
きれいな字を
一生の財産として
持ち続けて欲しい。

［ やり抜く力 ］を育てる進学塾

立志塾
「立志塾・立志キッズエデュケーショナルグループ」ホームページ

立志キッズ
▶フリーダイヤルで「アーラ参加または無料体験レッスン希望」とお伝えください 受付時間／10:00〜20:00（日・祝を除く）

可児本部／〒509-0214 岐阜県可児市広見4-5　TEL.0574-49-8690

立志のそろばん・習字の筆っこ・ロボットアカデミー・立志塾小学部

立志キッズエデュケーショナルグループの各講座（そろば
ん・習字・英会話・ロボットアカデミー）と同時複数受講され
る場合には、２教科目以降の学費が1,000円ずつ割引と
なります。（算数・国語を除く）１,０００

月学費 4,500円（税別）▶兄弟２人目が 3,600円 ３人目ならなんと！ 2,250円うれしい割引特典！！ 複数受講なら（割引前価格から）1,000円引き！！さらに！！

立志キッズ新年度入会受付開始
無料体験レッスン開催中 春の入会キャンペーン ３月２８日まで！！

「やってみたい!」が立志でのまなびの第一歩
そろばん・習字・ロボットプログラミング教室をはじめ、子ども達がやり抜く力を育むための第一歩となる 「私はこれをやってみたい！」と思える教育コンテンツを用意しています。

どれも小学生のうちに取り組むと将来につながるものばかり。組み合わせは自由自在！ もちろん１教科からでも、自分だけの学びスタイルではじめられます。

そろばん教室
対象 ： 新年長・小学１年生～

そろばん式暗算で計算力・集中力アップ！！

計算が苦手、向いてない子でも大丈夫！！ ぜひ体験してみてください！！ 初心者でも安心！ 基本から丁寧に。字が上手になりたい子集まれ！！ 
▶そろばん教室 開講教室・時間 （各教室の開講曜日はお問い合わせください。）

●１部／16:30～17:30　２部／17:40～18:40
可児本部教室・可児今渡教室・西可児駅前教室・美濃太田駅前本部教室・関富岡教室

4,500円（税別） 6,500円（税別）学費 週1回 週2回

入会特典
最新ワンタッチそろばん
5,000円→2,500円（税別）

Lesson Lesson

幼児・低学年から集中してレッスン
に取り組んでいます。初心者から全
国大会で優勝を目指せる選手まで
育成しています。

習い始めが早ければ早いほど計算
力の強化には効果的。子どもたち
の自信にもつながります。

　　算数・国語
対象 ： 新小学１年生～６年生

読んで理解する、だから考える力が身に付く！

▶算数・国語 開講教室・時間 （各教室・教科の開講曜日・時間はお問い合わせください。）

●火～金曜日　１部／16:30～17:30　２部／17:40～18:40
可児校・美濃加茂校

6,000円（税別） 7,500円（税別）学費 算数 国語

入会特典
ガウディアオリジナル

通塾バッグ&
クリアケース

Lesson Lesson

教材と先生による個別の指導でぐ
んぐん実力アップ！教室でも家庭
でも自然にやる気が出るので、勉
強の習慣が身に付きます。

図形や文章題、割合などみんなが
苦手とする分野もしっかり学べるこ
だわりの教材です。

習字（毛筆・硬筆）教室
対象 ： 新年長・小学１年生～

筆っこで身につける、きれいな字、美しい姿勢。

▶習字教室 開講教室・時間 （各教室の開講曜日はお問い合わせください。）

●１部／16:30～17:30　２部／17:40～18:40　３部／18:50～19:50
可児本部教室・可児今渡教室・西可児駅前教室・美濃太田駅前本部教室・関富岡教室

4,500円（税別） 6,500円（税別）学費 週1回 週2回

入会特典
習字セット・筆っこバッグ
4,900円（税別）相当

初心者や有段者もまず、止め、ハ
ネ、払い、から始まります。凛とした
美しい表情。ピンと伸ばした背筋。
禅の境地にも似た瞬間です。

年2回の全国競書大会や、年１回
名古屋で開催される席書大会で大
きな舞台にチャレンジ。大きく成長
する筆っこキッズです！

　　　　　教室
対象 ： 新年長・小学１年生～

正しいえんぴつのもち方で、美しい文字を習得！

▶習字教室 開講教室・時間
 　（各教室の開講曜日はお問い合わせください。）

●0部／15:50～16:25（年長～小１生）　３部／18:50～19:50（小２生～）
可児本部教室・可児今渡教室・関富岡教室

3,000円（税別） 4,500円（税別）学費 0部 ３部

Lesson

えんぴつの正しいもち方を体で覚
え、まずはシンプルな直線を書くこと
で正しい運筆ができるようにしてい
きます。

学んだひらがなの造形感を繰り返
しの練習を通じて写実的に記憶に
留めていきます。短期間で楽しみな
がら上達を目指します。

毎回授業のはじめに１分間の黙想
をします。「集中する」という感覚を、
黙想するという実践を通じて体感し
ていきます。

美文字
キッズ

教室
びもじきっず

日能研関東・河合塾グループ

立志塾
小学部 　　図形の極

対象 ： 新小学１年生～６年生

「図形脳」を鍛える！ イメージング力を養成！！

▶図形の極 開講教室・時間

●月曜日　17:40～18:30
可児校・美濃加茂校

6,000円（税別）学費 週１回

図形分野に特化したテキストを使
用し、小学校の基礎から応用まで、
進級式でどんどん先に進んでいき
ます。

できない問題や難しい問題は、立
体アニメーションの解説動画で直
感的に理解し、図形を得意にして
いきます。

立志塾
小学部

美文字キッズ
えんぴつもち方・かき方

小学生からのイメージング力養成

図形の極
プロフェッショナル

きわみ

開いたり、組み立てたり、途中で止め
たり・・・さまざまな角度から立体図形
や展開図を学習できるのも、図形の
極の映像教材の優れたところです。

Lesson Lesson

ロボットアカデミー
対象 ： 新小学１年生～６年生

可児・美濃加茂初！ ロボット＆プログラミング教室

▶ロボットアカデミー 開講教室・時間 （各学年の開講時間はお問い合わせください。）　

●土曜日　１部／11:45～13:15　２部／14:00～15:30　３部／15:45～17:15
可児校・美濃加茂校

10,000円（税別）学費 月２回

Lesson

ロボットを組み立てるだけではありません。ロボットアカデミーの大きな特長
は、PDCAサイクルを回す授業。プログラミングの知識はもちろん、自分で
組んだプログラムとその動作を確認しながら「こうしたい」「どうなるか」など、
何度もチャレンジし、数多く出てくる課題を自分自身で解決していきます。

小学生のロボット＆プログラミング教室

▶入会時には初月学費の他に入会金と、半期ごとの半期諸経費が必要になります。進級時等に教材費実
費が必要になります。

▶入会時には初月学費の他に入会金と、半期ごとの半期諸経費が必要になります。 ▶入会時には初月学費の他に入会金と、半期ごとの半期諸経費が必要になります。進級時等に教材費実
費が必要になります。

▶上記学費には、毎月の教材費を含みます。入会時には初月学費の他に入会金と、半期ごとの半期諸経費・
機材費が必要になります。

▶入会時には初月学費の他に入会金・年間教材費と半期ごとの半期諸経費が必要になります。
▶入会時には初月学費の他に入会金・教材費が必要になります。

例えば！
そろばんなら

長谷川 阿美 先生

　コンクール全国大会
やったぞ！ 団体戦全国６位！！
個人総合（２部）優勝！！

全国の舞台で活躍！！
日本習字硬筆展優秀団体賞
個人の部日本習字賞受賞！！

そろ
ばん

第2回
全国そろばん
コンクール
決勝大会

団体戦
全国6位

Lesson Lesson

2016
全国席書大会

奨励
団体賞

▲全国席書大会奨励団体賞 ▲全国競書大会観峰賞に２６名が受賞▲全国大会に参加した選手達 ▲個人総合（２部）全国優勝の快挙！！

算数・国語で苦手な内容や不安など、お気軽にご相談ください！！ 図形の大切さ、楽しさ、お伝えします！！ 新年度スタート特典、初期費用（ロボット機材費）限定割引特典受付中！！

日能研関東・河合塾グループ
の「ガウディア」だから
文章題・文章読解が得意に！！

無料プレゼント

Lesson

半額

▶筆っこが特許を申請中の
「もち方トレーニング」で正
しいもち方の型を体で覚
えます。

はじめて字を習う年長さんにもおすすめします！ 

今なら
算数・国語・
ロボットアカデミー・
そろばん・習字・

さらに 最大０円に!!が

無料体験後の入会お申し込みで

美文字キッズ教室・図形の極の各教室
が対象となります。

図形分野を得意に変える
私立中学入試合格力にも直結！
これから求められる力が身に付く！！

次の学びをいち早くスタート！！
PDCAサイクルと問題解決能力を
自然に身につけていきます！！

図形の極の映像教材は、図形のイメージがで

きない（特に立体図形）子どもたちの図形脳を

育てます。小学生のときに鍛えた図形脳は、中

学・高校の数学でも必ず役立ちます。図形が「嫌

い・苦手」から「好き・得意」に変えていきませんか。

図形の極
東端 昭典 先生 
名古屋工業大学 工学部卒

▲MIT（マサチューセッツ工科大学）
とレゴ社が共同開発したロボット
を自分の手で組み立てます。

日本習字教育財団
漢字部８段・ペン部６段・
かな部４段

自ら学ぶ
姿勢を作り
たい！！

無料

子どもたちをやる気にさせ

る、勝手に集中してしまう、こ

の教材がガウディアの強

みの１つですね。いつの間

にか「脳の考える体力づく

り」をしている立志小学生。

今後の成長が楽しみです！

イメージ力
を身につけ
たい！！

未来型
思考力を身に
つけたい！！

Lesson

プレゼント

2017
かきぞめ
競書大会

観峰賞

字と姿勢
を美しく
したい！！

第2回
全国そろばん
コンクール
決勝大会

優勝

計算が
得意になり
たい！！

えんぴつの
字をきれいに
したい！！

Lesson

私が
指導いたし

ます。

 一人ひとりの「なりたい」を叶える実績のある教育コンテンツ

ガウディア教室
高木 祐 先生 
一橋大学 法学部卒

Lesson


