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2019/12～2020/1

　小学校受験 　　冬期講習会のお知らせ
名門小学校受験

　　　　　ウエルストリーム

代表 井澤　亨

拝啓

　時下ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。日頃は当ウエルストリームをご支援頂き誠に

有り難うざいます。

　さて、冬休みも近づいてきましたが、何かと慌ただしい年末やゆったり過ごしがちなお正月を

どう過ごすかが小学校受験にとって重要です。そして、規則正しい生活習慣とけじめ正しい行動

習慣を身につける良い機会でもあります。

　ウエルストリームでは冬期講習会を下記のとおり準備してお子様の合格力アップを実現致します。

　お子様のよき生活習慣・行動習慣づくりと学習指導を私たちウエルストリームにお任せいただけ

ると幸いでございます。 敬具

記

前期 12/21(土)、12/23(月)、12/24(火) ３日間

後期 1/5(日)、1/6(月)、1/7(火) ３日間

＊ 12/27～1/3の期間、小学校受験部はお休みです。(年間予定表)

＊ 2学期平常授業は12/20(金)までです。３学期平常授業は1/9(木)より開始します。

前期 後期 前期 後期

コース A M P M

対象 新年中、新年長(1.5倍) 新年長(ベーシック、1.5倍)

基本時間帯 受付開始9:00 ～12:00 受付開始14:30 ～18:00

１時間目 １時間目 １時間目 １時間目

9:30～10:00 9:30～10:00 15:00～15:30 15:00～15:30

授 ２時間目 ２時間目 ２時間目 ２時間目

業 10:05～10:35 10:05～10:35 15:35～16:05 15:35～16:05

時 ３時間目 ３時間目 ３時間目 ３時間目

間 10:40～11:10 10:40～11:10 16:10～16:40 16:10～16:40

割 ４時間目 ４時間目 ４時間目 ４時間目

11:15～11:45 11:15～11:45 16:45～17:15 16:45～17:15

読書など 読書など 読書など 読書など

11:45～12:00 11:45～12:00 17:15～17:30 17:15～17:30

授業時間/日 30分×４＝２時間 30分×４＝２時間

前 期 後 期

新年長 前期AM 前期PM 後期AM 後期PM 塾生 講習会生

ベーシック － ● － ● ¥49,800 ¥59,700

1.5倍ﾊｲﾊﾟｰ ● ● － ● ¥74,700 ¥89,600

前 期 後 期

新年中 前期AM 前期PM 後期AM 後期PM 塾生 講習会生

パーフェクト ● － ● － ¥43,800 ¥52,500

＊ 新年中クラスは新年長クラスと同一カリキュラムですが、授業内容、使用教材はもちろん新年中専用となります。

① 冬期講習会は11/11(月)より受付を開始し、各コース定員になり次第締め切ります。

費用は12/10までに払込票にて納入願います。

② カリキュラムは前期・後期でまったく異なりますので前期＋後期でセットになっています。

カリキュラムは前期AM＝後期PMとなっています。

１．５倍ハイパーコースを選択した方は前期のみ１日コース(午前＋午後)となります。その場合、後期午後と前期午前の

ペーパーのカリキュラムが重複しますが、プリント（教材)を先に進めますのでさらに学習効果が上がります。

「後から入塾したので早く追いつきたい方」や「十分な学力を身につけたい方」に特にお薦めです。

③ 費用には教材費・管理費等の諸費用が含まれています。費用はすべて消費税込です。

④ １日コースをご希望の場合には１．５倍ハイパーコースをご選択願います。

⑤ 講習会期間中出席できない日が事前に明らかな場合、お申し込み時、または11/30までにその旨お伝え願います。

その欠席分の費用を割り引いて請求します。(講習会特別対応)

ただし、11/30以降の欠席連絡については、原則通り欠席プリント配布で対応させていただいております。

⑥ 冬期講習会期間中は一時受講をお受けできません。

⑦ ウエルストリームに初めて通塾される方は入会金(講習会のみ参加)または入塾金(講習会以降も通塾）が必要です。



2019/12～2020/1 冬期講習会カリキュラム
名門小学校受験

ウエルストリーム

新年長 ベーシックコース
前期 後期

12月21日 12月23日 12月24日 1月5日 1月6日 1月7日

土 月 火 日 月 火

１時間目 算数１ 総合２ 算数１ 総合２ 算数１ 総合２

15:00～15:30 てんびん１ 社会常識１ 重さ比べ２ 仲間はずれ２ つりあい１ 科学的常識５

２時間目 総合１ 算数２ 総合１ 算数２ 総合１ 算数２

午 15:35～16:05 絵の合成(1) 図形分割(1) 線つなぎ(1) 図形の構成 点つなぎ(1) 展開図(1)

後 ３時間目 国語 記憶 国語 記憶 国語 記憶

16:10～16:40 言葉の表現 位置の基本２ しりとり３ 位置の回転１ 音数 位置の表し方１

４時間目 造形 行動観察 読解指導 行動観察 造形 読解指導

16:45～17:15 絵画講座５ 私の家族 入試講演＆父母講座 ドリブル 工作(節分) 入試講演＆父母講座

新年長 １．５倍ハイパーコース
前期 後期

12月21日 12月23日 12月24日 1月5日 1月6日 1月7日

土 月 火 日 月 火

１時間目 総合２ 算数１ 総合２

9:30～10:00 仲間はずれ２ つりあい１ 科学的常識５

２時間目 算数２ 総合１ 算数２

午 10:05～10:35 図形の構成 点つなぎ(1) 展開図(1)

前 ３時間目 記憶 国語 記憶

10:40～11:10 位置の回転１ 音数 位置の表し方１

４時間目 行動観察 造形 行動観察

11:１5～11:45 ケンパー 工作(お正月) はさみ切り大会

１時間目 算数１ 総合２ 算数１ 総合２ 算数１ 総合２

15:00～15:30 てんびん１ 社会常識１ 重さ比べ２ 仲間はずれ２ つりあい１ 科学的常識５

２時間目 総合１ 算数２ 総合１ 算数２ 総合１ 算数２

午 15:35～16:05 絵の合成(1) 図形分割(1) 線つなぎ(1) 図形の構成 点つなぎ(1) 展開図(1)

後 ３時間目 国語 記憶 国語 記憶 国語 記憶

16:10～16:40 言葉の表現 位置の基本２ しりとり３ 位置の回転１ 音数 位置の表し方１

４時間目 造形 行動観察 読解指導 行動観察 造形 読解指導

16:45～17:15 絵画講座５ 私の家族 入試講演＆父母講座 ドリブル 工作(節分) 入試講演＆父母講座

新年中パーフェクトコース
前期 後期

12月21日 12月23日 12月24日 1月5日 1月6日 1月7日

土 月 火 日 月 火

１時間目 算数１ 総合２ 算数１ 総合２ 算数１ 総合２

9:30～10:00 てんびん 社会常識 重さ比べ 仲間はずれ つりあい 科学的常識

２時間目 総合１ 算数２ 総合１ 算数２ 総合１ 算数２

午 10:05～10:35 絵の合成 図形分割 線つなぎ 図形の構成 点つなぎ 展開図

前 ３時間目 国語 記憶 国語 記憶 国語 記憶

10:40～11:10 言葉の表現 位置の基本 しりとり 位置の回転 音数 位置の表し方

４時間目 造形 読解指導 行動観察 行動観察 読解指導 造形

11:１5～11:45 絵画講座 入試講演＆父母講座 私の家族 ドリブル 入試講演＆父母講座 工作(節分)

　　＊　進捗度別グループ編成をした上で上記カリキュラムを実施致します。 絶対合格の信念
　　＊　冬期講習会前期午前と冬期講習会後期午後とはほとんんど同一カリキュラムです。

　　＊　１．５倍ハイパーコースを選択した方は前期のみ１日コース(午前＋午後)となります。その場合、前期午前と後期午後のカリ

　　　　　キュラムは重複しますが、プリント（教材)を先に進めますのでさらに学習効果が上がります。　

　　＊　カリキュラムはさとえ小、星野小、開智小、西武文理小及び都区内私立小の入試傾向に対応しています。

　　＊　入試まで10ヶ月余りとなった新年長さんには１．５倍ハイパーコースをお勧めいたします。

　　＊　新年中クラスは新年長クラスと同一カリキュラムですが、　授業内容・使用教材はもちろん異なり、新年中専用教材です。


