
体験 Line Up

個別館
開進館

サイエンスラボ

実験で生まれた「なぜ？」は、発見・驚き・感動につながります。
サイエンスラボは、子どもたちが瞳を輝かせて
科学に夢中になれる実験教室です。

創造力からプログラミング的思考まで。レゴ®ブロックを
教材に“遊びながら学び”、“作ることで学ぶ”。「やればできた！」
を繰り返し、問題解決力を育むレゴ社公認教室です。

宇宙モビール ＆ 太陽ランタンを作成しよう！

日　程 会　場 小１～３ 小４～６
6/20（木）
6/29（土）

進学館シーア住吉校
サイエンスラボ岡本校

16:00～17:00
16:30～17:30

19:00～20:00
18:00～19:00

6/18（火） 6/19（水） 6/21（金） 6/22（土） 6/23（日）
14:00～19:00 14:00～19:00 14:00～19:00 13:30～17:00 13:30～17:00

6/25（火） 6/26（水） 6/28（金） 6/29（土） 6/30（日）
14:00～19:00 14:00～19:00 14:00～19:00 13:30～17:00 13:30～17:00

進学館
レゴ®スクール

レゴ®スクール 教材体験

Ｕ小学生
ＰＯＷＥＲ

ＥＥＫ パワーアップウィークパワーアップウィーク

Ｐ
Ｗ

神戸・芦屋地区の各教室で、小学生対象の特別体験学習をおこないます。
科学実験・レゴ®ブロック・読書・パズル・個別指導・集団授業……新しいことにチャレンジしてみませんか？
みなさん、奮ってご参加ください。兄弟姉妹やお友達とご一緒の参加も大歓迎です！

サイエンスラボがお届けするパワーアップウィークのテーマは“宇宙×科学工作”。
天体カードで作る「宇宙モビール」は、素敵なインテリアになるだけでなく、天体
の名前や特徴、サイズ感を学べます。「太陽ランタン」はソーラーパネルを利用し
たエコランタンを作ります。
太陽の光で充電して、
暗くなると自動で
点灯する優れもの。
素敵に飾りつけして
オリジナルランタンに
仕上げよう！

多くの学びを生み出すレゴ®教材に触れていただける絶好の機会です。普段の体
験では触れることができない、他の年齢の教材にも自由に触れていただけます。
上記の時間帯に、お気軽にお立ち寄りください。
１回の教材体験の目安時間は30分間です。お時間の許す限り体験していただく
こともできます。

早い締切が予想されます。ご希望の方は
お早めにお申し込みください。（電話受付）

夏の特別講座サマーラボ受付中！
詳しくはHPまで。 LEGO and the LEGO logo are trademarks of the LEGO Group. c2019 The LEGO Group.

無料小学生対象

アップ特別体験週間 6/17月 1月
7/～

サイエンスラボ 岡本校

TEL 078-431-9800
受付時間 ： 木金13:00～19:00／土日10:00～17:00（休館日除く）

ご希望の方は、来校２日前までにお電話にて
来校日時をお知らせいただきますようお願
いいたします。
※上記期間を含め、通常クラスで体験レッスン（有料）をご案内
させていただくことも可能です。詳細は、ご来校いただいた
際にご確認いただくか、お電話にてお問い合わせください。

レゴ®スクール シーア住吉

TEL 078-856-0514
受付時間 ： 火水金11:30～19:00／土日10:00～17:00
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生徒のやる気と自信を引き出し、自ら学習する意志を育みます。
長年の実績にもとづいた知見と指導力を結集し、
志望高校合格へ導きます。

教科書内容の定着から最難関の中学・高校・大学の受験まで、
優秀な講師陣が、一人ひとりを大切に指導します。

開進館では7/2（火）～4（木）でプレ夏期講習を実施します！

授業曜日・時間は各校舎にお問い合わせください。

日　程 科　目 岡本校 六甲校 御影校 王子公園校 ラポルテ芦屋校 芦屋南校

6/25（火）

～

7/1（月）

算数

国語

英語

プログラミング

小３～小６

小３～小６

小６

小2～小6

小４～小６

小４～小６

小６

小３～小６

小３～小６

小６

小2～小6

小６

小６

小６

小３～小６

小４～小６

小６

小４～小６

小４～小６

小６

日　程 曜　日 １時間目 ２時間目 ３時間目 ４時間目
6/17（月）

～

6/29（土）
平日
土曜日

16：30～17：30
10：40～11：40

18：10～19：10
12：40～13：40

19：50～20：50
14：25～15：25 16：10～17：10

日　程 岡本校 ラポルテ芦屋校
6/17（月）

～

6/29（土）
月･水･木
土

月･火･金
土

16:30～17:30
10:40～11:40

18:40～19:40
13:10～14:10 14:25～15:25

16:30～17:30
13:10～14:10

開講校舎 講座名 時　間6/17（月） 6/18（火） 6/19（水） 6/20（木） 6/21（金） 6/22（土）

小学生個別指導体験

体験（個別館岡本校・個別館ラポルテ芦屋校で実施）

小学生集団指導体験

個別指導の授業はどんなイメージなの？－まだ体験をしたことがない方はそう思うことでしょう。「弱点
が見つかったときにどうカバーすればいいのだろう･･･」「集団授業のペースについていけていないか
もしれない･･･」「テストの直し方法を指導してもらいたい･･･」これらのヒントはすべて個別館の授業
の中にあります。

※校舎により一部時間帯が異なる場合がございます。

小学生からTOEIC®600点（≒TOEFL iBT®61点）レベルのコミュニケーション英語力習得を教育目標
として掲げ、いつからでも、そして、どのレベルからでも始められる個別指導・自立学習型の子ども英
語教室Lepton。１回のレッスン60分の中で学習内容を10分程度の短い単位で区切って理解度を確
認します。「聞く」「話す」「読む」「書く」の４技能を総合的に学習していただきます。

「すべての科目の土台となる国語の力をのば
すにはどうすればいいのだろう…。」国語力が
つけば、理科や社会はもちろん、算数の文章
題さえも少しずつ解けるようになります。進学
館では、特に低学年の読書を奨励するため、
『わくわく文庫』というプログラムを導入しています。 ヘッドホンか
ら流れてくるプロのナレーターの情感豊かな音声を聞きながら本
を読むことで、速読速聴トレーニングができます。

参加ご希望の方は、各校舎までご連絡をお願いします。

無料で受講が可能です。詳しい日程・お申し込みは各校舎まで。

参加ご希望の方は、授業日の２日前までにご希望校舎までご連絡をお願いします。

芦屋南校

TEL 0797-22-8900
ラポルテ芦屋校

TEL 0797-23-9600
王子公園校

TEL 078-881-0070 王子公園校

TEL 078-881-0070
阪急御影校

TEL 078-842-8880

阪急六甲校

TEL 078-842-0066
芦屋南校

TEL 0797-22-0074
ウェルブ六甲道校

TEL 078-822-7877
芦屋川校

TEL 0797-21-3600

岡本校

TEL 078-441-8500
ラポルテ芦屋校

TEL 0797-22-4500
御影校

TEL 078-858-8780
シーア住吉校

TEL 078-854-5188御影校

TEL 078-858-7715
六甲校

TEL 078-842-8885
岡本校

TEL 078-431-7070

中学受験を通して、「学ぶ意欲」・「やりぬく姿勢」・「感謝の心」を育みます。
合格を科学した高品質の授業で、生徒に寄り添い、志望校合格をめざします。

わくわく文庫
アルゴクラブはゲームやパズルで遊びな
がら算数脳を育てます。平面・立体パズル、
論理問題による知能トレーニングです。

・遊べば遊ぶほど、数理的な思考力が磨かれるゲームです。
・整数のセンス、論理性、集中力、記憶力などが高まります。
・科学的な指導法によって、算数が大好きな子どもを育てます。
・考え抜く癖をつけ、見通す力、論理的に考える力を養います。

アルゴクラブ

アルゴゲームとは

・玉井式『国語的算数教室』の姉妹テキストで、
図形に特化した自学教材です。
・進級式（10級～1級）の小学生用無学年教材です。
・「イメージする力」の訓練で、公式に頼らない「図形脳」を養成します。

図形の極とは

小1～6

小1～6 小1～3 小1～3

小1～3

国語力重視・長文読解・図形のイメージング力を養います。算数×
国語の新講座で勉強を好きになろう！「算数の文章題ができない」
「本は読むが国語ができない」こんなお悩みを持つお子さまは多
いと思います。それを克服するには
文章を読んで状況を「イメージする力」
を養う必要があります。読解力をつ
けながら、算数の力をつけていく玉
井式をぜひ一度体験ください。

玉井式国語的算数教室

図形問題を解くために最も不可欠な力はイ
メージング力です。特に映像での説明を必
要とする問題には音声付動画を配信してお
り、イメージング力を効果的に鍛えます。

図形の極
『マスター図形』では、中学受験までに必
要な図形の学習を逆算し、スモールステッ
プを重視して作成したカリキュラムに基
づいて、お子さまの図形力、図形問題での
得点力を着実に鍛えていきます。また、ひとつの大きな学習テーマを何週
にもわたって扱い、週ごとに内容が深まるように掘り下げて学習することに
より、単元に対する確かな自信を手にしていただきます。こちらの講座では
図形問題への実戦力を、『図形の極』では図形へのイメージ力を養います。

マスター図形 参加ご希望の方は、授業日の２日前までに、ご希望
校舎までご連絡をお願いします。定員に達し次第、
締め切りとさせていただきます。

岡本校 TEL 078-431-0065
シーア住吉校 TEL 078-856-0065
芦屋川校 TEL 0797-21-4500

6級～

複雑な立体も、美しい映像で
見れば形をはっきりと認識で
きるので、体積や表面積を求
める問題も「覚えて解く」ので
はなく、理解して解くことがで
きるようになります。

Ⓖ動く図形

小6小5小2～6 算数・国語 各１時間

算数 「１日完結
  円の面積の攻略」

国語 「１日完結
  説明文の攻略」

算数・国語 各１時間

算数 「１日完結 直方体と
  立方体の体積の攻略」

国語 「１日完結
  説明文の攻略」

1日完結！ 
プログラミング無料講座

60分

プレ夏期講習内容

岡本校

シーア住吉校

わくわく文庫
図形の極
わくわく文庫

玉井式国語的算数教室
アルゴクラブ

●
●

●
●

●

●
●
●
●

●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●
●

小3 小1 小2 小1・2 小1・2

火～金　（15:00～15:50／16:00～16:50／17:00～17:50）
土　　　（13:00～13:50／13:55～14:45／14:55～15:45）
火～金　（16:30～17:20／17:25～18:15／18:20～19:10）
土　　　（13:00～13:50／13:55～14:45／14:55～15:45）
月水木金（16:10～17:00／17:10～18:00／18:05～18:55）
土　　　（10:40～11:30／11:40～12:30）
月火水金（16:10～17:00）
土　　　（11:40～12:30）

10:40～11:30

開講校舎 講座名 時　間6/24（月） 6/25（火） 6/26（水） 6/27（木） 6/28（金） 6/29（土）

芦屋川校

わくわく文庫
図形の極
アルゴクラブ
マスター図形

●
●

● ●
● ●

●

●
●
●

●

月水木（16:00～16:50）／金（15:30～16:20）

木（17:00～17:50）／土（10:00～10:50）

16:00～16:50／17:00～17:50／18:00～18:50

16:30～18:00

受付時間 ： 月～土13:00～19:30

受付時間 ： 月～土13:00～19:30 受付時間 ： 月～土13:00～19:30（休館日除く）
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