
幼児・小学生対象

スプリングスクールスプリングスクールスプリングスクール
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

1〜3日間完結1〜3日間完結

期間：3月20日（金）〜4月25日（土）

期間中もクラス定員に空きがあればご案内いたします。

子どもたち１人ひとりの個性・能力・未来を生き抜くチカラ（６つのチカラ）を伸ばします

2020
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2020年
ガチャポン貯金箱を
作ってお金をためよう！
貯金をするたびにポンっとカプセルが出てきて、貯金をするのが楽しくな

るかも？！

デザインは自分で決められます。お城になるかな。かいじゅうになるかな。

幼児さ
ん

オススメ

5バーツ
コロコロゲームを作って
お金をためよう！

※イメージ
【日数】2日間・３日間 【対象】幼児・小学生 【定員】1クラス6名 

【時間】2日間：1コマ60分  3日間：1コマ40分 【受講料】1,980B（税別）

貯金をするお金を使ってパチンコゲーム！

自分だけのオリジナルにアレンジをしながら色付まで自分で決められます！

貯金をするのが楽しくなる遊んで楽しい貯金箱をつくろう！

幼児さ
ん

オススメ

幼児さ
ん

オススメ

【日数】2日間・３日間 【対象】幼児・小学生 【定員】1クラス6名 

【時間】2日間：1コマ60分  3日間：1コマ40分 【受講料】1,980B（税別）

【日数】2日間　【対象】幼児・小学生　【定員】1クラス6名　【時間】1コマ60分　【受講料】1,580B（税別）

お風呂でしゅわしゅわ！
バスボムを作ろう
重曹とクエン酸で作るバスボム（入浴剤）はお子さまに大

人気。いろいろな色や形のバスボムを作ったら、オリジナ

ルラッピングをして飾り付けよう。
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観葉植物ボトルアクアアート
デラックス

アクアボトルの中はオリジナルの物語。観葉植物

（多肉植物）を飾って、土（ポリマー）に色を付け

たり、水槽をシールでデコレーションしたり。自

分だけのキャラクターを作って、水槽のふちに飾

ろう。自分だけのオリジナルアクアアートを作ろ

う！

幼児さ
ん

オススメ

オリジナル
手作りせっけんを
作ってみよう

※イメージ

クリアせっけんの中にクジラやお花やお星さまを入れて世界

にたったひとつのせっけんを作ってみよう。色付けも、香り

づけも自分次第！最後はラッピングもするのでプレゼントに

しても喜ばれるかも？

幼児さ
ん

オススメ

幼児さ
ん

オススメ

【日数】2日間 【対象】幼児・小学生 【定員】1クラス6名　【時間】1コマ60分 【受講料】1,980B（税別）

【日数】1日間　【対象】幼児　【定員】1クラス6名　【時間】1コマ60分　【受講料】980B（税別）

手形＆足形アートを作ろう！
子どもの成長記録にも！
お子様の手形、足形をとってかわいく動物などに変身させ

ちゃいましょう！日々、ぐんぐん成長している手や足の大

きさをパネルに残して素敵な思い出に。

【日数】2日間 【対象】幼児・小学生 【定員】1クラス6名　【時間】1コマ60分 【受講料】1,780B（税別）
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黒板・ホワイトボードを作ろう
冬休みの大工キッズは、黒板＆ホワイトボードを作ります。もちろん、作った作品はおう

ちで使ってください！　ホワイトボード学習は効果的と言われています。おうちでの学習

や家族へのメッセージに活用しよう。新学期の準備といっしょに、黒板＆ホワイトボード

も作って備えましょう！

冬休みは大工キッズで、木工に挑戦してみませんか？　自分のお部屋に飾れるかわいい収納サイドテーブルを作ります。

木のぬくもりを感じられる作品です。自分の好きなデザインデコレーションもおこないます。もちろん作品は実際に使用

できますので、その日からお家で大活躍です！

イスにもなる！
おしゃれな
サイドテーブルを作ろう！

【日数】3日間　【対象】小学生　【定員】1クラス6名　【時間】1コマ60分　【受講料】4,280B（税別）

【日数】3日間　【対象】幼児・小学生　【定員】1クラス6名　【時間】1コマ60分　【受講料】3,400B（税別）

幼児さ
ん

オススメ

きみならどう作る？光と色のファンタジー

光にかざすと７色の光が広がる光と色のすてきなおくりものを作ろう！

額の色も黒と白どちらか選べます。作品やお部屋の雰囲気に合わせて決める

楽しみがありますね。メッセージを付けてプレゼントしても喜ばれることま

ちがいなし！

【日数】2日間　【対象】幼児・小学生　【定員】1クラス6名　【時間】1コマ60分　【受講料】1,980B（税別）

光と色のファンタジー

幼児さ
ん

オススメ
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・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。

・ウィ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 1/21 実施）合格を目指しましょう。

・また、ウィンタースクール限定講座として、英検スーパーキッズジュニアコース･英検 Jr. ゴールドチャ

レンジコースを準備しました。新小１となる年長さんにお薦めのコースです。

英検スーパーキッズ 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3名　【時間】1コマ70分　【受講料】7,700B（税別）

英検チャレンジコース
面接練習

日本の小学校では英語教育が小学３年生から必修化されます。英語のレッス

ンは興味があるけれど、いきなりネイティブの先生では不安……と思われる

方も多いのではないでしょうか。ご安心ください。ＮＥＷＳには日本人の講

師によるまったくの初心者のための英語導入コースもあるのです！　ＡＢＣ

の勉強から始まり、発音、単語など、カードやゲームをおこないながら、か

んたんなあいさつができるくらいまで、楽しく学んでいきます。NEWS で

はじめての英語をレッスンしてください！

英検スーパーキッズ 3級チャレンジ
【日数】6日間　【対象】小学生　【定員】1クラス3名　【時間】1コマ60分　【受講料】6,600B（税別）

英検スーパーキッズ 4級・5級チャレンジ
【日数】5日間　【対象】小学生　【定員】1クラス3名　【時間】1コマ60分　【受講料】5,500B（税別）

幼児さ
ん

オススメ
英検スーパーキッズジュニア 英検 Jr. ゴールドチャレンジ

【日数】4日間　【対象】年長・新小1　【定員】1クラス3名　【時間】1コマ60分　【受講料】4,400B（税別）

英検チャレンジ

【日数】1日間　【対象】英検チャレンジ受講者　【定員】1クラス2名　【時間】1コマ50分　【受講料】750B（税別）
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ローマ字講座
ローマ字をおぼえよう！
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！　

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？

今年は自分だけのオリジナル世界地図 BOOK を作っちゃおう！！　表紙は

なんと立体地図。日本はどこにあるでしょう？　どれくらいの大きさです

か？　世界で一番大きな国はどこでしょう？

地理をはじめとする社会の勉強は、暗記につぐ暗記というイメージが強く、

中学生になっても苦手にする子が多くいます。けれども逆に、ちょっとした

きっかけから、社会のおもしろさを知って、大の得意教科にする子もたくさ

んいます。まずは、あまり勉強という感じではなく、自分の興味のあること

から社会をはじめてみてはいかがでしょうか？

立体地図研究
世界地図BOOKを作ろう
立体地図研究
世界地図BOOKを作ろう

【日数】3日間　【対象】小学生　【定員】1クラス6名　【時間】1コマ60分　【受講料】4,280B（税別）

【日数】2日間　【対象】小学生　【定員】1クラス4名　【時間】1コマ40分　【受講料】1,480B（税別）

【日数】3日間　【対象】新小3〜新小4　【定員】1クラス4名　【時間】1コマ60分　【受講料】2,580B（税別）

少人数制次世代プログラミングコース

パソコンを使って
お父さん・お母さんに手紙を送ろう！
パソコンを使って
お父さん・お母さんに手紙を送ろう！

少人数制次世代プログラミングコース
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リニアモーターカー
2日でリニア・1日ジオラマ制作

2 日間で『リニアモーター新幹線』と同じように『磁石の力で

浮いて走る』列車を組み立てます。残り 1 日でジオラマを作成

し自分だけの町を作りましょう。リニアは外側のレールがつい

ていないので、浮いている様子を見ることができます。世界に

先駆けて日本で開発されている電気と磁石の働きで動くリニア

モーターカーの仕組みを学び、工作もできてしまう夏休みの自

由研究にもピッタリのNEWSならではのコラボコースです。

【日数】3日間（リニア：2日間・ジオラマ：1日） 【対象】新小4〜新小6 【定員】1クラス6名 【時間】1コマ75分 【受講料】5,980B（税別）

いま話題の新エネルギー、中でも家庭用や電子機器などへの導入

が進んでいる「燃料電池」 は注目株です。このコースで作るのは、

その燃料電池で自ら発電して動くロボカー。電池はないのに塩水

を入れると動き出します。四輪駆動で、でこぼこ道もなんのその。

ふしぎな動力源とかわいいフォルム、そして力強い走りに子ども

たちは夢中。モノづくりの楽しさとエネルギーの学習を同時に体

験できる魅力のコースです。

4日間で本格ロボット！

水圧式ロボット
アームを作ろう！

６つの関節をもち、ものをつかんだり離したりできるロボッ

トアームを作りましょう！このロボットアーム、電源不要で、

シリンダーに入れた水が力を伝達する水圧式のロボットなん

です。UFO キャッチャーの

ようにゲーム感覚で操作す

る、とっても楽しいロボット

ですよ。作りごたえは十分、

完成したら達成感は計り知れ

ないはず。創作の喜びと遊ぶ

楽しさを満喫できるコースで

す。

【日数】4日間　【対象】小学生　【定員】1クラス6名　【時間】1コマ60分　【受講料】4,980B（税別）

【日数】3日間　【対象】幼児・小学生　【定員】1クラス6名　【時間】1コマ60分　【受講料】3,980B（税別）

燃料電池自動車を作ろう！
電池なし、塩水で発電して動くロボカーで、

新エネルギーを体感

幼児さ
ん

オススメ
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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

ための春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？　春休み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。ＮＥＷＳで楽しく将棋を覚えましょう！

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。

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。

【日数】3日間　【対象】新年中〜新小1　【定員】1クラス6名　【時間】1コマ45分　【受講料】2,600B（税別）

毛筆コース

【日数】3日間　【対象】小学生　【定員】1クラス6名　【時間】1コマ60分　【受講料】3,500B（税別）

【日数】3日間　【対象】新年中〜小学生　【定員】1クラス6名　【時間】1コマ60分　【受講料】3,480B（税別）

幼児さ
ん

オススメ

幼児さ
ん

オススメ
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【レゴアトリエ】
幼児・低学年

①いろんな家

②いろんな動物

③高層ビル

④スマートボール

【日数】3日間　【対象】幼児・新小1〜新小2　【定員】1クラス6名　【時間】1コマ60分　【受講料】3,120B（税別）

【Jr. ロボティクス】
低学年・高学年

①遊園地の乗り物

②輪ゴムてっぽう

③てこの原理

④滑車の原理

【日数】3日間　【対象】小学生　【定員】1クラス6名　【時間】1コマ60分　【受講料】3,980B（税別）

【ダクタキッズ】
幼児・低学年

①へんてこな動物

②パターン学習

③ビー玉ゲーム

④シーソー

⑤ボール投げマシン

⑥扇風機

【日数】3日間　【対象】幼児・新小1〜新小3　【定員】1クラス6名　【時間】1コマ60分　【受講料】3,580B（税別）

幼児さ
ん

オススメ

幼児さ
ん

オススメ
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【プログラミング (EV3）】
低学年・高学年

①プログラミング基礎

②動く・止まる・曲がるの動作

③視覚センサーの活用

④曲線の上を進む

【プログラミング
（WeDo 2.0)】低学年

①レゴ組立

②プログラミング基礎

③基礎プロジェクト

④発展プロジェクト

＜テーマ＞

・引く力

・速度

・頑丈な構造

・ものの運搬

・海のお掃除

【日数】3日間　【対象】小学生　【定員】1クラス6名　【時間】1コマ90分　【受講料】5,500B（税別）

【日数】3日間　【対象】小学生　【定員】1クラス6名　【時間】1コマ90分　【受講料】5,500B（税別）
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日本人の先生による
はじめての英語レッスン

日本の小学校では英語教育が小学３年生から必修化されます。英語のレッ

スンは興味があるけれど、いきなりネイティブの先生では不安……と思わ

れる方も多いのではないでしょうか。ご安心ください。ＮＥＷＳには日本人

の講師によるまったくの初心者のための英語導入コースもあるのです！　

ＡＢＣの勉強から始まり、発音、単語など、カードやゲームをおこないな

がら、かんたんなあいさつができるくらいまで、楽しく学んでいきます。

NEWSではじめての英語をレッスンしてください！

【日数】3日間　【対象】新年長・新小1〜新小3　【定員】1クラス6名　【時間】1コマ60分　【受講料】3,280B（税別）

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。

【日数】3日間　【対象】幼児・小学生　【定員】1クラス6名　【時間】1コマ60分　【受講料】3,300B（税別）

はじめての幼児そろばん
ゆびをつかって！
たしざんからはじめよう！

「これからそろばんをはじめよう！」とお考え

の年中さんと年長さんに、幼児そろばんを使っ

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。

【日数】3日間　【対象】幼児　【定員】1クラス6名　【時間】1コマ45分　【受講料】2,600B（税別）

幼児さ
ん

オススメ

幼児さ
ん

オススメ

幼児さ
ん

オススメ
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【コース設定】
年中・年長　90分／週１回
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日本のこぐま会とのあんしん連携
本帰国時に日本のこぐま会への転籍もご案内できます。お子様の学習状況を日本のこぐま会と連携しているため、

スムーズに授業に入れるようサポートいたします。

５月に新規開校したばかりの人気コースが今からでも間に合う！ウィンタースクールに参加して 1 月開講クラ

スに合流しよう。もちろん４日間の講座でも考える習慣は身につきますのでお気軽にご参加ください。

【日数】4日間　【対象】新年中・新年長　【定員】1クラス6名　【時間】1コマ90分　【受講料】4,950B（税別）

幼児教育のパイオニア こぐま会
幼児さ

ん

オススメ
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読書感想文名人へ！
「よだかの星」を読んで

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。

【日数】3日間　【対象】小学生　【定員】1クラス6名　【時間】1コマ50分　【受講料】3,480B（税別）

３つの
キーワードを使って
作文を書こう

春休みの 3 日間を使って、作文の特訓をしてみませんか？国語

の読解力や、記述力をつけるのに作文ほど効果の高いものはあ

りません！普段なかなか練習できない勉強をこの機会にぜひお

こなってみてはいかがでしょうか？

【日数】3日間　【対象】小学生　【定員】1クラス6名　【時間】1コマ60分　【受講料】3,000B（税別）

中学受験
算数準備講座

私立中学校を受験する際に、大きく差がつく

のはなんといっても算数です。小学校では学

習した特殊算の入口、基礎になる考え方をこ

の機会に習得して中学受験コース開講に備え

ます。

【日数】4日間　【対象】新小4〜新小6　【定員】1クラス6名　【時間】1コマ60分　【受講料】5,000B（税別）
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弱点克服！特訓国語

文章問題、漢字、言葉の知識などをお子様の弱点単元を中心に指導してい

きます。３名限定により、きめ細かく指導することが可能です。新学期が

始まる前に、きちんと対策をしたいという方にお勧めです。内容は事前に

個別にご相談させていただきます。お子様に最適なオーダーメードカリキュ

ラムを組み、効率良く学習していきます。

【日数】3日間　【対象】小学生　【定員】1クラス3名　【時間】1コマ50分　【受講料】3,980B（税別）

弱点克服！特訓算数

多くの人がつまづく「時計」や「単位換算」などをお子様の状態に合わせ

て指導していきます。３名限定により、より確かな力をつけることが可能

です。今後のつまずきを防ぎ、安定して学力を伸ばしたい方にお勧めです。

内容は事前に個別にご相談させていただきます。お子様に最適なオーダー

【日数】3日間　【対象】小学生　【定員】1クラス3名　【時間】1コマ50分　【受講料】3,980B（税別）

算国能力開発
短期集中講座

算国能力開発教室を３日間集中で行います。３日間で、パズル問題、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

力などが身に付きます。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。

【日数】3日間　【対象】新小1〜新小3　【定員】1クラス3名　【時間】1コマ90分　【受講料】6,200B（税別）



※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３５０B(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750B（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

　ＮＥＷＳ個別学習指導教室では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、理解が完全ではな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）にもチャレンジさせ「真の実力」「真の自信」をつけてもらいます。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！



※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３５０B（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750B（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。 

[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

新小２～新小６生：２科目
(算数・国語) １０，５００B （税別） １４，９００B （税別）

【時間】[新小２～新小６生] 各６０分×６回
【会費】

■ベーシックマスターコース
　　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！

■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 8，9００B （税別）

スタンダード１：１

英検準備講座・漢検準備講座　　　　  　     　　　　対象：無学年

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には５級の勉強から、全く英語をやったことのない子には、「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

１０，８００B（税別）

５，８００B（税別）

１５，６００B（税別）

８，４００B（税別）

２時間コース

スタンダード１：２ スタンダード１：１



（１）申込書を各校舎にご提出ください。 
　【スプリングスクール】受講開始日前日 　　【春期特訓講習会】受講開始日前日 

（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）
受講開始日前日までに、校舎指定口座へご入金いただくか、校舎に現金をお持ちください。

振込口座　

電話番号

080-219-3444

02-662-5198

FAX 番号

02-662-7029

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

Bangkok Bank Saving Ac   No.101-9067-154   THAI KOKUDAI CO., LTD.

外部生の方は講習会費の他に諸雑費教室利
用費として350B（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

お問い合わせ先
電話番号

バンコク校

LINE ID

thaikokudai

校舎受付時間　11時～20時

割引

入会特典
スプリングスクールと同時また
は受講後に通常コースにご入会
頂きますと、入会金が無料とな
ります。
※3月及び4月中の入会に限りま
す。

※適用については校舎スタッフまでお問い合わせください。

無料
同時申込
特典
スプリングスクールと同時に通常コ
ースにご入会頂きますと、3月また
は4月の通常授業の受講料が無料に
なります。
※3月及び4月中の入会に限ります。

無料
入会金 授業料

兄弟姉妹
特典
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。

授業料 複数受講
特典 割引

授講料

スプリングスクールを3講座
以上受講すると、受講料から
総額10％の割引料金で受講で
きます。



2020春期特訓講習会選択申込書

□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

バンコク　校 年生
フリガナ

歳

※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３，５００B（税別）となります。
※外部生は諸雑費750B（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。

【お客様控え】

お振込金額

B

校舎☎： 担当：

コース 科目 講師 金額

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
5,800B（税別）

8,400B（税別）

10,800B（税別）

15,600B（税別）

教材費
350B（税別）

350B（税別）

350B（税別）

350B（税別）

合計（会費＋教材費）
6,150B（税別）

8,750B（税別）

11,150B（税別）

15,950B（税別）

○

ご希望のコース
に○をつけてく
ださい↓

男・女

LINE ID

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　
※ご希望のコースに✓をつけてください

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

会費
10,500B（税別）

14,900B（税別）

教材費
700B（税別）

700B（税別）

合計（会費＋教材費）
11,200B（税別）

15,600B（税別）

ご希望のコース
に○をつけてく
ださい↓

会費

8,900B（税別）

１５，０００B（税別）

教材費

350B（税別）

350B（税別）

合計（会費＋教材費）

9,250B（税別）

15,350B（税別）
新中1
１科
６日間

新小２～新小６
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 ご希望のコース
に○をつけてく
ださい↓



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

B

※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

学校名バンコク校 年齢

住所

スプリングスクール申込用紙
フリガナ

男
・
女

【2日間】ガチャポン貯金箱を作ってお金をためよう！

【3日間】ガチャポン貯金箱を作ってお金をためよう！

【2日間】5バーツ コロコロゲームを作ってお金をためよう！

【3日間】5バーツ コロコロゲームを作ってお金をためよう！

お風呂でしゅわしゅわ！バスボムを作ろう

観葉植物ボトルアクアアート　デラックス

オリジナル手作りせっけんを作ってみよう

手形＆足形アートを作ろう！子どもの成長記録にも！

光と色のファンタジー

イスにもなる！おしゃれなサイドテーブルを作ろう！

黒板・ホワイトボードを作ろう

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

英検 Jr. ゴールドチャレンジ

英検チャレンジコース 面接練習

立体地図研究 世界地図BOOK を作ろう

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！

リニアモータカー

水圧式ロボットアームを作ろう！

燃料電池自動車を作ろう！

NEWS将棋教室

ひらがな基礎準備コース

毛筆コース

【レゴアトリエ】幼児・低学年

【Jr. ロボティクス】低学年・高学年

【ダクタキッズ】幼児・低学年

【プログラミング（EV３）】低学年・高学年

【プログラミング（WeDo 2.0）】低学年

日本人の先生による はじめての英語レッスン

初級ベーシック 〜基礎からそろばん〜

ゆびをつかって！かずをおぼえて！たしざんからはじめよう！

幼児教育のパイオニア こぐま会

「よだかの星」を読んで

3つのキーワードを使って作文を書こう

中学受験算数準備講座

弱点克服！特訓国語

弱点克服！特訓算数

算国能力開発 短期集中講座

歳（　　　　年生）

LINE ID

1,980B

1,980B

1,980B

1,980B

1,580B

1,980B

1,780B

980B

1,980B

4,280B

3,400B

7,700B

6,600B

5,500B

4,400B

750B

4,280B

1,480B

2,580B

5,980B

4,980B

3,980B

3,500B

2,600B

3,480B

3,120B

3,980B

3,580B

5,500B

5,500B

3,280B

3,300B

2,600B

4,950B

3,480B

3,000B

5,000B

3,980B

3,980B

6,200B

（税別）

（税別）

（税別）

（税別）

（税別）

（税別）

（税別）

（税別）

（税別）

（税別）

（税別）

（税別）

（税別）

（税別）

（税別）

（税別）

（税別）

（税別）

（税別）

（税別）

（税別）

（税別）

（税別）

（税別）

（税別）

（税別）

（税別）

（税別）

（税別）

（税別）

（税別）

（税別）

（税別）

（税別）

（税別）

（税別）

（税別）

（税別）

（税別）

（税別）
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