
夏期特別講習 概要
■ 講習期間

7月17日～8月31日です。但し、各学校の夏休み期間が異なりますので、

その期間に合わせて講習を行います。

■ お申し込み

ご提出用紙

「夏期特別講習 お申し込み方法」をご参照の上、必要書類をご提出ください。

お申し込み期限

7月16日（火）（期限を過ぎる場合には事前にお申し出ください。）

尚、先着順にて授業予約を入れて参りますので、ご了承ください。

■ 授業設計

カリキュラム

科目ごとに分野・目的別に集中的に学習するため、生徒の理解度、目標と

スケジュールに合わせた個人別プログラムとなります。

授業日程

1コマ90分となります。授業スケジュールは別紙「個別・クラス授業予定表」に従います。

授業後面談

講習期間中、授業後面談については原則行いません。ご希望者は指定日制にて行います。

振替授業

講習期間中に欠席した個別授業につきましては、振替授業を行います。

尚、振替授業は欠席日より1か月以内となります。

クラス授業の場合、個別授業（有料）にて振替授業を行います。

■ 講習費用（税別表記）

♦プライベート（個別授業）

1コマ：９０分 ￥7,400

♦クラス授業（私国立小学校、巧緻運動行動、ペーパーとっくん、埼大附属、年中夏期特別講座）

1コマ：９０分 ￥5,000（埼大附属クラスのみ¥3,700）

※特別講習のみ受講の場合、年間維持費：月額￥1,200 、教材費：月額￥3,000を申し受けます。

♦願書指導【SOCRAにお通いの年長児対象】

願書文法チェック 1回￥3,000～

教育方針・志望理由セット【限定20名】 県内1通￥10,000～、都内1通￥30,000～

♦面接指導【SOCRAにお通いの年長児対象】

個別指導（９０分） 1回￥5,000

模擬面接（３0分） 1回￥3,000

面接セミナー 無料

その他提出書類編集（釣書・面接辞退書等）…￥3,000～。必要書類に応じます。



詳しくは次ページからの
コース別内容をご確認ください。

夏期特別講習 講座一覧

♦プライベート
【全学年対象】
個別授業(P)

♦クラス授業
【年長児対象】
私国立小学校クラス(G)
巧緻運動行動クラス(N)
ペーパーとっくんクラス(P)
埼大附属クラス(S)

【年中児対象】
年中クラス夏期特別講座

♦面接サポート
【SOCRAにお通いの年長児対象】
個別指導
模擬面接
面接セミナー
願書文法チェック
教育方針・志望理由
各種お手紙(釣書・面接辞退書など)



♦プライベート

算数分野

• つりあい

• 逆思考

• 規則性

• 数の運用

• 図形

国語分野

• しりとり

• 常識

• お話の記憶

• 時間

• 単位

行動観察・運動・面接

• 指示行動

• 模倣体操・運動

• 面接

• 願書・面接

• 願書添削

• 面接指導・模擬面接

巧緻性

• 手先の器用さ・制作

• 生活巧緻

親子セミナー

• 願書書き方・面接対策セミナー

• 未来の学びセミナー

個別授業（P）
1コマ：９０分 ￥7,400 

熊谷・川越・浦和・浦和高砂校

教科学習の土台作りとして必要な領域を選定し、毎
授業、領域別に学習を行っていきます。授業では、
本日の取り組むテーマの学習に加え、復習テスト・
本試験型の学習・面接練習・行動観察・巧緻性など、
ご家庭の不安な部分を授業に組み込む“オーダーメ
イド型レッスン”となっています。これから始める
方、県内の小学校以外の志望の方、特定の分野・他
塾連動などのオーダーメイドをご希望の方はプライ
ベートレッスンをお勧めします。

学習効果の目安
として、６コマ
以上の講習をご
検討ください。



♦クラス授業【年長】

国語分野
・お話の記憶
・しりとり
・常識
・時間
・単位

算数分野
・つりあい
・逆思考
・規則性
・数の運用
・図形

私国立小学校クラス（G）
1コマ：９０分 ￥5,000

川越・浦和校

教え込まれた知識や叩き込まれた技術ではなく、子ども
本来の考える力を測ることを意図した策問に対応するた
めに、基礎の習得から応用へ導く授業が必要であると考
えます。

このクラスでは、一回の授業で、ペーパー、行動観察、
面接などをまとめた内容となっています。

また開智学園の自己発信にように、自分の得意なこと、
好きなことを自分の言葉で説明し、披露できるようにプ
レゼン力も身につけるようにします。

行動観察
・集団でのゲームや活動
・チームでの相談や協力

学習効果の目安
として、８コマ
以上の講習をご
検討ください。



♦クラス授業【年長】

巧緻性
・はさみ切り、ひも結び、
図形模写、ちぎり、折り紙、
貼り絵などの基本動作
・課題画、自由画、制作
・絵画、制作物に対しての
口頭試問

運動
・動物歩き
・ボール投げ
・ゴム跳び
・ジグザグ走
・ケンパ
・ジャンプ走
・ギャロップ
・幅跳び
・平均台

巧緻運動行動クラス(N)
1コマ：９０分 ￥5,000 

川越・浦和高砂校

ちぎり、貼る、切る、塗るなどの基本動作を身につけ
させ、連続した指示を行い、一人で作品を作り上げら
れるようにトレーニングします。

制限時間を設けて、時間内に丁寧に、お題に即した作
品を作り、作品に対してのお尋ね、回答に対しての評
価を行います。

運動はギャロップ、クマ歩き、ボール投げ、縄跳びな
どの過去に出題された頻出分野を中心に課題を設定し、
評価を行います。

行動観察
・集団でのゲームや活動
・チームでの相談や協力

学習効果の目安
として、８コマ
以上の講習をご
検討ください。



♦クラス授業【年長】

ペーパーとっくんクラス

1コマ：９０分 ￥5,000

川越校 （KP） 星野・文理向け

浦和高砂校（UP）さとえ・開智・ルーテル向け

本コースは学校別コースとして、各学校の頻出分野の
問題演習を行っていきます。

テスターの指示を聞き、制限時間内に解答する力を身
につける必要があります。実際に採点を行い、授業ご
とに課題を見つけ、共有していきます。クラス型授業
については川越校・浦和校ともに取り扱う分野が違い
ますので、ご注意ください。また、個別指導において
は、全ての校舎で同一内容を受講することができます。

出題例
お話の記憶
言語
常識
数量
比較
図形
推理

学習効果の目安
として、８コマ
以上の講習をご
検討ください。



♦クラス授業【年長】

制作・運筆
図形模写
濃淡の色塗り
色紙の切り貼り

運動
ボールキャッチ
平均台
ジグザグ走
くぐり
ジャンプ
クマ歩き

ペーパー
観察力
同図形発見・異図形発見・図
形模写
推理・思考
鏡・折り紙・魔法の箱 等
数量
計数・大小・増減
構成
図形分割・図形構成
常識
季節・仲間
お話の記憶
登場人物、場面の順番、個数、
知識関連問題

埼大附属クラス（S）

1コマ：９０分 ￥5,000

浦和高砂校

算数分野を中心としたペーパー、制作・運筆、面接、
運動を一回の授業で行います。

授業の後半は親子で一緒に学ぶ形式にて、本日の気づ
き、共有すべき事項、振り返りを行います。

授業に参加されている方の具体的な課題を一つ一つ解
決していきます。基礎から本試験レベルまで満遍なく
習いますので、初めての方でも安心して学べる設計と
なっています。

￥３,700 10％OFF
11コマ目～20コマ目

21コマ目～

20％OFF
※上記のキャンペーンは「ＳＯＣＲＡの夏の応援
キャンペーン」との併用での適用はできません。



♦クラス授業【年中】

ペーパー
・しりとり
・季節
・数
・図形

絵画・制作
・条件画
・制作

年中クラス夏期特別講座（C）
1コマ：９０分 ￥5,000

川越校・浦和高砂校

問題を考える上で必要となるものの見方・考え方を習
得し、多種多様な入試問題を解くための基礎・基本と
なる土台作りを行います。

ペーパーでは、通常期の年中クラスの単元を中心に、
基礎問題の解き方が身につけられているかを確認しま
す。絵画・制作では、○や□など簡単な形の組み合わ
せで条件画を描いていく練習を行います。運動では
サーキット運動を行います。行動観察では、お約束を
守りつつ、お友達と楽しく仲良く参加することを学び
ます。

行動観察・運動
・サーキット運動
・集団でのゲーム
・チームでの相談



♦ 面接サポート【 SOCRAにお通いの年長児対象】

親子面接とは、ご家庭の教
育観、志望理由が学校が求
めている児童像に相応しい
かを測る機会となっていま
す。
面接は質疑応答ではなく、
お子様をアピールする場で
もあります。
一緒にお子様の資質を見つ
けませんか？

・個別指導 １回：９０分 ￥5,000

・模擬面接 １回：３０分 ￥3,000

・面接セミナー 無料

本コースは面接サポートをするコースです。

個別指導では、学校理解、面接で問われる点、想定され
る質問の回答を指導致します。個別指導ですので、一授
業一家庭となります。

模擬面接では、過去に行われた質問をもとに、実際に親
子面接を実践形式にてシミュレーションします。

面接セミナーでは、各学校の特長・建学の精神・校訓な
どをセミナー形式にて、実施致します。受験生のご家庭
の皆さんはご参加いただけます。詳細は追って、ご案内
します。

※こちらは「ＳＯＣＲＡの夏の応援キャンペーン」の対象外となります。



♦ 面接サポート【 SOCRAにお通いの年長児対象】

願書作成とは、ご夫婦で
初めてお子様の未来を話
し合う機会です。
これまでの子育てが教育
方針となり、これからの
未来が志願理由となりま
す。
将来のロードマップを一
緒に考えてみませんか？

・願書文法チェック ￥3,000～

・教育方針•志願理由 限定２０名

星野・さとえ・開智・ルーテル・文理・埼大附属

￥10,000～

慶應・豊明・女学館など

￥30,000～

・各種お手紙(釣書・面接辞退書など)￥3,000～

本コースは願書作成をサポートするコースです。

願書文法チェックでは、ご自身で書かれた願書の内容
につき、誤字脱字などの修正を行います。

教育方針・志願理由セットでは、各学校に必要な問い
をアンケート方式にてお答え頂き、志願理由及び教育
方針をまとめて、願書を伴奏しながら作成するサービ
スです。提出日初日指定は、プラス10,000円から。
※こちらは「ＳＯＣＲＡの夏の応援キャンペーン」の対象外となります。



夏期講習 よくある質問

A．通常授業を受講していない方でも、夏期講習を受講できます。一人ひとりの目的や、
スジュールに合わせて学習プランをご提案いたします。まずは無料体験・カウンセリン
グをお近くの教室までお問い合わせください。

A．年長児では、志望校が定まっているご家庭も増え始めますが、出願直前まで悩まれ
るご家庭もございます。また、年中児や年少児のご家庭では志望校が決まっているご家
庭はこの時期は多くありません。例えば、今のレベルよりも高い志望校でも目標に合わ
せた合理的なカリキュラムをご提案いたします。学習の進捗と理解を見極め、学習内容
の改善、家庭学習のサポートまで一貫して行います。

Q．夏休みから始めるとどのようなメリットがありますか？

A．皆さんにいち早く小学校受験の準備を始めて欲しいと思い、昨年大好評いただきま
した夏のキャンペーンを実施します。夏期講習から入塾すると入塾金無料となる夏割、
10コマ以上受講すると割引となるバリュー割などをご用意しています。

A．ＳＯＣＲＡでは、全学年対象の個別授業、年長児、年中児対象のクラス授業を開講
しております。個別授業にて苦手科目を克服したい方や得意な科目をもっと伸ばしたい
方、クラス授業にてお友達との関わり合いを学びたい方や切磋琢磨を通してできること
を増やしたい方など、ご希望に応じて授業形式、内容を選ぶことができます。個別、ク
ラスを組み合わせて受講いただくことも、お子様の性格に合わせてお選びいただくこと
もできます。各自の現状およびご家庭のご要望を把握して、最適なカリキュラムをもと
に授業内容を選定し指導します。

A．他の幼児教室のテキスト・カリキュラムに合わせて他塾連動型指導にてフォローが
可能です。「どこからわからなくなったのか」をつきとめ、お子様に必要なレベルまで
遡り、基礎・基本を作り直すことで、学習効率の向上を図ります。

A．講師については、お通い頂く校舎にいるスタッフでお子様をお預かりする形式を
とっております。授業を行う講師はお子様の様子を見て決めております。
例えば、入塾後間もなくまだお教室に慣れていない場合は同じ講師が毎週の授業を行う
ことがあります。また、お教室に慣れてきた場合は授業を行う講師を変えることもあり
ます。これは、小学校受験の試験の際に先生を指名することはできませんので、誰の前
でも同じようにお子様がふるまえるようにするための練習として実施しております。小
学校受験を経験した講師が判断をいたしますので、お任せいただければと思います。

A．講習期間中（7月17日～8月31日）はいつでも受講が可能です。詳しくは別紙「個
別・クラス授業予定表」をご参照ください。尚、8月13日から16日は浦和校のみの開
講となります。熊谷校・川越校の在籍の受験生で受講をご希望の方はご相談ください。

Q．夏期講習だけの受講もできますか？

Q．目標を設定できていません。一緒に考えてもらうことはできますか？

Q．夏期講習は個別授業のみ、またはクラス授業のみでも受講できますか？

Q．他の幼児教室のフォローをしてもらうことはできますか？

Q．先生は固定ですか？また、先生の指名はできますか？

Q．講習期間中にお休みの日はありますか？


