
幼児

2019冬期特別講習

ご案内
個人に合わせたカリキュラムにて、双方向型授業だから、

わかる、解ける、できる！



2019冬期特別講習に向けて

さあ、この冬、SOCRAで
成長を実感してみませんか？

ＳＯＣＲＡ＆ｊｒ．では、自らの可能性に気づき、その可能性を信じ、

受験という目標に邁進する主体性のある生徒・児童を育成いたします。そ

の結果として、高い学力を得て、各自の進路へ導いてきました。

まず、現在抱えている問題を洗い出し、共に克服するプログラムを考え、

問題解決のための具体的なアプローチ方法を示します。特別講習では、既

習分野に不安のある者は復習中心で学習し、現状の分野に一定の到達度の

ある者や今後の受験を見据えていく上で未習分野の早期着手を狙う者には

予習中心で指導していきます。

すべての子ども達に可能性があり、その才能を開花させるための種をま

き、花を咲かせるために肥料をやり、水をやる。そして、合格という花が

咲くのです。



２１世紀に必要な知性を伸ばす
ソクラの学び

マルチタスク力、思考の基礎、指示理解、コミュニケーション力を身につけさせ
ます。

マルチタスク力は、一つのことだけをできるのではなく、複数の分野を横断的に
理解して解答することが求められる力です。

思考の基礎では、学ぶことの基本となる“考える”ことを大切にします。常に問
題を楽しむこと、興味関心を育てることが、学びの基本となる力です。

指示理解では、自分の知っている知識だけでなく、テスターの指示を的確に理解
し、行動することが大切です。クーピーの色、指示された記号、解答方法などを最
後までしっかりと聞き取りができる力です。

コミュニケーション力は、明朗快活で朗らかな子が求められるのではなく、ご挨
拶、感謝、謝意などの気持ちを表現できる力です。開智学園の自己発信のように、
自分の得意なこと、好きなことを自分の言葉で説明し、披露する力を身につけさせ
ます。

以上を発達段階に応じた学びにより、確かな主体性の礎を作ります。



①ＰＤＣＡサイクル
授業

この時期に行う「特別講習」は、申し込みから、本試
験までの内容を逆算し、何をどのように行うかのカリ
キュラムを決め、実際に行う学習の優先順位を確定し、
各生徒の特性あるいは進捗に応じて、個別に面談を行
い、学習方法の修正を行います（ＰＤＣＡサイクルに
よる学習）。また、適宜復習テストを実施し、定着度
合を測定します。

②本試験型授業

③ご家庭と連動する
授業

④やる気を見つけ、
育てる授業

第一志望校に必要な内容をレベル・段階別に試験傾向
に沿った形式にて指導していきます。年中・年少の場
合、年長に達していなくても、分野別に本試験型指導
を行っていきます。各自各様の志望校に応じた学習内
容のため、ペーパー指導、絵画・制作、リズム・運動
などは志望順もしくは、志望する学校の系統に合わせ、
授業毎に学習していきます。

授業では、生徒の特性に応じた内容を徹底的に学習し
ていきます。解答方法のプロセスやお子様の癖などを
授業毎に履歴（カルテ）に残し、ご家庭での学習内容
により効率・効果が高められるように学習内容を見直
していきます。学習相談・お面談を通じて、各人各様
の得意不得意の科目を見つけ、その分野の対策を適宜
ご提案させていただきます。

子どもたちの湧き上がる興味をもとに、｢楽しく、厳
しく、考える｣をモットーに行う授業でやる気を造り、
育てていきます。子供たちの可能性を信じ、少しだけ
高い目標に取り組ませ、試行錯誤しながら、失敗から
｢創意工夫｣の種を見つけていきたいと考えています。
どんどんやる気を引き出す授業を行い、活きた授業を
みんなと作っていきます。

特別講習４つのポイント
－いつでも、だれでも、どこからでも－



■ 講習期間

12月19日～1月10日です。但し、各園の冬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

「冬期特別講習 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

12月15日（日）（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

クラス授業ではペーパー、絵画・制作、運動、行動観察、面接についてこの時期に到達し

ておきたい内容、難易度にて総合的に学習を行います。プライベートでは、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。クラス授業のスケジュールは別紙「クラス授業開講予定表」に従い

ます。個別授業のスケジュールは日程調整後にお渡しする「個別授業予定表」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（新年長冬期特別講座）

1コマ：９０分 × 4コマ ￥20,000

♦講習会テスト（新年長児対象）

90分 ￥3,000

ペーパー、絵画・制作、運動、行動観察、口頭試問について、点数化して評価を行います。

※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。

冬期特別講習 概要



♦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

巧緻性

• 手先の器用さ・制作

• 生活巧緻

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、４コマ
以上の講習をご
検討ください。



♦クラス授業【新年長】

ペーパー
・数
・図形
・言語
・未測量
・位置表象
・生活

絵画・制作
・条件画
・制作

新年長クラス冬期特別講座
1コマ：９０分 × 4コマ ￥20,000

川越校

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、通常期の新年長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

口頭試問
・入退室のご挨拶
・質問への受け答え
・態度・姿勢

特典！
「講習会テスト」

無料受験



♦テスト【新年長】

ペーパー
・国語分野
・算数分野

絵画・制作
・条件画
・制作

講習会テスト
９０分 ￥3,000

川越校

冬期講習までに学習したペーパー、絵画・制作、運動、
行動観察、口頭試問の各分野について、本試験同様の
テスト形式にて実施し、点数化して評価を行います。

本テストを通して、得意なところはさらに伸ばし、不
得手なところはこれから乗り越えるべき課題として学
習を進める指針として利用できます。現時点での学習
状況を客観的に評価し、今後の学習計画を見直す機会
としてぜひご活用ください。

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

口頭試問
・入退室のご挨拶
・質問への受け答え
・態度・姿勢

「新年長クラス冬期特別講座」
を受講頂いた方は、「講習会テ
スト」を無料で受けられます。

無料受験のチャンス☆



冬期講習 よくある質問

Q．冬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
した冬のキャンペーンを実施します。冬期講習から入塾すると入塾金無料となる冬割、
個別授業を4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。また、
クラス授業を受講の方には講習会テストを無料で受験いただけます。

A．通常授業を受講していない方でも、冬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。

Q．冬期講習だけの受講もできますか？

A．志望校については、出願直前まで悩まれるご家庭もございます。また、現時点で志
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．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？

A．ＳＯＣＲＡでは、全学年対象の個別授業、新年長児、新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。

Q．冬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？

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。

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？

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。

Q．先生は固定ですか？また、先生の指名はできますか？

A．講習期間中（12月19日～1月10日）の内、1月1日が休校日となります。詳しくは
別紙「個別・クラス授業予定表」をご参照ください。

Q．講習期間中にお休みの日はありますか？



冬期特別講習 お申し込み方法

① 学習相談（希望制）

ご希望の場合は、下記のメールアドレスに電話あるいは面談の予約をお取りつけ下さい。

日時の調整を行いお知らせいたします。その後、担当講師とのお電話またはお面談にて、

塾やご家庭での様子、成績などの近況をもとに、最適な特別講習プランをご提案します。

ｙｏｕｊｉ＠ｓｏｃｒａ．ｊｐ

※お面談に際しましては、個人レコード（模試の成績表及び解答用紙etc.）をご持参の上、

ご来塾下さい。

② 必要書類のご提出

必要書類へ記入し、ご提出ください。

『冬期特別講習お申し込み用紙』

『個別授業希望日調査シート』※個別授業をご希望の場合のみご提出ください。

冬休み期間中の通塾日程を決めるにあたり、記入例を参考にご記入ください。

③ 授業日程の確定

ご提出いただいた授業予定表をもとに、特別講習期間の授業日程を作成し、配布いたします。

④ 特別講習開始

授業日程表にもとづきまして、特別講習スタートとなります。

④特別講習

開始

①学習相談

（希望制）

随時受付

②必要書類

ご提出

③授業日程

確定

お申し込み後

随時

12/15(日)まで 12/19(木)～





冬期特別講習 お申し込み用紙
2019冬期特別講習に参加します。

ご希望のコマ数に☑を入れ、必要事項をご記入ください。

任意にコマ数をご希望される方はご希望の追加コマ数を記入してください。

また、ご不明な方は担当講師とご相談の上、お決めください。

冬期追加授業

個別授業（全学年対象）1コマ90分 ¥7,400

※ 別紙『個別授業希望日調査シート』を合わせてご提出ください。

□4コマ □６コマ □８コマ □10コマ □（ ）コマ

新年長クラス冬期特別講座

1コマ90分 × 4コマ ￥20,000

□ 12/25(水)・26(木)

□1/4(土)・5(日)

※ いずれかに☑を入れてください。

別紙『 クラス授業開講予定表』を合わせてご確認ください。

講習会テスト（新年長）

90分 ￥3,000

1/13(月・祝)

□9：10～10：40 □11：00～12：30

※ いずれかに☑を入れてください。

お申し込み日 年 月 日

氏名（お子様）： 氏名（保護者様）： ㊞

切
り
取
り

※塾使用欄
□Ｅ（お申し込み日 / ） □V
□Ｆ（ご紹介者 ） □W                          □R

「新年長クラス冬期特別講座」を受講頂いた方は、
「講習会テスト」を無料で受けられます。


