基礎的な技術を利用して、君だけの

オリジナルゲームを作って友達と遊びましょう！　自分でゲームを、そしてプログラムを作成し、思い通りに動か

すことで、将来への夢がふくらみます。

お部屋にひとつお掃除ロボットはいかがですか。こぶりながら機能は本格派のお掃除ロボットを1日でプログ

ラミングしましょう。初心者にぴったりです。3つのセンサー搭載でロボットの動きをプログラミング!パソコ

ンをつかって思うような動きをプログラミングします。障害物を置いて避けるなどのあそびもできますね。も

ちろんロボットもお持ち帰りですので市販のクリーニングモップも取り付け可能!で機能アップできます！

対象

小学生

対象

中学生
対象

中学生
対象

小学生

プログラミングコース

オリジナルゲームを
作ろう！

対象

中学生
対象

中学生
対象

小学生

【対象】小学生・中学生 【定員】1クラス2名 【日数】1日間 【時間】1コマ90分 【受講料】9,000円（税込9,900円）

プログラミングコース

プログラミングお掃除ロボボ
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対象

幼児

「これからそろばんをはじめよう！」とお考えの年中さんのお子さまのためのコースです。実際にそろばんを使って、指を動かしながら、珠（たま）を正し

く入れられるように、少人数で丁寧に指導します。最終的には、簡単な足し算ができるようになることを目指します。

※こちらの講座は「4」までの数字が読み書きできるお子さまが対象となります。

【対象】年中　【定員】1クラス4名　【日数】3日間　【時間】1コマ45分　【受講料】7,000円（税込7,700円）

はじめての幼児そろばん

ゆびをつかって！かずをおぼえて！
たしざんをはじめよう！

はじめてそろばんに触れる、年長さん以上のお子さまのコースです。そろばんの基本となる使い方、１～９までの数字の入れ方、５の合成、１０の合成など
の練習をしていきます。簡単な足し算、引き算などをお子さまの能力に合わせながら進めていきます。この冬にそろばん好きな子になれるように指導してま

いります。まったくの未経験の方、大歓迎です。ぜひご参加ください。

【対象】年長〜小学生 【定員】1クラス4名 【日数】3日間 【時間】1コマ60分 【受講料】10,000円（税込11,000円）

対象

小学生
対象

幼児

対象

小学生

初級ベーシック
～基礎からそろばん～

そろばんを少しでもやったことのあるお子さまは、珠算検定にチャレンジしていきましょう！　授業の前半は、目指

す級の練習を行います。後半は、検定の７分ごとの課題を練習していきます。その結果により、これから検定までに

するべきことなどをお知らせしていきます。おうちでもがんばって、お休み中もしっかり対策しておきましょう。

【対象】小学生 【定員】1クラス4名 【日数】3日間 【時間】1コマ60分 【受講料】10,000円（税込11,000円）

珠算検定チャレンジ
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宮沢賢治の名作「よだかの星」を読んだことはありますか。長さはそれほどでもありませ

んが、ぜひともわかってほしいポイントがいくつもあります。内容の解説と、感想文への

書き方を細かく指導いたします。美しい文章と、静かな賢治の思いを、しっかりと感じて

ほしいと思います。これをきっかけに他の作品もぜひ読んでみてください。

対象

小学生

【対象】年少・年中・年長 【定員】1クラス2名 【日数】3日間 【時間】1コマ60分 【受講料】15,000円（税込16,500円）

対象

幼児

3日間で急成長！

ウインター
幼児能力開花３days

 読書感想文名人へ！

『よだかの星』を
 読んで

５０分のレッスン、１０分のカウンセリングでお子さま一人ひとりのために作成される贅沢な講座です！　数量（同数・異数発見、合成など）、言葉

（反対語、同頭語など）図形（構成、同形図、異形図など）、巧緻性（運筆練習、はさみ・のり貼り、ひも通しなど）、常識（理科的・社会的常識、マ

ナーなど）、推理（関係把握、重ね図形など）、記憶（聴覚記憶、数字復唱など）等、きめ細かく指導いたしますので、ぜひご参加ください。

【対象】小学生　【定員】1クラス4名　【日数】3日間　【時間】1コマ60分　【受講料】14,000円（税込15,400円）



14

【対象】小学生　【定員】1クラス2名　【日数】3日間　【時間】1コマ60分　【受講料】12,000円（税込13,200円）

3日間で2学期の学習内容がバッチリ！

算数・国語 2学期学習内容
サポートコース

小学生のみなさん、2学期の算数と国語の

内容はしっかり理解できましたか？　学校

のテストで間違えたところを分からないま

まにしていませんか？　NEWSの算数・国

語学習コースで、2学期の学習内容をバッ

チリ理解して3学期を迎えましょう！　も

ちろん、新しい単元を先に習いたい子に

は、予習の勉強も行います。自分のやりた

い勉強に取り組みましょう！

【対象】小学生　【定員】1クラス4名　【日数】3日間　【時間】1コマ90分　【受講料】15,000円（税込16,500円）

ＮＥＷＳ将棋算国教室
みなさん将棋はできますか？　じっさいにどんなものなのかＮＥＷＳでためしてみませんか？　将棋の持

つ論理性はきっと勉強にも役に立ちます。そして、なによりも、自ら負けを認めないと勝負が着かないと

いう将棋界の礼儀正しさを、みんなには学んでほしいと思います。ＮＥＷＳ将棋算国教室は、各９０分の

時間を、勉強４５分、将棋４５分に分けておこないます。

ＮＥＷＳ将棋教室
将棋に興味があるけれど、どうやってやるのかわからない子のための特別講座です！将棋のみをおこ

ないます。いろんな駒がありますね。ひとつひとつ動きがちがいますよ。おぼえられるかな？３日間

駒をうごかしてみましょう！　きっとすぐに覚えてしまいます。覚えたら、一局指してみましょう。

じっさいにだれかと対戦するのが上達のコツです。ＮＥＷＳで楽しく将棋を覚えましょう！

【対象】年長・小学生 【定員】1クラス4名 【日数】3日間 【時間】1コマ45分 【受講料】10,000円（税込11,000円）

対象

小学生

対象

小学生

対象

小学生
対象

幼児



15※本講座のみ教材費として（選択講座は教材費を含んでおります）、
　１科目につき1,000円(税込1,100円)を別途いただきます。

※外部生の方は講習会費の他に諸雑費・教室利用費として
　2,000円（税込2,200円）が別途かかります。

対象：小4・小5の中受生冬期講習会【本講座】 

　 　

オンライン授業対応

冬期特訓講習会の重要性
ＮＥＷＳ個別進学指導教室は、１対１、または１対２の個別指導を厳格に守り、また定員を少数に設定することで、生徒１人ひとりのご要望を具現化するための指
導がおこなわれています。
この冬期特訓講習会の位置づけは、今まで総復習＋次学年への飛躍をテーマにして，学習していきます。今まで習った内容について忘れている部分もあるかと思い
ます。そのため，これを定期的に復習する必要があります。冬期特訓講習会は、新学年へ向けて必要不可欠となる学習の場となるのです。また、総復習が完了した後
には、真の実力を身につけるため、応用問題にチャレンジします。生徒１人ひとりに合わせた形でカリキュラムを進めてまいります。

「第一志望に受かる学力を！」中受特訓コース
とても大切な冬期特訓講習会。総復習で弱点を克服し、問題演習を積んで、中受に対応できる力を一気に伸ばしましょう。この冬がんばって、こ
れからの学習に弾みをつけましょう。

「弱点克服が合格への近道」中受セレクトコース
自分で自由に教科・内容を選択できます。１教科から選択できます。

中受セレクトコース
1科目

中学特訓コース
2科目
（算・国）

8 7 , 2 0 0円（税込 9 5 , 9 2 0円）

174 , 3 0 0円（税込 19 1 , 7 3 0円）

50 , 4 0 0円（税込 5 5 , 4 4 0円）

【本講座】 日数 時間 スタンダード  1 : 1

9日間

9日間

9日間

70

70

70

中学特訓コース
4科目

（算・国・理・社）

冬期講習会【本講座】 対象：小3・小4の中受希望

今から始める！　中受準備コース
中学受験に向けた勉強を始めたい小３生・小４生はいませんか？発展的な内容も、１対１でていねいに指導しますので、安心です。受験に向かっ
て、この冬から学習をスタートしましょう！

中受準備セレクトコース
自分で自由に教科・内容を選択できます。１教科から選択できます。

　 　

中受準備セレクトコース
1科目

8 7 , 2 0 0円（税込 9 5 , 9 2 0円）

50 , 4 0 0円（税込 5 5 , 4 4 0円）

【本講座】 日数 時間 スタンダード  1 : 1

9日間

9日間

70

70

今から始める！中受準備コース
2科目

（算数・国語）



冬期講習会【本講座】 

16※本講座のみ教材費として（選択講座は教材費を含んでおります）、
　１科目につき1,000円(税込1,100円)を別途いただきます。

※外部生の方は講習会費の他に諸雑費・教室利用費として
　2,000円（税込2,200円）が別途かかります。

オンライン授業対応

対象：小学生

ベーシックマスターコース　【小１～小６ 対象】
とても大切な冬期特訓講習会。総復習で弱点を克服し、問題演習を積んで、中受に対応できる力を一気に伸ばしましょう。この冬がんばって、こ
れからの学習に弾みをつけましょう。

私国立小学生コース　【私国立小１～小６ 対象】
自分で自由に教科・内容を選択できます。１教科から選択できます。

　

小5～小6
4科目

（算数・国語・理科・社会）

小4～小6
2科目

（算数・国語）

2 7 , 0 0 0円（税込 2 9 , 7 0 0円）

37 , 8 0 0円（税込 4 1 , 5 8 0円）

75 , 6 0 0円（税込 8 3 , 1 6 0円）

【本講座】 日数 時間 スタンダード  1 : 2

9日間

9日間

9日間

70

70

70

小１～小３
2科目

（算数・国語）
3 8 , 8 0 0円（税込 4 2 , 6 8 0円）

54 , 3 0 0円（税込 5 9 , 7 3 0円）

109 , 2 0 0円（税込 1 2 0 , 1 2 0円）

スタンダード  1 : 1

中学英語準備コース　【小６ 対象】
中学校の英語の勉強に不安はありませんか？大切なスタートの学習を、ＮＥＷＳ個別がていねいにお教えします。この冬から先取
り学習をして、余裕をもって中学校入学を迎えましょう！

　
2 1 , 0 0 0円（税込 2 3 , 1 0 0円）

【本講座】 日数 時間 スタンダード  1 : 2

9日間 70
小6
1科目
（英語）

3 1 , 5 0 0円（税込 3 4 , 6 5 0円）

スタンダード  1 : 1

セレクトコース　【小１～小６ 対象】
自分で自由に教科・内容を選択できます。１教科から選択できます。

　 　

小4～小6
1科目

2 2 , 8 0 0円（税込 2 5 , 0 8 0円）

31 , 5 0 0円（税込 3 4 , 6 5 0円）

【本講座】 日数 時間 スタンダード  1 : 1

9日間

9日間

70

70

小１～小３
1科目
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（１）申込書を各校舎にご提出ください。 
表紙に記載の申込締切日までに校舎へご提出ください。 

（２）会費のお支払いをお願いいたします。 （下記に銀行口座番号がございます）
①内部生の方
12/4（申込締切日）までに校舎に申込書を提出している方は1月月謝と一緒に請求をいたします。
月謝と合算の引落（お支払い）となりますので、明細書をご確認のうえ、手続きをお願いいたします。

②内部生の方で締め切り日以降にお申込の方
12/5以降にお申込の方は、1月月謝とは別の請求となります。こちらからお送りする請求書もしくは、次月での請求となりますのでお申し込みの
際に校舎で確認をお願いいたします。

③外部生の方 
請求書とゆうちょ銀行･コンビニ支払用紙を郵送いたしますので、請求書記載の期日までに、銀行でお振込いただくか、ゆうちょ銀行または
コンビニでお支払いください。ゆうちょ銀行・コンビニをご利用の方は、同封の用紙をご利用ください。銀行振込の方は下記にございます口座
へお子様のお名前でお振込ください。
注：明細書は郵送いたしません。校舎からの申込控えをご確認ください。また、お振込の控えが領収書となりますので、講習会終了まで紛失さ
れないようにお願いいたします。

（３）テキスト・時間割渡し
事前にテキストをお渡しいたします。内部生は平常授業の際、外部生はご連絡後校舎までお越しいただくかたちとなりますが、ご了承ください。 

ご兄弟・姉妹で同時受講すると、お２人それぞれ受講料を10％ずつ、
３人の場合は20％ずつ割引します。

継続特典

通常授業の受講料が
または12月 1月 の

※割引の上限は、11,000円（税込）となります。

ウィンタースクール３講座以上受講で

1,0001,000
1講座あたり

円円
OFF!!OFF!!

ウィンタースクールと同時か受講後に通常コースに入会される方は

入会金無料!入会金
特典 入会金無料!
小学生11,000円（税込） 個別進学 22,000円（税込）

ウィンタースクールと同時か受講後に通常コースに入会される方は

半額!半額!
外部生特典 ウィンタースクール 諸雑費

2,200円 円0円0
兄弟姉妹割引!兄弟姉妹割引!

お申込方法

振込口座　＊振込口座は、ゆうちょ銀行以外の金融機関よりお振込を希望される方対象のものです。各校共通の口座番号となります。

埼玉りそな銀行 浦和中央支店 普通 5460 8 1 9 （株）ニュース

外部生の方は講習会費の他に諸雑費教室利
用費として2,200円が別途かかります。複
数コース受講の場合も同額となります。 

冬期特訓講習会受講の方へ

の5大特典この冬限定！

お問合せ先
浦和校

Tel.048-831-2223
Fax.048-831-2266
14時～20時（土・日・祝除く）

大宮校
Tel.048-631-0366
Fax.048-631-0377
14時～20時（月・火・木・日・祝除く）
※土曜日のみ12時～18時

板橋校
Tel.03-5943-2918
Fax.03-3579-6338
14時～20時（月・日・祝除く）

大泉学園校
Tel.03-5933-0801
Fax.03-5933-0803
14時～20時（月・日・祝除く）
※土曜日のみ11時～18時

豪徳寺校
Tel.03-3321-8033
Fax.03-6379-3301
14時～19時（月・日・祝除く）



21-22冬期特訓講習会選択申込書【小学生】21-22冬期特訓講習会選択申込書【小学生】

 

－      ＝

校舎名 教室 学年 小学　　年生

保護者名

住所電話番号
生徒名
フリガナ

（外部生の方のみご記入ください）
〒

印

講座 科目 講師 レベル 選択講座 金額 お振込金額

円

受付日：　　　月　　　 日
担当者：

□校舎受付
□時間割り
□経理

□入会金割引適用　　　□兄弟割引適用
合計
金額

兄弟
割引

合計
金額

兄弟
割引

※兄弟割引がございます。※２人同時受講の場合、費用を１０％引き、３人同時受講の場合、費用を２０％引きとなります。上限は10,000円（税別）です。
※外部生の方は講習会費の他に諸雑費・教室利用費として2,000円が別途かかります。

□オンライン授業を希望する
□小4中受・小5中受
中受験特訓コース

□4科目　□2科目科目数

□小4中受・小5中受
中受セレクトコース

□小3中受希望・小4中受希望
中受準備コース

□小3中受希望・小4中受希望
中受準備セレクトコース

□小１～小3　□小4～小6
□小５～小６
□ベーシックマスターコース
□私国立小学生コース

□スタンダード１：２
□スタンダード１：１

科目数

講師

□4科目　□2科目

□算数　□国語
□理科　□社会

希望
科目

□2科目科目数
□算数　□国語
□理科　□社会

希望
科目

講師
□スタンダード１：２
□スタンダード１：１

□小6
中学英語準備コース

□小１～小3　□小4～小6
セレクトコース

□算数　□国語
□理科　□社会

希望
科目



【お客様控え】

お振込金額

円

校舎☎： 担当：

受講コース 日程 時間 持ち物・注意事項 金額

※兄弟割引がございます。2人同時受講の場合、費用を10％引き、3人同時受講の場合、費用を20％引きとなります。上限は10,000円（税別）です。※費用は教材費込の金額となっております。

■ 複数受講割引適用（　　講座）■ 入会金割引適用 ■ 兄弟割引適用
合計
金額

兄弟
割引

合計
金額

兄弟
割引－ ＝

受付日：　　月　　 日
担当者：

■ 校舎受 ■ 時間割り ■ 経理

コース 講座名 費用 受講希望の講座に○

コンピュータサイエンス教室

作文倶楽部

感性ピカピカ
スクール

ロボット教室

ソーイングStation

ウィンター特別企画

まんがROOM

サイエンス

将棋算国教室

そろばん倶楽部

算数国語コース

6つのチカラ養成コース

英検スーパーキッズ

ピッコロくらぶ

毛筆書初めコース　

幼児ひらがなはじめてコース

小学生硬筆orフェルトペン書初め宿題コース

NEWSまるごと小学校

ウィンターチャレンジ３DAYS

ブロックで作るキャタピラー移動ロボット

２級・準２級チャレンジ

３級チャレンジ

４級チャレンジ･５級チャレンジ

ネイティブスピーカーの先生と理科実験しよう！イングリッシュ・サイエンス

NEWSネイティブイングリッシュ１dayコース

NEWSネイティブイングリッシュ１dayコース（中級）

小学生工作 木工工作・立体迷路ゲームを作ろう！

幼児絵画工作 スノードームをつくろう

鉛筆デッサンと水彩

サマー油絵（幼児）

サマー油絵（小学生）

ポケットテッシュケースとおそろいバッグ

キャラクターまんがを描いてみよう

科学捜査で名探偵！？

プログラミングコース オリジナルゲームを作ろう！

プログラミングコース プログラミングお掃除ロボ

ゆびをつかって！かずをおぼえて！たしざんをはじめよう！

初級ベーシック ～基礎からそろばん～
珠算検定チャレンジ

読書感想文名人へ！『よだかの星』を読んで

ウィンター幼児能力開花３days

算数・国語 ２学期学習内容サポートコース 

ＮＥＷＳ将棋算国教室

ＮＥＷＳ将棋教室

13,000円（税込14,300円）

10,100円（税込11,110円）

10,100円（税込11,110円）

　9,000円（税込9,900円）

10,000円（税込11,000円）

16,000円（税込17,600円）

23,100円（税込25,410円）

19,800円（税込21,780円）

19,800円（税込21,780円）

　3,300円（税込3,630円）

　3,300円（税込3,630円）

　3,300円（税込3,630円）

　9,600円（税込10,560円）

　9,000円（税込9,900円）

13,000円（税込14,300円）

16,000円（税込17,600円）

10,800円（税込11,880円）

10,000円（税込11,000円）

　8,250円（税込9,075円）

　9,000円（税込9,900円）

12,000円（税込13,200円）

　9,000円（税込9,900円）

　7,000円（税込7,700円）

10,000円（税込11,000円）

10,000円（税込11,000円）

14,000円（税込15,400円）

15,000円（税込16,500円）

12,000円（税込13,200円）

15,000円（税込16,500円）

10,000円（税込11,000円）

かきかたROOM

イングリッシュクラブ

 

コース 講座名 費用 受講希望の講座に○

ウィンタースクールウィンタースクール 申込書2021-2022

校舎名 校 学年 （　　　　　　　　　）

保護者名

住所

電話番号

生徒名
フリガナ

（外部生の方のみご記入ください）

〒

印

携帯番号

学校名・幼稚園・保育園名


