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期間：12月23日（月）〜1月7日（火）

※12月29日（日）〜1月3日（金）、1月5日（日）はお休み

※かきかたROOM「毛筆コース」のみ11月下旬から授業スタート

お申込締切日

【内部生】11月29日（金）　【外部生】12月14日（土）

実施コースや日程・時間に関しては校舎によって異なるため、各校舎へお気軽にお問合せください。

期間：12月23日（月）〜1月7日（火）

※12月29日（日）〜1月3日（金）、1月5日（日）はお休み

※かきかたROOM「毛筆コース」のみ11月下旬から授業スタート

お申込締切日

【内部生】11月29日（金）　【外部生】12月14日（土）
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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。また、毎年大人気のコースですので、特別に１１月

下旬からの授業もご用意いたしますので、お気軽に校舎

までお問い合わせください。

※小1・小2の受講はご相談ください。

宿題完成！

【日数】3日間　【対象】小3〜小6・中学生　【定員】1クラス4名　【時間】1コマ75分　【受講料】13,000円（税別）

【日数】3日間　【対象】年長・年中　【定員】1クラス4名　

【時間】1コマ60分　【受講料】10,100円（税別）

幼児ひらがな
はじめてコース
幼児さんは、基本、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。

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。

※宿題のない方は、こちらで課題を

準備します。

※小3以上の受講はご相談ください。

【日数】3日間　【対象】小1・小2　【定員】1クラス4名　

【時間】1コマ60分　【受講料】10,100円（税別）

宿題完成！
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春休みの大人気企画が、ご要望にお応えして、冬休みにも登場です！　４月から

小学校１年生になる年長さんのお子さまと、現在、年中さんのお子さま限定のス

ペシャルコースとなります。小学校が始まる前に、一日、授業の練習をしてみま

せんか？　ＮＥＷＳで１日４コマの学校体験授業をおこないます。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！　学校のお勉強が心

配、長い時間の授業が心配という方、きちんとごあいさつができるかしらという

方も、学校が始まる前に一度ＮＥＷＳで体験してみてはいかがでしょう？　学校

へ行くのが楽しみになっちゃうような授業をおこないます！　一年生になったら

友達１００人できるかな？　忙しい春休みの前に、いまのうちにＮＥＷＳでしっ

かり『学校』の練習をしてみましょう！　

ウィンター特別企画

【日数】1日間　【対象】年中・年長限定　【定員】1クラス4名　【時間】40分×4コマ　【受講料】9,000円（税別）

【日数】3日間　【対象】小学生　【定員】1クラス4名　

【時間】1コマ50分　【受講料】10,000円（税別）

６つのチカラ
養成コース
チャレンジ
３DAYS
ＮＥＷＳの理念であり、原点でもある６つの力とは、「自己表現力」「発想

企画力」「計画実行力」「思考力＆集中力」「自己判断力」「情報力」とな

ります。この６つの力は、２０２０年の大学入試改革で求められる力（知識

･技能、思考力･判断力･表現力、主体性･多様性･協働性）とも重なる、これ

からまさに求められる力といえるでしょう。それらの習得を目指すＮＥＷＳ

のオリジナル講座『６つのチカラ』コースは、「算国理社」の知識を学ぶ

シートや、オリジナルシートを使って、自ら考える力と、それを表現する力

を高めていきます。楽しくて、おもしろくて、むずかしい！　そんな勉強を

行います。ぜひ挑戦してみてください！

イロイロ？
色の実験

サイエンスコースでは、色をテーマにした実験をおこないます。皆さんが普

段見ている色は、本当にその色なのかな？色には不思議と科学がたくさん詰

まっています。３つの実験を通して、色の謎を解明していきましょう。

①カラーペンクロマトグラフィー

②色変わりびゅんびゅんゴマ

③野菜ジュース大変身

【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（税別）

まるごと小学校

対象

幼児

対象

小学生
対象

小学生
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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む

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。

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

ジョーダン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。

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

対象

小学生

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。

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

ジョーダン先生と
理科実験しよう！
イングリッシュ・
サイエンス 【日数】1日間　【対象】小学生　【定員】1クラス4名　

【時間】1コマ50分　【受講料】3,300円（税別）

× Jordan
Parker
ジョーダン パーカー先生
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2級・準2級【日数】6日間　【対象】小学生　【定員】1クラス2名　【時間】1コマ70分　【受講料】23,100円（税別）

3級        【日数】6日間　【対象】小学生　【定員】1クラス2名　【時間】1コマ70分　【受講料】23,100円（税別）

4級・5級  【日数】6日間　【対象】小学生　【定員】1クラス2名　【時間】1コマ70分　【受講料】23,100円（税別）

【日数】3日間　【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】12,000円（税別）

2020年にプログラミングが小学校で必須教科になります。ＮＥＷＳではそれ

に備えて特別講座をご用意しました。初めてのお子さまも以前に学んだお子さ

まにもぴったりです。これからの時代に欠かせない【プログラミング】とは世

の中のほとんどが関わっています。ＡＩはもう身近な存在ですよね。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。できあがったゲームは、3月にあるＮＥＷＳの大展覧会

『リトル・アーティスト展』で展示します！

日記を
はじめましょう
文を書く練習というのは、自分ではなか

なかむずかしいものです。２０２０年の

スタートから日記を書いてみませんか？

　今日一日なんにも書くことない！　と

思っても、じつはたくさんあるのです。

かんたんな日記の書き方のコツを教えま

す。文章を書く習慣をつけると、それは

一生の宝物になります。楽しい冬の思い

出や、なにもなかった一日を、日記で表

現してみましょう！！　

【日数】3日間　【対象】小学生　【定員】1クラス4名　

【時間】1コマ50分　【受講料】10,000円（税別）

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

英検®は、公益財団法人 日本英語検定協会の登録商標です。

・幼児･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英語英才教育コースです。

・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第3回検定試験（1次試験1/26 実施）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
・幼児･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英語英才教育コースです。

・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第3回検定試験（1次試験1/26 実施）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
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対象

小学生

対象

幼児

胡粉など伝統的な材料を使い、置き上げ彩色のお皿やお盆をデザインし、

絵具を積んで豪華なお正月飾りを作ります。日本の伝統工芸の技術に触

れ、日本について理解を深めることのできる工作です。

【日数】3日間　【対象】小学生　【定員】1クラス4名　【時間】1コマ75分　【受講料】11,000円（税別）

和紙や紙ねんどなどを使って小さなねぶたを作

り、さらにライトを入れてランプに仕上げます。

ねずみ以外のデザインでももちろんOK！自分の

作りたいものを考え作り上げることで、発想力と

デザイン力が身につき、作ることの楽しさを感じ

られる工作です。冬ならではのモチーフを使った

お絵かきもいたしますので、絵画と工作ができる

お得で楽しい３日間です。

小学生工作

置き上げ彩色の

お正月飾り
～日本伝統工芸に触れる～

シリコンなどを使い、本物そっくりのスイーツで

飾ったおいしそうな手鏡を作ります！この技術を覚

えれば、キーホルダーなど様々な工作に応用できる

ので、プレゼント作りにも役立ちますね。スイーツ

好きは集まれ！

【日数】3日間　【対象】小学生　【定員】1クラス4名　【時間】1コマ75分　【受講料】9,600円（税別）

小学生工作

本物そっくり！
スイーツデコ手鏡

対象

小学生

【日数】3日間　【対象】年少〜年長　【定員】1クラス4名　【時間】1コマ50分　【受講料】9,000円（税別）

幼児 絵画工作

☆2020年はねずみ年☆
ねずみのミニねぶたで

はりこランプ
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対象

小学生

冬のモチーフをテーマに描きます。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、水彩絵の具を中心に様々な画材での表現方法を学びます。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。

【日数】3日間　【対象】小学生　【定員】1クラス4名　【時間】1コマ75分　【受講料】13,000円（税別）

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。キャラクターの作り方や、上手に見

える描き方の秘訣を教えます。本格的なイラスト

に挑戦しましょう！

鉛筆デッサンと
水彩

冬のモチーフをテーマに描きます。はじめての方

も、経験者の方もじっくり指導しますのでこの機会

にチャレンジしてください。本格的な油絵に取り組

める、ＮＥＷＳならではのコースです。

【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】16,000円（税別）

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

油絵

対象

小学生

【日数】3日間　【対象】小・中・高生

【定員】1クラス4名　【時間】1コマ60分　

【受講料】8,250円（税別）

オリジナル
キャラクター作りと
上手に見えるイラストの

描き方を学ぼう

対象

幼児

対象

中学生
対象

中高生
対象

小学生



7

対象

小学生

冬休みは大工キッズで、木工に挑戦してみませんか？のこぎりで切る、釘を打つと

いったものづくりの基本を学ぶことができます。今回は、硬貨を種類によって分けて

ためることができる便利な貯金箱を作ります。ものづくりが好きな子はぜひチャレン

ジしてみよう！

【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】11,000円（税別）

今年の冬は人や物を検出する赤外線センサー搭載のエリマキトカゲ型ロボットです。2通りの動作モードがプログ

ラムされていて、本物のようにエリマキを広げ素早く動きます。動きに合わせて揺れるシッポやアクションに合わ

せて光り方が変化するLED内蔵の目など、楽しいギミック満載のロボットです。スマートフォンでの操作はでき

ません。ご注意ください。

貯金箱作りに挑戦

エリマキトカゲタイプのロボットを作成後スマートフォンで操縦します。通信方式には、BluetoothSmart技術を使用。

2つのモーターと2つのLEDの出力、そして1つのセンサーの入力を制御します。「リザードロイドBT」を操作するために必

要な対応端末は・Android OS 4.3以降・Bluetooth Smart(Bluetooth Low Energy)が必要となります。お持ちの端

末をご確認ください。iPhoneには対応しませんのでご注意ください。

【日数】3日間　【対象】小学生　【定員】1クラス2名　【時間】1コマ75分　【受講料】19,800円（税別）

スマートフォンで操作する

リザードロイド
BT・ロボット
エリマキトカゲタイプ

対象

小学生

対象

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60分　【受講料】16,800円（税別）

トコトコついてくる
人懐っこいペット型

リザードロイド
ロボットをつくろう！
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対象

中学生
対象

中学生
対象

小学生

冬の寒さ、大歓迎！今年はまるでぬいぐるみのようなかわいい動物の顔がついたフワフワのマ

フラーをつくりましょう。この冬の寒さを楽しんじゃいましょう～初めての方にも最初から丁

寧に指導いたします。はまること間違いなし！！

【日数】3日間　【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】15,000円（税別）

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

う指導してまいります。

まるでぬいぐるみマフラー

「これからそろばんをはじめよう！」とお考えの年中さんに、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ります。※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。

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

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！

対象

小学生

【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】9,500円（税別）

対象

幼児

対象

幼児

対象

小学生

初級ベーシック
～基礎からそろばん～

珠算検定
チャレンジ

そろばんを少しでもやったことのあるお子さま、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、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。冬休みが終わってすぐ１月の終わりに、次の

検定試験があります。お休み中もしっかり対策しておきましょう。

【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】9,500円（税別）
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対象

小学生

小学校受験Levelの思考力だけでなく、中学受験の準備とし

て、自ら思考の筋道を構成する、必要な情報を処理する、先

を見据える、行間を読む等、Q＆Aで、知識のみな対応はで

きない、進化する能力の基礎力を目標にします！50分の

レッスン、10分のカウンセリングでお子さま１人の為に作

成されるカリキュラム、贅沢な講座です！　数量（同数・異

数発見、合成、分解、序数など）、言葉（反対語、同頭語、

同尾語、仲間はずれなど）図形（構成、同形図、異形図、回

転図形など）、巧緻性（運筆練習、点図形、はさみ・のり貼

り、ひも通しなど）、常識（理科的常識、社会的常識、マ

ナーなど）、推理（関係把握、重ね図形、迷路など）、記憶

（聴覚記憶、数字復唱、資格記憶など）等、きめ細かく指導

いたしますので、ぜひご参加ください。

【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】16,500円（税別）

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お子さまの

ための冬休みだけの特別講座です！　まずは将棋だけを習ってみま

しょう。いろんな駒がありますね。１つひとつ動きがちがいますよ。

おぼえられるかな？　冬休みＮＥＷＳで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。ＮＥＷ

Ｓで楽しく将棋を覚えましょう！

ウインター
幼児能力開花
３days

みなさん将棋はできますか？　藤井七段の大活躍で、とても話題になっています。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。たぶん、そういった謙虚さも、お勉強にはとても大切です。

ＮＥＷＳ将棋算国教室は、各９０分の時間を、勉強４５分、将棋４５分にわけておこないます。お勉強の時間は、冬休みの宿題な

どを持ってきてください。わからないところはちゃんと指導します。特に宿題がないようであれば、こちらでプリントなどを用意

しますので、ご希望の科目、単元などお申し付けください。将棋の時間は、初心者のお子さまには、駒の説明から、できるお子さ

まは詰め将棋を解いて、基本を学びましょう。藤井七段も、詰め将棋が大好きで、いつでも解いているそうです。みんなができる

ようになったら、対戦をしてみましょう。相手への礼儀を忘れずに。３日間で大事なことがたくさんつまった新しいコースです！

【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（税別）

ＮＥＷＳ
将棋算国教室

対象

小学生

対象

小学生

【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（税別）

対象

幼児
ＮＥＷＳ
将棋教室
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対象

小学生

公立中高一貫校受検対策　対策授業を試してみよう！

公立中高一貫校の受検者数は私立中高一貫校受験者数とほぼ

同数と言われ、大変人気の高い受検となっています。公立中

高一貫校受検の対策は非常に独特な対策であり、ただ単に学

力をつけるだけでは合格することはできません。なぜなら

「発想力」「考える力」が対策には必要不可欠であり、それ

を養う事は卓上での修学では限界があります。そこでNEWS

は、NEWSの強みでもある「習い事コース」+「個別コー

ス」をセットにして対策をおこなっています。1日60分の個

別コース、60分の理科実験教室、60分の作文教室を3日間

おこないます。これから公立中高一貫校を受検するお子さ

ま、まだ迷っている生徒も、ぜひこの冬に対策コースをお試

しください。

【日数】3日間　【対象】小4～小5 ※小3は要相談　【定員】1クラス2名　【時間】60分×3コマ　【受講料】26,800円（税別）

算数や国語の授業の中で、特に苦手な単元があるお子さまにぴったり

のコースです。『割合』『小数』『分数』『図形』『文章題』『漢

字』『文法』『時間と時刻』『長さ、かさ』『慣用句、ことわざ』

『計算練習』の中から、お子さまにあったものをセレクトして、徹底

的に練習をします。２学期へ向け、夏休みにうちに、弱点を克服して

おきましょう！

公立中高一貫校対策
トライアルレッスン

学校の夏休みの宿題を持ってきてもらい、先生と一緒に勉強していきま

す。２名限定で1人ひとりに合わせた指導をしますので安心です。先生が

すぐそばにいるので、わからないことはすぐに質問できます。苦手なとこ

ろは問題練習をして、力をつけられます。さらに、学校よりも発展的な内

容にも取り組むことができます。　ぜひご参加ください！

【日数】3日間　【対象】小学生　【定員】1クラス2名　【時間】1コマ50分　【受講料】13,200円（税別）

３日間で宿題みっちり！

算数・国語
宿題お助けコース

対象

小学生

対象

小学生

【日数】3日間　【対象】小学生　【定員】1クラス2名　【時間】1コマ50分　【受講料】13,200円（税別）

３日間で苦手をばっちり！

算数・国語
弱点克服

セレクトコース



※各コースの受講者は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（税別）を別途頂きます。
※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（税別）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。 

【期間】１２／２3(月)～１／7(火)の期間内で実施　（１２／29(日)～１／３(金)、１／5(日)はお休み）
【時間】各７０分×９回
【会費】

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！

スタンダード１：１
２科目

(算数・国語) ８７，２００円（税別）

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。

【期間】１２／２3(月)～１／7(火)の期間内で実施　（１２／29(日)～１／３(金)、１／5(日)はお休み）
【時間】各７０分×９回
【会費】 スタンダード１：１

１科目 ５０，４００円（税別）

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。

[小学生中受本講座]　　　　　　　　対象：小４～小５中受生

小学生のための冬期特訓講習会

【期間】１２／２3(月)～１／7(火)の期間内で実施　（１２／29(日)～１／３(金)、１／5(日)はお休み）
【時間】各７０分×９回
【会費】

「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。

スタンダード１：１
２科目

(算数・国語)
４科目

(算・国・理・社) １７４，３００円（税別）

８７，２００円（税別）

「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。

【期間】１２／２3(月)～１／7(火)の期間内で実施　（１２／29(日)～１／３(金)、１／5(日)はお休み）
【時間】 各７０分×９回
【会費】 スタンダード１：１

１科目 ５０，４００円（税別）

[小学生本講座]　　　　　　　　　　　　対象：小３～小４
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※各コースの受講者は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（税別）を別途頂きます。
※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（税別）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。 

[本講座 ]   　　　　　　　　　　  　        対象：小１～小６

【期間】１２／２3(月)～１／7(火)の期間内で実施　（１２／29(日)～１／３(金)、１／5(日)はお休み）
【時間】[小１～3生] 各６０分×５回　[小４～６生] 各６０分×７回
【会費】

スタンダード１：２ スタンダード１：１

３７，８００円（税別）小４～６生：２科目
(算数・国語) ５４，３００円（税別）

小１～３生：２科目
(算数・国語) ２７，０００円（税別） ３８，８００円（税別）

【期間】１２／２3(月)～１／7(火)の期間内で実施　（１２／29(日)～１／３(金)、１／5(日)はお休み）
【時間】[小１～3生] 各６０分×５回　[小４～６生] 各６０分×７回　
【会費】

■ベーシックマスターコース　【小１～６生対象】
　　こうしたお子さまにおすすめです。
　　・今の学力をもっと伸ばして次の学期に弾みをつけたい。　　・苦手なところを今のうちに何とかしておきたい。
　　・休みの間も正しい学習習慣をつけたい。
　　しっかり学び、有意義な冬にしましょう！

■私国立小学生コース　【私国立小１～６生対象】
　　学校の学習内容でわからなかったところや、もっと力を伸ばしたいところはありませんか？この冬、しっかり学び、苦手は解消、
　　得意はさらに伸ばしましょう！

■セレクトコース　【小１～６生対象】
　　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１～小３生：１科目

３１，５００円（税別）

２２，８００円（税別）

小４～小６生：１科目

スタンダード１：１

7５，６００円（税別）小５～６生：４科目
(算数・国語・理科・社会) 10９，２００円（税別）

■中学英語準備コース　【小６生対象】　　　　　　　　　
　　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！

【期間】１２／２3(月)～１／7(火)の期間内で実施　（１２／29(日)～１／３(金)、１／5(日)はお休み）
【時間】６０分×７回
【会費】

小６生：英語 ３１，５００円（税別）

スタンダード１：２ スタンダード１：１

２１，０００円（税別）

12
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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
（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内部生で、ゆうちょ銀行との手続きが完了している方 

12/5(木)までに、校舎指定口座へご入金ください。（12/6(金)に自動引き落としとなります。) 

②内部生で、ゆうちょ銀行引落以外の方 

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、上記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。

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。 

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（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12時～18時

豪徳寺校
Tel.03-3321-8033
Fax.03-6379-3301
14時～20時（月・日・祝除く）
※土曜日のみ12時～18時

＼NEW／

153/ 来る 2020 年 3 月 15 日（日）大泉学園ゆめりあギャラリーにて、感性ピ

カピカスクール、かきかたＲＯＯＭ、ソーイングステーション等の作品

展示会が催されます。それぞれのＮＥＷＳコースの生徒さんの力作をぜ

ひご覧ください。※どなたでも楽しいワークショップにご参加できます！

今年の『ＮＥＷＳリトル・アーティスト展』もすばらしいな展覧会にな
りますよう努めてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。



本講座
低学年

高学年

中受生

中受準備
中受特訓
ベーシック

中学英語準備

私国立小学生
セレクト

□算数  □国語
□理科  □社会

スタンダード１：２

スタンダード１：１

円

－      ＝

19-20冬期特訓講習会選択申込書  【小学生＋小３～５中受生】

校舎名 校 学年 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

小学

【お客様控え】

お振込金額

円

校舎☎： 担当：

※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。）

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

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（税別）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。 

【本講座】　□ベーシックマスターコース　□私国立小学生コース　対象：小１～小６生
学年・科目 設定

小１～小３ ２科目（算数・国語）

小４～小６ ２科目（算数・国語）

小５～小６ ４科目（算・国・理・社）

【本講座】セレクトコース　対象：小１～小６生、小３～５中受生
学年 設定

小１～小３

小４～小６

小３・小４中受準備

小４・小５中受生

算数

国語

理科

社会
スタンダード１：１

科目

【本講座】中学英語準備コース　対象：小６生
学年 設定科目

小６生 英 語

【本講座】　□中受準備コース（対象：小３・小４中受生）　□中受特訓コース（対象：小４・小５中受生）　
学年・科目 設定

中受準備（小３・小４中受生）２科目（算数・国語）

中受特訓（小４・小５中受生）２科目（算数・国語）

中受特訓（小４・小５中受生）４科目（算・国・理・社）

スタンダード１：１

※お申込のコースに○をつけてください。

スタンダード１：２

スタンダード１：１

スタンダード１：２

スタンダード１：１

男
女

【
切
り
取
っ
て 

校
舎
ス
タ
ッ
フ
へ
お
渡
し
く
だ
さ
い
】
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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

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○

作文倶楽部

感性ピカピカ
スクール

ロボット教室

大工キッズ

ソーイングStation

ウィンター特別企画

まんがROOM

パソコン教室

かきかたROOM

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！！　

６つのチカラ養成コース チャレンジ３DAYS

イロイロ？色の実験

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）

ジョーダン先生と理科実験しよう！イングリッシュ・サイエンス

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　

プログラミングコース オリジナルゲームを作ろう！

日記をはじめましょう

小学生工作 置き上げ彩色のお正月飾り ～日本伝統工芸に触れる～
小学生工作 本物そっくり！スイーツデコ手鏡

幼児 絵画工作 ☆2020年はねずみ年☆ ねずみのミニねぶたではりこランプ

鉛筆デッサンと水彩

油絵【小学生】

油絵【幼児】

まんが オリジナルキャラクター作りと 上手に見えるイラストの描き方を学ぼう

貯金箱作りに挑戦

スマートフォンで操作する リザードロイドBT・ロボット エリマキトカゲタイプ

トコトコついてくる人懐っこいペット型 リザードロイド・ロボットをつくろう！

まるでぬいぐるみマフラー

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！」

初級ベーシック〜基礎からそろばん～　

珠算検定チャレンジ

ウインター 幼児能力開花３days

ＮＥＷＳ将棋算国教室　

ＮＥＷＳ将棋教室

公立中高一貫校対策　トライアルレッスン

算数・国語 宿題お助けコース　

算数・国語 弱点克服セレクトコース　

サイエンス

13,000円（税別）

10,100円（税別）

10,100円（税別）

9,000円（税別）

10,000円（税別）

10,000円（税別）

3,300円（税別）

3,300円（税別）

3,300円（税別）

23,100円（税別）

23,100円（税別）

23,100円（税別）

12,000円（税別）

10,000円（税別）

11,000円（税別）

9,600円（税別）

9,000円（税別）

13,000円（税別）

16,000円（税別）

10,800円（税別）

8,250円（税別）

11,000円（税別）

19,800円（税別）

16,800円（税別）

15,000円（税別）

7,000円（税別）

9,500円（税別）

9,500円（税別）

16,500円（税別）

15,000円（税別）

10,000円（税別）

26,800円（税別）

13,200円（税別）

13,200円（税別）

性別

男・女

イングリッシュ

公立中高一貫校受験
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