
◎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。

幼児
小学生
対象

春期特訓講習会
期間：3月29日（木）～4月4日（水）

申込締切日：【内部生】3月17日（土）
　　　　　　【外部生】3月24日（土）　　
　　　　　　

※4月 1日（日）はお休み

※4月 1日（日）はお休み

ワワ クク
ワワ クク

＊一部、別日程コースあり。

発想企画力 思考力&集中力 情報力

計画実行力 自己判断力自己表現力

期間：3月29日（木）～4月4日（水）

申込締切日：【内部生】3月17日（土）
　　　　　　【外部生】3月24日（土）

全
コース
3030
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行程
9：30
11：00
13：00
13：30
15：30
17：30

各地終業・出発

ソニーエクスプローラ見学

日本科学未来館到着

お昼とロボット製作

館内見学

各地解散

参加費：こども：6,300円（税別）　おとな：8,300円（税別）
最寄り駅から現地までの往復交通費・昼食代・体験費・保険料を含みます　【最少催行人数5名】

※お子様1人でもご参加ください。NEWSスタッフが引率いたします。
※館内での見学すべてとロボットはおとなも作成します。

5/13日

野外体験教室野外体験教室

もうすぐ小学校の授業にプログラミングがはいります。

いま、ロボットがあつい視線をあびていますね。NEWS で

もたくさんのお問合せが届いております。

NEWS ではワクワクして待ち遠しいみんなに一足はやくロ

ボとだらけの１日をご用意しました。

お台場にある２つの科学館見学と NEWS が誇るロボット

博士による製作を科学未来館で体験します。

製作したロボットはお持ち帰りできます！未来に思いをは

せるロボットだらけの１日を楽しみましょう！

ツアー催行日 申込締切日

5/10
木

お昼は科学未来館で

ロボットランチ
お昼は科学未来館で

ロボットランチ
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春休み特別企画
新コースを
　　はじめよう
新コースを
　　はじめよう

プログラミングコース
はじめの一歩！
2輪ロボットを
プログラミングで動かそう！

心も体も暖かい春の季節。お子様とどのような会話をされ
ていますか？こちらのコースでは、お子様に自分の気持ち
を手紙に書いていただき思います。ただし、使うのは紙と
鉛筆ではなく、パソコンとプリンターです。学習指導要領
の改訂で 2020 年から「プログラミング教育」が必修とな
ります。それの事前準備として、パソコンの基礎的な操作
方法と、文字入力の基本を学んでみるのはいかがでしょう！
また、キーボード入力の文字でも文章にしてみれば伝わる
心もあるはず。お子様の素直な気持ちを表現する手段の一
つとして、そして将来的な実用技能の習得を見据えて、こ
の機会にパソコンと触れ合ってみませんか？

日程
対象
定員
時間
受講料

4日間
新小2～新小6
1クラス4名
1コマ60分
8,000円（税別）

日程
対象
定員
時間
受講料

2日間
新小1～新小6
1クラス4名
1コマ40分
4,000円（税別）

小学校３年生で習うローマ字は、パソコンを使うとき
に必要な力です。パソコンですらすら文字を打てるよ
うになるために、早いうちから、ローマ字にふれてみ
ませんか？　もちろん学校ですでに習ったけれど、も
う一度勉強し直したい生徒さんも大歓迎！
ローマ字が読める・分かる・パソコンで打てるまで、
一緒に練習をしましょう！　ＮＥＷＳパソコン教室と
の併用もおすすめです！

パソコンを使って
お父さん・お母さんに
手紙を送ろう！

ローマ字講座

ローマ字を
　　おぼえよう！

日程
対象
定員
時間
受講料

1日
新小1～新小6
1クラス4名
1コマ40分
2,000円（税別）

NEWS パソコン教室にプログラミングコースが 3 月から
新コースとして登場します！初めての子も以前学んだ子に
もぴったりです。自分でロボットを、そしてプログラムを
作成し思い通りに動かすことができます。いよいよ小学校
で必須科目となるプログラミングに挑戦しましょう！
※お手紙作成とセットでのお申込みをおすすめします！

少人数制次世代プログラミングコース

少人数制次世代プログラミングコース

パソコンが使え
ないかた推奨

プログラミングコース
はじめの一歩！
2輪ロボットを
プログラミングで動かそう！

新コースをはじめよう新コースをはじめよう

パソコンを使って
お父さん・お母さんに
手紙を送ろう！
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日程
対象
定員
時間
受講料

3日間
新小1～新小6
1クラス4名
1コマ90分
15,000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、作品を作ります。どんな
絵を描いてみたいですか？　ＮＥＷＳの先生と相談して、す
てきなイラストを描きましょう！！

日程
対象
定員
時間
受講料

2日間
新小1～新小6
1クラス4名
1コマ60分
5,500円（税別）

集中力養成コース

ＮＥＷＳ漫画家養成講座

新コースを
　　　　はじめよう
新コースを
　　　　はじめよう

新コースを
　　　　はじめよう
新コースを
　　　　はじめよう

みなさん将棋はできますか？　まだ中学生なのにプロになって勝ちまくっている男の子もいて、ニュースになっています。
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分に分けて行います。お勉強の時間は、学校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、初心者の子には、駒の説明から、できる子は詰め将棋を解いて、基本を学びましょう。あの中
学生プロの男の子も、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！　ぜひご参加くださ
い！
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日程
対象
定員
時間
受講料

1日
新小１・新年長限定
1クラス4名
40分×4コマ
8,500円（税別）

学びの王国ＮＥＷＳにふさわしい『６
つのチカラ養成コース』は３日間の
限定講座で、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）を効果的に習得させます。
２０２０年の大学入試改革で求めら
れるチカラ（知識･技能、思考力･判
断力･表現力、主体性･多様性･協働性）
の習得をめざす講座となります。

日程
対象
定員
時間
受講料

3日間
新小1～新小6
1クラス4名
1コマ50分
8,500円（税別）

６つのチカラ養成コース
チャレンジ３DAYS

春休み特別企画

新小１・新年長限定
『ＮＥＷＳまるごと小学校 !!』
入学式が待ち遠しい♪　４月から小学校１年生になるお子
様、来年小学生になる新年長限定のスペシャルコースです。
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行います。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
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？　春休み中にＮＥＷＳでしっかり
『学校』の練習をしてみましょう！　
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絵画と工作の二つを３日間でおこないます。楽しくお
絵かきや工作をして、しっかりと基本を学びましょう。
工作では、夜桜ランプを作ります。和紙を使ったきれ
いなランプの工作です。とてもすてきな明かりが辺り
を照らします。本当にお花見をしている気分になれま
す！　おうちに持って帰って、ご家族のみなさんでぜ
ひ楽しんでいただければと思います。きっと、とても
うれしい春の思い出になることまちがいなしです！

日程
対象
定員
時間
受講料

3日間
新小1～新小6
1クラス4名
1コマ75分
11,000円（税別）

日程
対象
定員
時間
受講料

3日間
新小1～新中3
1クラス4名
1コマ90分
16,000円（税別）

日程
対象
定員
時間
受講料

3日間
幼児
1クラス4名
1コマ60分
8,500円（税別）

日程
対象
定員
時間
受講料

3日間
幼児
1クラス4名
1コマ60分
11,000円（税別）

日程
対象
定員
時間
受講料

3日間
新小1～新中3
1クラス4名
1コマ75分
13,000円（税別）

鉛筆デッサンと水彩 スプリング油絵

３日間で工作も絵画もできるよくばりコース！

夜桜ランプをつくろう
３日間で工作の技術を学べます！

和紙を使って、きれいな桜のランプを作りましょう。
桜の木のまわりには自分のお気に入りの仲間たちを集
めてお花見をさせます。自分で作った、すてきな光の
桜のランプを照らすと、みんなとっても楽しそうです！
ライトアップされた桜と仲間たちといっしょに春らし
いすてきな一日を過ごしてください！　もちろん作っ
た作品をおうちに持って帰れますので、ぜひご家庭で
もお楽しみください！

３日間でデッサンの基本が学べます！ ３日間で本格的な油絵が描けます！

季節のお花、魚、生き物などを写生します。水彩絵の
具を中心に、様々な画材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。まずはしっかりと基本
を身につけましょう。

春の花や身近なものをモチーフに作品作りをしていき
ます。はじ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。なかなか触れることのできない油絵に、是非この
機会にチャレンジしてみてください。

★本格工作★
夜桜ランプをつくろう
★本格工作★
夜桜ランプをつくろう
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動物型のおおきなクッション
春のお昼寝にピッタリな大き
なクッションを作ります。好
きな動物の顔としっぽは幸せ
な時をいっしょに刻むには最
高ですね！お好きな動物のデ
ザインを事前にご相談くださ
い。型紙からミシンの使い方
まで丁寧にご指導します。

日程
対象
定員
時間
受講料

3日間
新小1～新中3
1クラス2名
1コマ90分
15,000円（税別）

～ぼくの・わたしの～　
タオルストックを作ろう

今回のＮEWS スプリングでは、〇リ
サージュ曲線　〇砂糖の大爆発　〇ラ
ムネをつくろうの３つの実験を行いま
す。見るだけではなく一人ひとりが実
際に行います。いったいどのような実
験でしょうか？　本格的な実験、楽し
い実験、おいしそうな（？）実験をご
用意しております。これから理科の授
業が始まるお子さんも、一足先に理科
の実験を楽しみましょう！

日程
対象
定員
時間
受講料

3日間
新小1～新小6
1クラス4名
1コマ60分
9,300円（税別）

３日間でクッション

春の特別実験講座

春休みの大工キッズは、タオルス
トックを作ります。もちろん、作っ
た作品はおうちで使ってくださ
い！　朝起きて顔を洗ったとき、
自分で作ったタオルストックから
タオルをとってみたら、きっと早
起きできるかも？　新学年になる
前の春休みに、新学期の準備と
いっしょに、タオルストックも
作って備えましょう！

日程
対象
定員
時間
受講料

3日間
新小1～新小3
1クラス4名
1コマ60分
11,600円（税別）

※新小4～新小6
　も可能

３日間で理科の魅力を感じよう！

はじめての大工キッズ

※イメージ

※リサージュ曲線 イメージ

※イメージ※イメージ
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日程
対象
定員
時間
受講料

3日間
新小3～新小6
1クラス6名
1コマ50分
9,000円（税別）

NEWS春のネイティブ 
イングリッシュ 
（初級）

ネイティブスピーカーの先生による、英語が初めてのお
子様や英語を始めたばかりのお子様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
につくレッスンです。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６名。
少人数ゆえにお子様の発話回数も多く、発音の指導も行
き届きます。記載の対象学年は目安です。お子様の英語
学習レベルによってクラス分けいたします。

NEWS春のネイティブ 
イングリッシュ
 （中級）

３日間で、全員英語がもっと話せるようになります！

３日間で、絶対に英語が大好きになります！　

日程
対象
定員
時間
受講料

3日間
新年長・新小1～新小6
1クラス6名
1コマ50分
9,000円（税別）

ネイティブスピーカーの先生による、英語学習経験２～
３年のお子様向けの、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
に作成した独自のカリキュラムで、学習は効果抜群です。
各クラス定員６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。
お子様の英語学習レベルによってクラス分けいたします。
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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級チャレンジ･５級チャレンジ

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。
スプリング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1回検定（1次試験6/3実施）合格をめざしましょう！

日程
対象
定員
時間
受講料

6日間
新小1～新小6
1クラス4名
1コマ60分
13,000円（税別）

小学生のための英検合格プログラム

日程
対象
定員
時間
受講料

6日間
新小1～新小6
1クラス4名
1コマ60分
13,000円（税別）

日程
対象
定員
時間
受講料

5日間
新小1～新小6
1クラス4名
1コマ60分
11,000円（税別）

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
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宮沢賢治の名作「よだかの星」を読んできてください。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
を指導します。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。

日程
対象
定員
時間
受講料

3日間
新小1～新小6
1クラス4名
1コマ50分
8,500円（税別）

ひらがな基礎準備コース
50 音練習や春の語句に合わせての練習、清書を通してひら
がなを正しく、きれいに書けるように指導していきます。日
本語の基本となるひらがな、文字が正しく書けることはこの
先のあらゆる学習にもつながっていきます。もちろん鉛筆の
持ち方や鉛筆運びなども１から学習していきます。
※新年中以下の方で受講を希望される方はご相談ください。

日程
対象
定員
時間
受講料

3日間
新年長・新小1～新小6
1クラス4名
1コマ60分
10,000円（税別）

３日間でものすごく字が
上手になります！

毛筆コース
書道の基礎から作品作りの楽しさを堪能できる 3 日間です。
初めて筆を持つお子さまにも道具の使い方、筆遣いの基礎か
ら指導します。精神を集中して心を落ち着けて筆を持ち、自
分と見詰め合うひと時を過ごしてみませんか。芸術の基礎を
学ぶ事で日本の伝統的な文化に対する認識が深まってきま
す。

日程
対象
定員
時間
受講料

3日間
新年長・新小1～新小6
1クラス4名
1コマ60分
10,000円（税別）

三日間で
しっかりお習字！

『よだかの星』を
　　　　　読んで

読書感想文名人へ！



初級ベーシック ～基礎からそろばん～
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、引き算などをお子様の能力に合わせながら進めていき
ます。この春にそろばん好きな子になれるよう指導してまい
ります。

日程
対象
定員
時間
受講料

3日間
新年長・新小1～新小6
1クラス4名
1コマ60分
9,000円（税別）

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子、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。

日程
対象
定員
時間
受講料

3日間
新小1～新小6
1クラス4名
1コマ60分
9,000円（税別）

３日間で珠算検定対策を行います！

３日間でそろばんの基礎がしっかり！

日程
対象
定員
時間
受講料

3日間
年少下・新年少～新年長
1クラス2名
1コマ60分
14,500円（税別）

幼児能力開発 3 日間特訓
新年度を迎えるにあたって、春休み中に能力開発し、お友達
に差をつけましょう！指先・数・工作・図形・記憶・語彙な
ど多岐に力を３日間で無理なく身につくよう指導していきま
す。授業は１：２の形態のため、お子様 1 人ひとりにきちん
と目が行き届き、お子さまの能力に合わせた指導も可能です。
教材は、指導講師のほぼオリジナルテキストとなりますので、
無理なく力が身につくよう工夫されております。ＮＥＷＳ
ピッコロくらぶの少人数指導をぜひご体験ください。

３日間で

びっくりするほどの集中講座！
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11

漢字は、学校のテスト、入試などではもちろん、日常
生活にも欠かせません。現学年までに習った漢字をお
さらいします。次の学年になると更に難しい漢字を覚
えなければなりません。「その学年の漢字はその学年
のうちに覚えてしまう！」ことを目標に、この春、
NEWS で漢字特訓をしましょう！少人数指導ですの
で、漢字博士も漢字が苦手な子も習熟度に応じた対応
をさせていただきます。

日程
対象
定員
時間
受講料

3日間
新小2～新小6
1クラス2名
1コマ50分
13,000円（税別）

日程
対象
定員
時間
受講料

3日間
新小1～新小3
1クラス4名
1コマ90分
18,000円（税別）

日程
対象
定員
時間
受講料

3日間
新小2～新小6
1クラス2名
1コマ50分
13,000円（税別）

現在の学年で習う計算練習を通し、復習をすることと、
計算力を身につけることを目的としたコースです。「計
算はできるけど・・・」という話を良く聞きますが、
本当に計算は大丈夫なのでしょうか？計算は算数の基
本となる大切な単元です。常に９割以上正解していな
いと、どこかでつまづく可能性が大きいです。そうな
らないためにも、この春に NEWS で計算の達人をめ
ざしてみませんか？

算国能力開発教室を３日間集中でおこないます。３日間で、
カード学習、プリント学習、聴き取り学習、テキスト学習
などを時間を区切りながら進めていきます。算数では、論
理的思考力や計算力、国語では文章読解力や漢字力などが
身につきます。低学年のうちから、算国の基礎能力を身に
つけたいという方にお勧めです。

漢字力測定
３日間で漢字のテストが大の得意に！　　　

算数力測定
３日間であっというまに算数が得意に！　　　　

算国能力開発　短期集中講座

３日間で算国の素地が身につきます！



※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。 

春期特訓講習会の重要性

小学生のための春期特訓講習会

英検準備講座・漢検準備講座　　　　  　     　　　　対象：無学年

　ＮＥＷＳ個別進学教室では１対１、または１対２の個別指導を厳格に守り、また定員を限定することで生徒１人ひとりの目標、
要望を具現化するための指導が行われております。
　この春期講習会の位置づけは「前学年内容、それ以前の内容の総復習＋理解内容の定着と確実性の育成」をテーマに学習
を進めて参ります。誰にも今まで学習した内容について忘れてしまっている部分、理解が完全では無いままにしてきた単元があ
ると思います。また「わかってはいる」のだが「確実にできる」まで到達していない内容、単元も多々あると思います。この春の6日
間の取り組み、学習は確実に今後の学力の差、学習に対する態度や意欲、新年度に向けての自信に直結します。あらゆる意味で
春期講習会は新学年に向けて必要不可欠な学習の場となるのです。
　総復習が必要な方には総復習の徹底と学習態度や習慣付けについての指導を、もっともっと上を目指していきたい方へは応
用問題（特に文章題や実践問題など）にもチャレンジし「真の実力」「真の自信」をつけて参ります。生徒１人ひとりに合わせたカ
リキュラムを組み、授業を進めていきます。

１、「わかるまで、できるまで。」
　　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人にひとつのカリキュラム」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」を大切にしています。

春は に、お任せください！

英検や漢検の勉強はいつから、どのように始めたらいいのか？と不安に思っている方もいるかと思います。その不安を解
消するのが、春期講習会の「英検準備講座」と「漢検準備講座」です。英検は、５級以上を目指して学習いたしますので、
小学生でも、英語の教室に通っている子は５級の勉強から、全く英語をやったことない子は、「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」･･･から指
導してまいります。漢検準備講座は小１生の１０級から指導してまいります。６日間でお子様の能力に合わせたカリキュ
ラムで対策をしていきます。また、講座終了後には、今後の勉強法なども指導してまいります。

【時間】２時間コース：各１２０分×６回　１時間コース：各６０分×６回

【会費】
１時間コース

３２，５００円（税別）

１７，５００円（税別）

４６，８００円（税別）

２５，３００円（税別）

２時間コース

スタンダード１：２ スタンダード１：１
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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。 

[中学受験生本講座]　 　　　　　　　対象：新小４～新小６

[小学生本講座]  　　　　　　　  　     対象：新小２～新小６

【時間】[新小２～新小６生] 各６０分×６回
【会費】 スタンダード１：２ スタンダード１：１

６２，４００円 （税別）新小４～新小６生：４科目
(算数・国語・理科・社会) ８９，９００円 （税別）

新小２～新小６生：２科目
(算数・国語) ３１，２００円 （税別） ４４，９００円 （税別）

【時間】[新小２～新小６生] 各６０分×６回
【会費】

【時間】各９０分×６回　
【会費】

■ベーシックマスターコース
■私国立小学生コース
　　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、有意義な春にしましょう！

■目指せ上位校！中受特訓コース　２科（算国）・４科（算国理社）から選択

■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。

新小２～新小６生：１科目 ２６，８００円 （税別）

スタンダード１：１

【時間】各９０分×６回　
【会費】

新小４～新小６生：２科目

１４６，０００円 （税別）

７３，０００円 （税別）

新小４～新小６生：４科目

スタンダード１：１

新小４～新小６生：１科目 ４２，１００円 （税別）
スタンダード１：１

中学受験、通称「中受」に不可欠な応用問題、発展問題にまで踏み込む取り組みをします。苦手な単元は徹底的に
カバー。総復習にも対応します。

■セレクトコース　１科から選択

■他塾併用コース　１科から選択
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（１）申込書を各校舎にご提出ください。 
　【内部生】3/17(土)までに校舎にご提出ください。 【外部生】3/24(土)までに校舎にご提出ください。 

（２）受講料・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 
3/24(金)までに、校舎指定口座へご入金ください。（3/26(月)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、スプリングスクール・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。 

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。

銀行、支店、口座番号は各校共通になります。お問い合わせ先は下記をご参照ください。

校舎名

浦和校

大宮校

板橋校

大泉学園校

豪徳寺校 ＼NEW／

電話番号

048-831-2223

048-631-0366

03-5943-2918

03-5933-0801

03-3321-8033 

校舎受付時間

14時～20時（土・日・祝除く）

14時～20時（月・火・木・日・祝除く）※土曜日のみ12時～18時

14時～20時（月・日・祝除く）

14時～20時（月・日・祝除く）※土曜日のみ11時～18時

14時～20時（月・日・祝除く）

お申込方法

NEWSでは様々な特典をご用意しております。春特典

埼玉りそな銀行 浦和中央支店 普通 5460 8 1 9 （株）ニュース

0円
スプリングスクールや春期特訓講習会と同時または
受講後に通常コースにご入会頂きますと、入会金
【小学生】￥10,000（税別）
【中学生】￥20,000（税別）
が全額割引となります。
※受講後の場合、3月及び4月中に平常授業開始の
方に限ります。

継続特典① 兄弟姉妹特典

割引
ご兄弟・姉妹で同時受講すると、お２人それぞれ
のスプリングスクールの受講料を10％ずつ、3人
の場合には20％ずつ割引いたします。
※割引の上限は10,000円（税別）となります。

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。 

春期特訓講習会受講の方へ

継続特典②

半額
スプリングスクール限定で同時または受講後に
通常コースにご入会頂きますと、3月または4月
の授業料が半額となります。
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2018春期特訓講習会選択申込書  【小学生用】

□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− ＝

□校舎受付
□時間割り
□経理

受付日：　　　月　　 日
担当者：

校舎名

生徒名
電話番号

学年

保護者名

住所

校 年
フリガナ

〒 （外部生の方のみご記入ください）

新小

※兄弟割引がございます。（２人同時受講の場合、会費を１０％引き、３人同時受講の場合、会費を２０％引きとなります。）割引の上限は10,000円（税別）となります。
※外部生は諸雑費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。

印

【お客様控え】

お振込金額

円

校舎☎： 担当：

コース 科目 講師 金額

会費

42,100円（税別）

26,800円（税別）

教材費

1,000円（税別）

1,000円（税別）

合計（会費＋教材費）

43,100円（税別）

27,800円（税別）
新小２～新小６

１科
６日間

中学受験生
１科
６日間

□セレクトコース　□他塾併用コース 対象：新小２～新小６（中学受験生は新小４～新小６が対象）

選択科目 算・国・理・社

講師

スタンダード１：１

スタンダード１：１

※ご希望のコースに✓をつけてください

1時間コース

□英検準備講座　□漢検準備講座　2コース受講で割引
※ご希望のコースに✓をつけてください

2時間コース

対象：無学年

講師
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

会費
17,500円（税別）

25,300円（税別）

32,500円（税別）

46,800円（税別）

教材費
1,000円（税別）

1,000円（税別）

1,000円（税別）

1,000円（税別）

合計（会費＋教材費）
18,500円（税別）

26,300円（税別）

34,500円（税別）

48,800円（税別）

講師

スタンダード１：１

スタンダード１：１

会費

73,000円（税別）

146,000円（税別）

教材費

2,000円（税別）

4,000円（税別）

合計（会費＋教材費）

75,000円（税別）

150,000円（税別）

２科
（算・国）
６日間

４科
（算・国・理・社）

６日間

目指せ上位校！中受特訓コース　 対象：新小４～新小６

○

ご希望のコース
に○をつけてく
ださい↓

新小２～新小６
２科（算・国）
６日間

□ベーシックマスターコース　□私国立小学生コース
※ご希望のコースに✓をつけてください

新小４～新小６
４科（算国理社）

６日間

対象：新小２～新小６

講師
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

会費
31,200円（税別）

44,900円（税別）

62,400円（税別）

89,900円（税別）

教材費
2,000円（税別）

2,000円（税別）

4,000円（税別）

4,000円（税別）

合計（会費＋教材費）
33,200円（税別）

46,900円（税別）

66,400円（税別）

93,900円（税別）

男・女



コース 講座名 受講料お申込の講座に○

【お客様控え】 校舎 ☎： 担当：

受講コース  　　　　　　日程          　　　時間            　　持ち物・注意事項       　　   金額
お振込金額

円

※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。）※費用は教材費込の金額となっております。

□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－ ＝

□校舎受付
□時間割り
□経理

受付日：　　月　　 日
担当者：

校舎名

生徒名

電話番号

保護者名

学校名校 学年

印

住所 〒

スプリングスクール申込用紙
フリガナ

男
・
女

春の特別企画

2,000 円（税別）
4,000 円（税別）
8,000 円（税別）
15,000 円（税別）
5,500 円（税別）
8,500 円（税別）
8,500 円（税別）
8,500 円（税別）
11,000 円（税別）
13,000 円（税別）
11,000 円（税別）
16,000 円（税別）
15,000 円（税別）
9,300 円（税別）
11,600 円（税別）
9,000 円（税別）
9,000 円（税別）
13,000 円（税別）
13,000 円（税別）
11,000 円（税別）
10,000 円（税別）
10,000 円（税別）
8,500 円（税別）
14,500 円（税別）
9,000 円（税別）
9,000 円（税別）
13,000 円（税別）
13,000 円（税別）
18,000 円（税別）

2 輪ロボットを プログラミングで動かそう !
パソコンを使ってお父さん・お母さんに手紙を送ろう！
ローマ字をおぼえよう !
新コースをはじめよう　将棋算国教室
新コースをはじめよう　まんがROOM
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
夜桜ランプをつくろう
★本格工作★ 夜桜ランプをつくろう
鉛筆デッサンと水彩
スプリング油絵（幼児）
スプリング油絵（小学生・中学生）
動物型のおおきなクッション
～ぼくの・わたしの～　タオルストックを作ろう
春の特別実験講座
NEWS春のネイティブ イングリッシュ （初級）
NEWS春のネイティブ イングリッシュ （中級）
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 
ひらがな基礎準備コース
毛筆コース
『よだかの星』を読んで
幼児能力開発　３日間特訓
初級ベーシック～基礎からそろばん～
珠算検定チャレンジ
漢字力測定
算数力測定
算国能力開発 短期集中講座

春の特別企画

NEWS野外教室
ロボットを作ろう！ふれてみよう！

こども 6,300円（税別） おとな 8,300円（税別）
（　　　）名 （　　　）名参加される場合の人数を（　　）内に記入ください。
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