
Infomation

◎受付時間AM10:00～PM8:00（日・祝日を除きます） ［通話料無料］

0120-920-577
▼ フリーダイヤルで「説明会 ・ 冬期講習会参加希望」とお伝えください

QRコードで
電話または

WEB へアクセス！！http://www.sylvan.jp/ 検索立志塾

立志塾 可児校・個別指導塾ルーカス
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※講座・コースによっては、無料体験コースがない場合
がございます。（通年講座は無料体験可能です）
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■冬講習会受講までの流れ

これからの時代に必要な「やり抜く力」を育てる進学塾

立志塾
Risshi Educational Design

冬期講習会特集

立志塾GRIT講習会でこの冬から「やり抜く力」を鍛えます！ まずは立志塾・個別指導塾ルーカス・立志七色会の冬期講習説明会でご説明します。

受付中
対象

小学生（小１～小６）
中学生（中１～中３）
高校生（高１～高３）立志塾の冬期講習会

立志塾
Risshi Educational Design

GRITの冬
この冬、私のGRIT【やり抜く力】を鍛える！！

グ リ ッ ト

2020-2021 冬期講習会

［ やり抜く力 ］を育てる進学塾

立志塾 小学生のロボット＆プログラミング教室
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びもじきっず

マインクラフトとメイクコードで学ぶ

小学生に大人気のゲームで
プログラミングを学ぼう !!冬期講習説明会

全学年対象
個別対応・予約制

※予約制の説明会となります。事前に希望日と時間をお申し込みください。
　上記以外の日時をご希望の場合には、お電話でお問い合わせください。立 志 塾（集団） PM5:00～9:00　ルーカス（個別） PM1:00～9:00【ご希望日時をご予約ください。】

［土曜日開催］

「私がそろばん・習字をやっててよかったこと」

「私がそろばんをやっててよかったこと」「私が筆っこをやっててよかったこと」と
題して、立志のそろばんや習字の筆っこに通う生徒のみんなに聞いてみました。今回
は主に中学生・高校生となった生徒が、そろばんや習字を始めた頃のこと、今に至る
までに最高に嬉しかったこと、楽しかったこと、苦しかったこと、それをどうやって乗
り越えたかなど、貴重な経験者ならではの声を聞くことができました。ぜひサイトで
ご覧ください。

▲立志のそろばん公式サイト
http://www.risshisoroban.jp

▲習字の筆っこ公式サイト
http://www.fudecco.com

▲美文字キッズ公式サイト
http://www.bimojikids.jp

立志のそろばん・筆っこ生徒インタビュー
Soroban Interview

Soroban Interview

「私がそろばんをやっててよかったこと」

「私が習字をやっててよかったこと」

fudecco Interview

fudecco Interview
サイトにて公開中！！

可児本部教室・可児今渡教室
●０部／15:50～16:25※
●１部／16:30～17:30
●２部／17:40～18:40
※０部は年中～小１対象の可児本部教室の幼児向クラス「ソロっこクラス」です。

そろばん教室
対象 ： 幼児（年中～）・小学１年生～

そろばん式暗算で計算力・集中力アップ！！
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、特に暗算力には効果
的。子どもたちの自信にもつながり
ます。

月学費（税別）／週１回 4,000円（０部）～4,950円（1部・
2部）　週２回 7,150円　週３回 8,250円（1部・2部）

可児本部教室・可児今渡教室
●１部／16:30～17:30
●２部／17:40～18:40
●３部／18:50～19:50※
※３部の開講は可児今渡教室のみとなります。

習字教室
対象 ： 幼児（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。

月学費（税別）／週１回 4,950円　週２回 7,150円

可児本部教室・可児今渡教室
●０部／15:50～16:25（年長～小１生）
●１部／16:30～17:30（小２生～）
●２部／17:40～18:40（小２生～） 
※１部・２部の開講は可児本部教室のみとなります。

美文字キッズえんぴつもち方・かき方教室

対象 ： 幼児（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！

月学費（税別）／週１回 4,000円（０部）～4,950円（1部・
2部）

可児本部教室
●１部／16:30～17:30　●２部／17:40～18:40

マインクラフトと
メイクコードを使って学ぶプログラミング教室
2020年新規開校！！

対象 ： 小学１年生～

みんな大好き！マイクラでプログラミングを学ぼう！
Lesson Lesson

今大人気のマインクラフト®の世界
で、エージェントと共に様々なミッ
ションを成功させよう!!エージェント
はキミの言うことなら何でも聞くよ。

パソコンを使って学ぶから、小学生
低学年でもキーボードが使えるよう
になり、パソコンスキルも自然に身
につきます。

月学費（税別）／週１回 5,950円

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！

Lesson Lesson

えんぴつの正しいもち方を体で覚
え、ひらがなを正しくきれいに書く美
文字キッズのメソッドで初めから丁
寧に学びます。

Lesson Lesson

2019年・2020年

▲2019年・2020年Wで特許取得

マインクラフト とメイクコード を使って学ぶ    マインクラフト とメイクコード を使って学ぶ    

（土）5 ・12 （土）12 ・19（土）



※学費などの金額は、全て税別表記です。ご請求時には消費税が加算されます。

※上記受講料の他にテキスト代として中１・中２生 2,000円、中３生 5,000円が必要です。

コース学年 コード 内容 日程 時間 受講料（税別）

冬期講習
（英数理社）中１ J-1 PM6:50～8:10

PM6:50～8:10（12/23・25・1/5）
PM8:20～9:40（12/26～29）

12/22・24・26～29・
1/4の7日間
12/23・25～29・
1/5の7日間

12,000円

冬期講習
（英数理社）J-2

□１学期徹底復習
□土曜演習ゼミ
□定期テスト対策ゼミ
□予習先取り講座中２ 12,000円

教科

４教科

４教科

冬期講習
（英数理社国）J-3中３

AM11:20～PM5:10
（12/26～29）
PM8:20～9:40

（12/22～25・1/4～6）

□１・２年生徹底復習講座
□過去問実践会
□RAIL徹底暗記特訓講座
□定期テスト対策特訓

12/22～29・
1/4～6の11日間 29,000円５教科

中学生
▶集団クラス

中１生▶中３生

「やり抜く力」を育てる進学塾。
立志塾中学部の冬期講習会

【集団クラス】の冬期講習会

集中して学習すること、そしてやりきること。これを何度も体感することによって「勉強をやる」「勉強をやりきる」という定義が身につきます。

ライバルと競い合える環境で、学習量・質を高める。

コース学年 コード 日程 時間 受講料（税別）

算国復習16回コース
内容

算数と国語の
□苦手単元演習コース
□総復習コース

□苦手単元徹底演習・克服

小１～

小６

A-1
①PM5:40～6:40
②PM6:50～7:50
から選択

27,000円
算国復習12回コースA-2 12/22～29、

1/4～6から選択
21,000円

算国復習８回コースA-3
苦手単元克服コース（４回）A-4

教科

算・国
算・国
算・国
算数

15,000円
9,000円

※受講するコースにより、別途テキスト代が必要となります。 中３受験コース以外のコースは、使用テキストを事前面談で生徒の状況に合わせた物をご提案します。

コース学年 コード 日程 時間 受講料（税別）

中学個別16回コース

内容

□苦手克服復讐プログラム
□予習先取りプログラム
□オリジナルプログラム
より選択（複数プログラム選択可）

中１
中２
中３

B-1 ①PM5:20～6:40
②PM6:50～8:10
③PM8:20～9:40
から選択

※①は12/26～29のみ

38,000円

中学個別12回コースB-2
12/22～29、
1/4～6から選択 31,000円

中学個別８回コースB-3

教科

選択

選択

選択 24,000円

小学生
▶個別クラス

中学生
▶個別クラス

小１生▶小６生

中１生▶中３生

【個別クラス】の冬期講習会

個別指導塾ルーカスの冬期講習会
苦手強化や苦手単元を確実に復習しておく絶好のチャンス。

現在の学力や目標、そして性格も考慮した上で一人ひとりにぴったりの「ルーカスプログラム」！

「一人ひとりに寄り添う
指導」ができる個別指導。

コース学年 コード 日程 時間 受講料（税別）

高校個別16回（４教科）コース
内容

□冬休み明けの課題テスト対策
□模試対策
□受験先取りプログラム
□数Ⅲ先取りプログラム
など課題に応じてプログラムを設定します。

高１～

高２

C-1 ①PM5:20～6:40
②PM6:50～8:10
③PM8:20～9:40
から選択

※①は12/26～29のみ

64,000円
高校個別12回（３教科）コースC-2 12/22～29、

1/4～6
から選択

50,000円
高校個別８回（２教科）コースC-3
高校個別４回（１教科）コースC-4

教科

選択
選択
選択
選択

35,000円
19,000円

コース学年 コード 時間 受講料（税別）

大学入学共通テスト対策 １教科コース（４回）
内容・日程

□文理共通／数ⅠA：12/22・23、数
　ⅡB：12/24・25、英語：12/26・27
□文系／日本史・世界史：12/28・29
□理系／物理：12/28・29、化学：1/
　5・6、理科基礎1/5・6

高３

C-5

PM6:50～9:40

14,000円
大学入学共通テスト対策 ２教科コース（８回）C-6 27,000円
大学入学共通テスト対策 ３教科コース（12回）C-7
大学入学共通テスト対策 ４教科コース（16回）C-8

教科

選択
選択
選択
選択

39,000円
51,000円

志望校別対策講座（１：２授業形式４回）

1/7～2/26から選択
（日曜日を除く）

C-9

PM6:50～8:10
PM8:20～9:40
から選択

22,000円
志望校別対策講座（１：２授業形式８回）C-10 33,000円
志望校別対策講座（１：２授業形式12回）C-11
志望校別対策講座（１：２授業形式16回）C-12

選択
選択
選択
選択

44,000円
55,000円

志望校別対策講座（１：２授業形式20回）C-13 選択 66,000円

※受講するコースにより、別途テキスト代が必要となります。 高３生大学入学共通テスト対策のテキスト代は1,000円／１教科となります。

高１・高２
スタンダード個別コース

▶立志七色会

高３生
大学入学共通テスト対策
志望校別対策講座

▶立志七色会

立志七色会の冬期講習会
高１・高２は入試基礎力強化と学校課題・模試対策。
高３生は大学入学共通テストを見据えた特訓会形式の冬期講習会と
志望校別対策の入試直前講習会です。

「完全個別」の
大学受験指導。

立志塾
Risshi Educational Design

×＝

GRITの冬
2020-2021 冬期講習会

この冬、私のGRIT【やり抜く力】を鍛える！！


