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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。

NEWSにおける新型コロナウイルス感染拡大防止への対応

くわしくはホームページを
ごらんください。体調および体温管理の徹底 教室内の換気の徹底 校舎入退室時に手指の消毒の徹底 教室内の除菌 校舎内ではマスク着用の徹底
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例えば、夏休みだと「読書感想文」と「自由研究」が移動時間なしで同じ教室、同じ期間に通うことができる複合型スクール！
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●完成まで！ 読書感想文コース

●１８０分限定読書感想文練習コース
『蜘蛛の糸』で感想文を書こう

●ＮＥＷＳオリジナル読書感想文コンクール
　童話作家の作る感想文コース

●ハイレベル工作

　サッカーゲーム作りにチャレンジ！

●幼児工作

　ビー玉ころころ　ドミノ倒しに挑戦

●鉛筆デッサンと水彩（幼児・小学生）

●サマー油絵（幼児・小学生）

●6日間で作るオリジナルゆかた

●エプロンとおそろいの簡単に着けやすい三角巾

●人数限定！本格工業タイプ！

　グリッパーアームロボット

●初歩ロボット工作教室

　２台作るよ！リモコン･カブトムシ&クワガタムシ ●プログラミングコース

　オリジナルゲームを作ろう！

●デジタルアートに挑戦

5・6ページ

11ページ

12ページ
12ページ

11ページ

も く じ

●【イングリッシュサイエンス】

　Let’s make many　kinds of slimes.

●フォニックスってなんだろう？

　NEWSネイティブ イングリッシュ （初級）

●全員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 （中級）

●マーク先生のグラフィックデザインイングリッシュ

　オリジナルステッカーを作ろう！

●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

7・8ページ

7ページ

※英検®は
　公益社団法人
　日本英語検定協会の
　登録商標です。

9・10ページ



●摩擦を操る？！エアホッケーゲーム！！

●【サイエンス×感ピカコラボ企画】

　２種類の樹脂でクラゲアクアリウムをつくろう！

●6日間完成！理科自由研究お助けコース

（みっちりマンツーマンコース）

●6日間完成！理科自由研究お助けコース

（お任せ１：２コース）

13ページ
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●３日間で日本地図がわかっちゃう！

　立体地図研究-日本地図ＢＯＯＫを作ろう

14ページ

●サマーチャレンジ ３ＤＡＹＳ

●基本をシッカリ！

　全国硬筆コンクールにも出品できる硬筆コース

●全国書画展覧会にも出品できる毛筆コース

●初級ベーシック ～基礎からそろばん～
●３日間みっちり珠算検定対策

　サマーそろばん特訓講座

●幼児 能力開発 夏バージョン

14ページ

15ページ

17ページ

15ページ

●ＮＥＷＳ将棋算国教室

●ＮＥＷＳ将棋教室 16ページ

●算数・国語１学期学習内容サポートコース

16ページ

●特典・申込方法：21ページ　　●夏期特訓講習会 申込書：22ページ　　●サマースクール 申込書：裏表紙

●夏期特訓講習会 18〜20ページ
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毎年大人気のNEWS作文倶楽部『読書感想文コース』です。読書感想文が大の苦手という子はい

ませんか？あらすじばかり書いて、最後にとてもおもしろかったです、と一行だけ書いて終わり

にしてしまった子はいませんか？そんな子がいたら、ぜひともＮＥＷＳ作文倶楽部に来てくださ

い。一気にすごい感想文を書き上げてしまいますよ！作文倶楽部は国語に一番必要な力が『楽し

く』身につくコースです！！　

受講料に本代は含みません。ＮＥＷＳおすすめの課題図書を事前に各ご家庭でご購入をお願いい

たします。

【日数】6日間　【対象】小学生　【定員】1クラス4名　

【時間】1コマ60分（合計３６０分）　【受講料】21,000円（税込23,100円）

完成まで！読書感想文コース
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【日数】3日間 【対象】小３〜小６ 【定員】1クラス4名 【時間】1コマ60分（合計180分）【受講料】14,000円（税込15,400円）

短期間集中でおこなう読書感想文コースです。芥川

龍之介『蜘蛛の糸』をテキストに読書感想文の練習
をしてみませんか？　課題図書が発表される前に練

習をするのもいいですし、このまま宿題として提出

するのもいいと思います。むずかしい文や言葉もあ

りますが、人間の心について書かれたこの物語は読

書感想文の練習にぴったりです。ＮＥＷＳでいっ

しょに練習しましょう！

「ひろすけ童話賞」「福島正実記念ＳＦ童話大賞」両受賞作家によるオリ

ジナル物語を題材に「作者の狙い」や「感想文に書いてほしいポイント」

などで構成した独自プリントでおこなう完全ＮＥＷＳオンリーワン感想文

講座です。できあがった作品は最後にその作家が読み、講評をつけます。

同時にＮＥＷＳ読書感想文コンクールをおこないます！　本が好きな子も

嫌いな子にも来てほしいコースです！

180分限定読書感想文練習コース

『蜘蛛の糸』で感想文を書こう

NEWSオンリーワン作品の読書感想文コンクール開催！

【日数】6日間 【対象】小学生 【定員】1クラス4名 【時間】1コマ60分（合計360分）【受講料】２２,000円（税込24,200円）

ＮＥＷＳオリジナル読書感想文コンクール

童話作家の作る感想文コース
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◆2級・準2級チャレンジ

【日数】6日間 【対象】小学生 【定員】1クラス4名 【時間】1コマ80分

【受講料】23,000円（税込25,300円）

◆3級チャレンジ

【日数】6日間 【対象】小学生 【定員】1クラス4名 【時間】1コマ60分

【受講料】15,900円（税込17,490円）

◆4級・準5級チャレンジ

【日数】5日間 【対象】小学生 【定員】1クラス4名 【時間】1コマ60分

【受講料】12,000円（税込13,200円）

小学生英語指導の日本人プロ講師による英検指導で、小学生卒業までに英

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。サマースクール

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自分のレベルに合った検定合格を目指しましょう！

季節講習会だけのお楽しみコラボコースです！ＮＥＷＳイングリッシュクラブで大人気のネイティヴの先生と英語で理科実験にチャレンジしてみ

ませんか？　今回は、みんな大好き！スライムを英語で説明を受けながら作ります。難しい薬品名や実験操作をちゃんと聞き取れるかな？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。ぜひご参加ください！

小学生のための英検合格プログラム

英検スーパーキッズコース
【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】

ネイティヴ講師とイングリッシュ理科実験！

【日数】1日　【対象】小学生　【定員】1クラス6名　【時間】1コマ60分　【受講料】4,000円（税込4,400円）

イングリッシュサイエンス

Let’s make many
kinds of slimes.

10月の英検に向けて夏からスタート！
いまから取り組めば安心！
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ＮＥＷＳのイングリッシュクラブは、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

い英会話クラスです。フォニックス演習を中心に必ず身に付くレッスンを行います。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。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。まずは一日ＮＥＷＳの英会話教室をためしてみませんか？

ＮＥＷＳ浦和校のマーク先生と英語を通じてグラフィックデザインを学びませんか？　マーク先生はイギリス

の大学でグラフィックデザインを学びました。パソコンを操作しながら、基本的なグラフィックデザイン技術

を学んで、自分だけのオリジナルのステッカーをデザインしましょう！　オリジナルステッカーをノートに

貼ったり、自転車に貼ったりして楽しみましょう！

マーク先生と英語を通じて自分だけのオリジナルステッカーをデザイン！

フォニックスってなんだろう？　

NEWSネイティブ
イングリッシュ （初級）
英語をはじめたばかりのお子さま向けの楽しい英会話！

【日数】1日　【対象】年長・小学生　【定員】1クラス6名　【時間】1コマ50分　【受講料】3,000円（税込3,300円）

全員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 （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年以上のお子さま向けの、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。発音や言い回しの指導もしっかり行います。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。ＮＥＷＳの英会話教室のよさをまずはぜひ体験してみてほしいと思います。

対話力向上のための中級英会話クラス！

【日数】1日　【対象】小３〜小６　【定員】1クラス6名　【時間】1コマ50分　【受講料】3,000円（税込3,300円）

【日数】1日　【対象】小学生・中学生　【定員】1クラス2名　【時間】1コマ90分　【受講料】4,500円（税込4,950円）

マーク先生のグラフィックデザインイングリッシュ

オリジナルステッカーを作ろう！

年長
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【日数】3日間　【対象】小学生　【定員】1クラス4名　【時間】1コマ80分　【受講料】12,000円（税込13,200円）

サマースクールの工作コースでは、サッカーゲーム作りに挑戦！かなり本

格的なサッカーゲームを作ることができます。難易度の高い工作ですが、

ＮＥＷＳの先生といっしょに作れば大丈夫です！プレイヤーに好きなチー

ムのユニフォームの色を塗っても楽しいですね。できあがったらみんなで

いっしょに遊びましょう！

工作のスペシャル講座です。木の板の上に様々なパーツを並べて、ビー玉の転がる道をつくり、道の先にはドミノを並

べます！全部たおせるかな？ビー玉のルートを考えて工夫しましょう。手先を使い巧緻性を養い、ものをつくる楽しさ
を感じられる工作です。

ハイレベル工作

サッカーゲーム
作りに
チャレンジ！

単なる工作で終わらせない！
巧緻性を養う一歩先を進む幼児工作講座です！

【日数】3日間　【対象】幼児　【定員】1クラス4名　【時間】1コマ60分　【受講料】9,900円（税込10,890円）

３日間でこんなにできちゃう！

幼児工作

ビー玉ころころ
ドミノ倒しに挑戦

夏休みの宿題にぴったり！
みんなが遊びたくなる工作はこれで決まり！
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◆幼児　　【日数】3日間　【対象】幼児　　【定員】1クラス4名　【時間】1コマ60分　【受講料】8,500円（税込9,350円）

◆小学生　【日数】3日間　【対象】小学生　【定員】1クラス4名　【時間】1コマ80分　【受講料】14,000円（税込15,400円）

夏休みの学校の宿題で、植物日記などでお困りの方はいらっしゃいませ

んか？　ものをじっくりみて鉛筆デッサンをする中で、物の見方と表現

力をUPさせる授業を行います。絵画の基礎を学びながら、観察力をつけ

ていきましょう！　テクニックや技術の訓練だけではなく、本当に絵を

描く際に必要な心の土壌を豊かにするレッスンです。

普段なかなかチャレンジできない油絵を、長い休みを利用して体験し

てみましょう。油絵は乾いた上にまた色をのせていきます。間違った

色や形を描いても次の日には直せるので、おおらかな気持ちで思いっ

きり描くことができます。新しい世界に出会うことは新しい感性を刺

激する機会になり、新しい何かをつかむ良いきっかけになります。初

めての方には基本からじっくりと、経験者の方にはより深い作品作り

を目指して指導いたします。

３日間で宿題ばっちり！

鉛筆デッサンと
水彩

初めてでも安心！油絵を通して感性を刺激しよう！

３日間でアーティストになれます！

サマー油絵

絵画の基礎を学びながら
観察力と表現力を身につける！

◆幼児　　【日数】3日間　【対象】幼児　　【定員】1クラス4名　【時間】1コマ60分　【受講料】12,000円（税込13,200円）

◆小学生　【日数】3日間　【対象】小学生　【定員】1クラス4名　【時間】1コマ80分　【受講料】14,000円（税込15,400円）
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自分で作れるの？　だいじょうぶです！みんなをびっくりさせてしまいましょう！オリジナル浴

衣で夏の視線を独り占めです！！どんなものを作りたいか事前に先生と相談してね。

１：１で作製いたしますので自分のこだわりのゆかたができますよ。今回はミシンを使っての制

作です。生地の裁断からミシンの使い方まで指導いたしますので自由研究にもぴったりですね。

デジタルアートに挑戦してみましょう。ペンタブレットの使い方を学んで、好きな絵を描きま

す。タブレットを使ったことがなくても大丈夫！　先生が一から教えます。マンガが大好きな

みなさん、ぜひご参加ください！

タブレットを使ってオリジナルキャラクターを創ってみよう！

6日間で作る
オリジナルゆかた
世界で唯一！「わたしだけの」ゆかたを作ろう！

【日数】6日間　【対象】小2〜小6・中学生　【定員】1クラス1名　【時間】1コマ120分　【受講料】38,000円（税込41,800円）

エプロンとおそろいの
簡単に着けやすい三角巾
大人になっても使える！自由研究にもピッタリな作品！

デジタルアートに挑戦

【日数】2日間　【対象】小学生・中学生・高校生　【定員】1クラス4名　【時間】1コマ80分　【受講料】8,250円（税込9,075円）

【日数】3日間　【対象】小2〜小6・中学生　【定員】1クラス2名　【時間】1コマ90分　【受講料】15,000円（税込16,500円）

5年生で始まる家庭科から調理実習が始まります。オリジナルのエプロンとおそろいの三角巾は

いかがでしょうか。特におすすめなのは三角巾です。バンダナなどで代用していませんか？マ

ジックテープで止めて頭にジャストフィットです。おとなになっても使える素敵なアイテムをこ

の夏休みの自由研究にいかがでしょうか。
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本格産業用と同じ組み立てや制御を通してロボットの基本と運動の原理を学べる５接のアーム

型ロボットです。専用のコントローラーの５つのスイッチで５つのマーターを盛業氏つかむ・はなす･持ち上げる・

降ろす・手首の回転やベースの千回なでどの動作を行わせることのできる実用型ロボットに挑戦してみましょう。希少なキットですので定

員になった場合はお申し込みはできません。先着順ですのでお早目のお申し込みをお願いいたします！ご了承ください。

ＮＥＷＳではプログラミング特別講座をご用意しました。自然と楽しみながらプログラミングの基本を学んでいきま

しょう。初めての子も以前学んだ子にもぴったりのコースです。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、仕事への夢がふくらみます。完成したゲームは夏休みの自由研究としても提出できます。

ゲーム作りを通じてプログラミングの世界へ飛び込もう！

プログラミングコース

オリジナルゲームを作ろう！

ロボットの原理が学べる大人気企画！

【日数】3日間　【対象】小4〜小6　【定員】1クラス4名　【時間】1コマ90分　【受講料】22,000円（税込24,200円）

みんなの大好きな昆虫型の２台のロボットを作ります。リモコンボックスを使って自由に動きをコントロールできるカブトムシ型ロボットとクワ

ガタムシ型ロボットでお友達や家族で対戦ゲームが楽しんじゃいましょう。まるで本物の昆虫のように戦えます。リモコンの操作もじっくり練習

してみようね！

小さなロボットの中に様々な要素が盛り込まれた幼児ロボット教室！

【日数】3日間　【対象】小学生　【定員】1クラス2名　【時間】1コマ90分　【受講料】8,500円（税込9,350円）

【日数】3日間　【対象】年中〜年長・小1〜小3　【定員】1クラス2名　【時間】1コマ90分　【受講料】15,000円（税込16,500円）

1 3年中・年長

4

初歩ロボット工作教室　２台作るよ！ 
リモコン･カブトムシ&クワガタムシ 
初歩ロボット工作教室　２台作るよ！ 
リモコン･カブトムシ&クワガタムシ 

人数限定！本格工業タイプ！

グリッパーアームロボットト
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「摩擦力」という言葉は聞いたことがありますか？この力はいろいろなところで働いています。この力があると、便利なこともあれば、困ってし

まうことも…。今回の実験は、「摩擦力」とはなにかを複数の実験を通して学びます。最後には、科学の力で摩擦力を小さくし、スムーズに動く

エアホッケーゲームをやってみましょう！

「自由研究で何を研究しよう・・・」「レポートのまとめ方が・・・」「どんなふうに実験をするのかなぁ、準

備も大変だ・・・」などと途方にくれている生徒さん、お待たせいたしました！　毎年夏恒例の自由研究徹底サ

ポート講座です！　１：１ならば完全にやりたい研究を、１：２の場合はＮＥＷＳサイエンスチーム厳選の「お

勧め自由研究メニュー」から選んで、取り組んでいきます。ＮＥＷＳの先生といっしょにがんばりましょう！

お待たせしました！時間をたっぷり使って自由研究のお悩み解決！

摩擦を操る？！

エアホッケーゲーム！！

6日間完成！理科自由研究お助けコース
【みっちりマンツーマンコース】【お任せ１：２コース】

摩擦力とは？この力を楽しく学んでいこう！

【日数】1日　【対象】小学生　【定員】1クラス4名　【時間】1コマ90分　【受講料】6,000円（税込6,600円）

◆マンツーマンコース【日数】6日間 【対象】小学生 【定員】1クラス1名 【時間】1コマ60分（合計360分）【受講料】39,000円（税込42,900円）

◆１：２コース　　　【日数】6日間 【対象】小学生 【定員】1クラス2名 【時間】1コマ60分（合計360分）【受講料】28,800円（税込31,680円）

【日数】2日間　【対象】小学生　【定員】1クラス4名　

【時間】合計150分（サイエンス：60分・感ピカ：90分）【受講料】9,000円（税込9,900円）

２種類の樹脂で
クラゲアクアリウムをつくろう！
２種類の特性の違う樹脂を使ってクラゲのアクアリウムをつくりましょう！１日目は、サイエンスでそれぞれの樹脂の特徴を学びながら、簡単な

キーホルダーをつくってみましょう。２日目は、サイエンスで学んだ樹脂を使って、クラゲのアクアリウムをつくります。夏らしい素敵なアクアリ

ウムを科学知識と一緒にお持ち帰りできます。

アートな作品の中に理科的要素が盛りだくさん！異なる樹脂のヒミツを学ぼう！

２種類の樹脂で
クラゲアクアリウムをつくろう！
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【日数】3日間　【対象】小学生　【定員】1クラス4名　【時間】1コマ60分　【受講料】12,000円（税込13,200円）

自分だけのオリジナル日本地図BOOKを作っちゃおう！！　表紙はなんと立体地図。ど

こが日本で一番高いのかな？　低い土地はどの辺りに多いのかな？　ケースもばっちり

作りましょう。素晴らしい自由研究になることまちがいなしです。そして地図研究は都

道府県、県庁所在地はもちろんのこと、平野、山脈、河川、湖、産業、名物などなど、

どれを選ぶかはきみ次第。何ページ作れるかな？　小学生全学年にお勧めです！

NEWSの６つのチカラ（自己表現力、発想企画力、計画実行力、自己判断

力、思考力＆集中力、情報力）を、オリジナルのシートで学習し、中学受験

や、大学入試などでも求められる力の習得を目指す講座です。生きていくた

めのチカラを、ＮＥＷＳで楽しく学びましょう！　１対１と１対２のコース

がありますので、ご希望のコースをお選びください。

中学受験で求められるチカラを夏休みにまなぼう！

中学受験問題にも挑戦！
サマーチャレンジ３ＤＡＹＳ

自分の手で創った記憶は大人になっても大活躍！
日本を自分の手で覚えよう！

◆1:1コース 【日数】3日間 【対象】小学生 【定員】1クラス1名 【時間】1コマ60分 【受講料】30,000円（税込33,000円）

◆1:2コース 【日数】3日間 【対象】小学生 【定員】1クラス2名 【時間】1コマ60分 【受講料】16,000円（税込17,600円）

３日間で日本地図がわかっちゃう！　

立体地図研究
日本地図ＢＯＯＫを作ろう
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毎回５０分のレッスン、１０分のカウンセリングをおこない、お子さま1人ひとりのためにカリキュラムを作成する、贅沢な講座です！　数量、

言葉、図形、巧緻性、常識、推理、記憶等、きめ細かく指導いたしますので、ぜひご参加ください。小学校受験レベルの思考力だけでなく、中学

受験の準備として、進化する能力の基礎力を育んでいきます！

毛筆では、基本となる道具の名前、使い方、筆遣い、小筆でのお名前の書き方、 文字のバランスや表現力など

じっくりと集中しながら身につけて行きます。目標を掲げたいお子さまには全国展の課題に取り組みコンクール

に出品致します(詳しいコンクールの内容は校舎までお問い合わせください)。こちらも毎年多数の入賞者が出て

いるコースです！ 今年の夏はじっくりと”書くこと”に向かい合い、集中力、表現力を高めていきましょう。

目指せ！展覧会入選！書くことで集中力・表現力を養おう！

基本をシッカリ！

全国硬筆コンクールにも
出品できる硬筆コース

全国書画展覧会にも出品できる
毛筆コース

小学受験・中学受験の準備に必要なチカラを短期集中でレッスン！

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

ＮＥＷＳ書き方ROOMのサマースクールでは、1人ひとりの進み具合に合わせたレッスンをさせていただきます。基本となる書き順、とめはねは

らい、持ち方、姿勢などから、文字のバランスの取り方、文字を書く位置や表現力などきめ細やかにご指導いたします。目標を掲げたいお子さま

には全国展の課題に取り組みます（詳しいコンクールの内容は校舎までお問い合わせください）。毎年多数の入賞者が出ているコースです！

目指せ！コンクール入選！
文字で表現力を学ぼう！

【日数】3日間　【対象】年長・小学生　【定員】1クラス4名　【時間】1コマ50分　【受講料】9,500円（税込10,450円）

【日数】3日間　【対象】小3〜小6　【定員】1クラス4名　【時間】1コマ50分　【受講料】9,500円（税込10,450円）

年長

年中以下はご相談ください

小2以下はご相談ください

3日間で急成長！

幼児 能力開発 夏バージョン
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小学生のみなさん、１学期の算数と国語の内容はしっかり理解できましたか？　学校のテストでまちが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、１学期の学習内容をバッチリ復習しておきましょう。そして、２学期の予習もできればばっちりです

ね。しっかりと理解して、安心して２学期を迎えましょう！　※算数・国語どちらかの選択となります。

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夏休みだけの特別講座です！　将

棋のみを行います。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！

将棋初心者あつまれ！基本を学んだら多くの実戦で実力をつけよう！

ＮＥＷＳ将棋算国教室

ＮＥＷＳ将棋教室

算数・国語の苦手はこの夏で集中解決！

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

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。

将棋を通じて勉強に必要な集中力と論理的思考力を養います！

【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】15,000円（税込16,500円）

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

年長

3日間で1学期の内容がバッチリ！

算数・国語 １学期学習内容
サポートコース
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【日数】3日間　【対象】年長・小学生　【定員】1クラス4名　【時間】1コマ60分　【受講料】10,000円（税込11,000円）

まったくそろばんに触れるのが初めてのお子さまのためのコースです。まずは、

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。さらに、簡単な足し算、引き算などをお子さまに

合わせながら進めていきます。講座が終了後、そろばん好きな子になれるよう指

導してまいります。

そろばんを少しでもやったことのある子、自分の実力に合わせて珠

算検定の練習にチャレンジしていきましょう！　授業の前半は、目

指す級の練習をおこないます。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、1人ひとりのお子さまに合った、

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。が

んばって上の級や段を目指しましょう。

３日間ではじめから！

初級ベーシック
～基礎からそろばん～

３日間みっちり珠算検定対策

サマーそろばん特訓講座
そろばん検定取得に向けたスタート！
この夏で集中トレーニング！

そろばん初心者あつまれ！検定を目指す前にまずは基本から

年長

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



夏期特訓講習会

◎各コースの日程・時間に関しましては、各校舎にお気軽にお問合せください。

① 責任を持って指導するために、受講者数を少数限定にします。
② 明確な目標とプランを立てるために、「学習カウンセリング」をおこないます。
③ 最短距離で目標達成するために、「１人ひとりのカリキュラム」を作成します。
④ 安心して通っていただくために、「ご家庭とのコミュニケーション」を大切にしております。
⑤ ニーズに合わせて、講師をご用意します。

夏は の夏期特訓講習会

7/22（金）▶ 8/27（土）

実感！ わかる楽しさ！ できる楽しさ！

期間中 12日間

ご希望の方にはオンライン受講も可能です

18



※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1,100円(税込)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
　2,200円（税込）が別途かかります。

対象：小４～小６の中受生

お子さまの志望校に合わせた対策を独自のカリキュラムでおこないます。夏休みの頑張りが志望校合格につながりま

す。小6生は夏までに学習した内容を総復習、そして2学期から実施する入試対策に向けて総復習することで、弱点単元

を克服します。小5生と小4生は1学期までの総復習をしながら、重要単元の攻略と処理スピードと正確性を高めるト

レーニングします。

　 　

◆中学受験対策コース

お子さまの志望校に合わせた対策を独自のカリキュラム

でおこないます。他に通っている塾との併用も可能です。

苦手科目の苦手単元を短期集中で徹底的に克服するトレ

ーニングをおこないます。

◆苦手科目 特訓・サポートコース

各科目
60 分

各科目
60 分

各科目
60 分

各科目
60 分

科目

科目
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※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1,100円(税込)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
　2,200円（税込）が別途かかります。

対象：小1～小６の小学生

受験に向けて、自分の学習スタイルを見つけ、学習習慣の定着を図ります。算数は計算の「正確性」と「スピード」の向上

を図り、テストでの得点力アップを図ります。国語は物語文・説明文や詩などの読解、問題演習を通じて、全ての教科の

基となる読解力を養成します。

◆夏の学習習慣定着コース

短期集中トレーニングで、苦手科目の苦手単元を徹底的

にトレーニングします。算数は計算の「正確性」と「スピー

ド」の向上を図り、文章題や図形の問題を徹底的に対策し

、テストでの得点力アップを図ります。国語は国語の総合

力をつけるために、読解問題の対策授業を集中的におこ

ないます。学校授業対策～中学受験レベルまで、レベル別

の指導が可能です。

◆夏の弱点科目克服コース

各科目
60 分

各科目
60 分

科目

科目

習慣

習慣

20
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（１）申込書を各校舎にご提出ください。 
表紙に記載のそれぞれの申込締切日までに校舎にご提出ください。 

（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

7/8までに校舎に申込書を提出している方は8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、手続きをお願い致します。【ゆうちょ銀行：引落し】【その他の銀行：振込用紙をお渡し致します】

②内部生の方で締め切り日以降にお申込の方

7/8以降にお申込の方は、8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致します。

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致します。

（３）テキスト・時間割渡し 

事前にテキストをお渡し致します。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8月 9月 の

※割引の上限は、10,000円（税込）となります。

サマースクール３講座以上受講で

1,0001,000
1講座あたり

円円
OFF!!OFF!!

サマ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）

サマ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 サマースクール 諸雑費

2,200円
（税込）

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

の5大特典この夏限定！

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

（税込）
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各科目
60分

各科目
60分

各科目
60分

各科目
60分

【本講座】夏の学習習慣定着コース

小１〜小３　２科目

【本講座】夏の学習習慣定着コース

小４〜小６　２科目

【本講座】苦手科目サポートコース

中学受験 小 4・小５　1科目

【本講座】苦手科目特訓コース

中学受験 小６　1科目

【本講座】夏の弱点科目克服コース

中学受験 小 4〜小6　1科目

【本講座】夏の弱点科目克服コース

中学受験 小１〜小３　1科目

各科目
60分

各科目
60分

各科目
60分

各科目
60分



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

【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（税込）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

探検リサーチ

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

完成まで！ 読書感想文コース

１８０分限定読書感想文練習コース『蜘蛛の糸』で感想文を書こう

ＮＥＷＳオリジナル読書感想文コンクール 童話作家の作る感想文コース

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

【イングリッシュサイエンス】　Let’s make many　kinds of slimes.

フォニックスってなんだろう？ NEWSネイティブ イングリッシュ （初級）

全員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 （中級）

マーク先生のグラフィックデザインイングリッシュ オリジナルステッカーを作ろう！

ハイレベル工作 サッカーゲーム作りにチャレンジ！

幼児工作 ビー玉ころころ　ドミノ倒しに挑戦

鉛筆デッサンと水彩【幼児】

鉛筆デッサンと水彩【小学生】

サマー油絵【幼児】

サマー油絵【小学部】

6日間で作るオリジナルゆかた

エプロンとおそろいの簡単に着けやすい三角巾

デジタルアートに挑戦

人数限定！本格工業タイプ！ グリッパーアームロボット

初歩ロボット工作教室 ２台作るよ！リモコン･カブトムシ&クワガタムシ

プログラミングコース オリジナルゲームを作ろう！

摩擦を操る？！エアホッケーゲーム！！

【サイエンス×感ピカコラボ企画】２種類の樹脂でクラゲアクアリウムをつくろう！

6日間完成！理科自由研究お助けコース【みっちりマンツーマンコース】

6日間完成！理科自由研究お助けコース【お任せ１：２コース】

３日間で日本地図がわかっちゃう！立体地図研究-日本地図ＢＯＯＫを作ろう

サマーチャレンジ ３ＤＡＹＳ【1:1】

サマーチャレンジ ３ＤＡＹＳ【1:2】

幼児 能力開発 夏バージョン

基本をシッカリ！ 全国硬筆コンクールにも出品できる硬筆コース

全国書画展覧会にも出品できる毛筆コース

算数・国語１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

初級ベーシック ～基礎からそろばん～
３日間みっちり珠算検定対策 サマーそろばん特訓講座

21,000円（税込23,100円）

14,000円（税込15,400円）

22,000円（税込24,200円）

23,000円（税込25,300円）

15,900円（税込17,490円）

12,000円（税込13,200円）

  4,000円　（税込4,400円）

　3,000円　（税込3,300円）

  3,000円　（税込3,300円）

　4,500円　（税込4,950円）

12,000円（税込13,200円）

　9,900円（税込10,890円）

  8,500円　（税込9,350円）

14,000円（税込15,400円）

12,000円（税込13,200円）

14,000円（税込15,400円）

38,000円（税込41,800円）

15,000円（税込16,500円）

　8,250円　（税込9,075円）

22,000円（税込24,200円）

15,000円（税込16,500円）

  8,500円　（税込9,350円）

　6,000円　（税込6,600円）

　9,000円　（税込9,900円）

39,000円（税込42,900円）

28,800円（税込31,680円）

12,000円（税込13,200円）

30,000円（税込33,000円）

16,000円（税込17,600円）

15,000円（税込16,500円）

　9,500円（税込10,450円）

　9,500円（税込10,450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）

10,000円（税込11,000円）

10,000円（税込11,000円）

20222022

かきかたROOM

イングリッシュクラブ

申込書
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