
御父母様

2011 小学校受験 春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、春休みが近づいてきましたが、この春休みに集中して学習し、学習習慣を確立すること
が小学校受験成功のために必要不可欠です。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春期講習会を下記のとおり実施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 ３/28(月)、３/29(火)、３/30(水)、３/31(木） ４日間
後期 ４/１(金)、４/４(月)、４/５(火)、４/６(水) ４日間

＊ ４/２(土)～４/３(日)はお休みです。(年間予定表)

＊ ３学期平常授業は３/24(木)までです。１学期平常授業は４/８(金)より開始です。

前期 後期 前期 後期

コース A M P M
対象 新年中･新年長 新年少･新年中 新 年長

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
読み聞かせ 読み聞かせ 読み聞かせ 読み聞かせ

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

新年長コース 前期AM 前期PM 後期PM 内部生 講習会生

ベーシック － ● ● \64,000 \77,000
1.5倍ﾊｲﾊﾟｰ ● ● ● \96,000 \115,000
前期集中 ● ● － \64,000 \77,000

新年中コース 前期AM 後期AM 後期PM 内部生 講習会生

ベーシック ● ● － \56,000 \67,000

新年少コース 前期AM 後期AM 後期PM 内部生 講習会生

春期特別コース － ● － \28,000 \34,000

① 春期講習会は２/４(木)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３/１０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。 (新年少は後期のみ)

前期のみ御希望の場合には前期集中コースを選択願います。カリキュラムは原則として前期AM＝後期PMとなっています。

したがって、1．5倍ﾊｲﾊﾟｰｺｰｽを選択すると、そのカリキュラム範囲を２回やりますので、授業プリントも

２倍先に進み、確実な実力がつくのでいっそう効果があります。

この意味で入試まで半年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。

朝預けて、夕方お迎えの１日コースをご希望の方は前期集中コースか１．５倍ハイパーコースを選択願います。

④ 進捗度別グループ編成をした上でカリキュラムを実施致します。

⑤ カリキュラムは開智小、さとえ小、西武文理小、星野小及び暁星小、星美小等の都内名門小の入試傾向に対応しています。

⑥ 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２/２０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きます。(講習会特別対応)

ただし、２/２０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。

⑦ 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。

⑧ 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。

⑨ 春期講習会期間中は一時受講をお受けできません。



2011 春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

ベーシックコース

前期 後期

3月28日 3月29日 3月30日 3月31日 4月1日 4月4日 4月5日 4月6日

月 火 水 木 金 月 火 水

１時間目 算数１ 総合２ 算数１ 総合２ 算数１ 総合２ 算数１ 総合２

15:00～15:30 数量応用３ 逆対応３ 数量置き換え２ 順対応２ 重さ比べ応用１ しつけ１ つりあい２ 仲間さがし３

２時間目 総合１ 算数２ 総合１ 算数２ 総合１ 算数２ 総合１ 算数２

午 15:35～16:05 折り紙４つ折（１） サイコロ展開図１ 色パズル２ 重なり図形（２） 異図形発見（１） 回転図形（２） 迷路（２） 立体の切り口

後 ３時間目 国語 記憶 国語 記憶 国語 記憶 国語 記憶

16:10～16:40 音数２ 話の記憶４ 言葉の構成３ 順番３ お話の順番 位置の回転３ 話の記憶 位置の記憶

４時間目 造形 行動観察 造形 読解指導 行動観察 造形 行動観察 読解指導

16:45～17:15 雲と虹 蝶結び 山と草原 入試講演＆父母講座 身体活動・所作 絵画講座８ 縄跳び 入試講演＆父母講座

１．５倍ハイパーコース

前期 後期

3月28日 3月29日 3月30日 3月31日 4月1日 4月4日 4月5日 4月6日

月 火 水 木 金 月 火 水

１時間目 算数１ 総合２ 算数１ 総合２

9:30～10:00 重さ比べ応用１ しつけ１ つりあい２ 仲間さがし３

２時間目 総合１ 算数２ 総合１ 算数２

午 10:05～10:35 異図形発見（１） 回転図形（２） 迷路（２） 立体の切り口

前 ３時間目 国語 記憶 国語 記憶

10:40～11:10 お話の順番 位置の回転３ 話の記憶 位置の記憶

４時間目 行動観察 造形 行動観察 造形

11:１5～11:45 身体活動・所作 絵画講座 縄跳び 絵画講座

昼休み

１時間目 算数１ 総合２ 算数１ 総合２ 算数１ 総合２ 算数１ 総合２

15:00～15:30 数量応用３ 逆対応３ 数量置き換え２ 順対応２ 重さ比べ応用１ しつけ１ つりあい２ 仲間さがし３

２時間目 総合１ 算数２ 総合１ 算数２ 総合１ 算数２ 総合１ 算数２

午 15:35～16:05 折り紙４つ折（１） サイコロ展開図１ 色パズル２ 重なり図形（２） 異図形発見（１） 回転図形（２） 迷路（２） 立体の切り口

後 ３時間目 国語 記憶 国語 記憶 国語 記憶 国語 記憶

16:10～16:40 音数２ 話の記憶４ 言葉の構成３ 順番３ お話の順番 位置の回転３ 話の記憶 位置の記憶

４時間目 造形 行動観察 造形 読解指導 行動観察 造形 行動観察 読解指導

16:45～17:15 雲と虹 蝶結び 山と草原 入試講演＆父母講座 身体活動・所作 絵画講座８ 縄跳び 入試講演＆父母講座

前期集中コース 絶対合格の信念

前期
3月28日 3月29日 3月30日 3月31日 ＊ 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

月 火 水 木 致します。

１時間目 算数１ 総合２ 算数１ 総合２ ＊ 春期講習会前期午前と春期講習会後期午後とはほとんんど

9:30～10:00 重さ比べ応用１ しつけ１ つりあい２ 仲間さがし３ 同一カリキュラムです。

２時間目 総合１ 算数２ 総合１ 算数２ ＊ 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 10:05～10:35 異図形発見（１） 回転図形（２） 迷路（２） 立体の切り口 (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

前 ３時間目 国語 記憶 国語 記憶 キュラムは重複しますが、プリント（教材)を先に進めます

10:40～11:10 お話の順番 位置の回転３ 話の記憶 位置の記憶 のでこれらの単元では２倍の学習効果が上がります。

４時間目 行動観察 造形 行動観察 造形 ＊ カリキュラムは開智小、さとえ小、星野小、西武文理小及び

11:１5～11:45 身体活動・所作 絵画講座 縄跳び 絵画講座 暁星小、雙葉小など都区内名門小の入試傾向に対応しています。

昼休み ＊ 入試まで半年余りとなった新年長さんには１．５倍ハイパー

１時間目 算数１ 総合２ 算数１ 総合２ コースをお勧めいたします。

15:00～15:30 数量応用３ 逆対応３ 数量置き換え２ 順対応２ ＊ 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、

２時間目 総合１ 算数２ 総合１ 算数２ 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。

午 15:35～16:05 折り紙４つ折（１） サイコロ展開図１ 色パズル２ 重なり図形（２）

後 ３時間目 国語 記憶 国語 記憶

16:10～16:40 音数２ 話の記憶４ 言葉の構成３ 順番３

４時間目 造形 行動観察 造形 読解指導

16:45～17:15 雲と虹 蝶結び 山と草原 入試講演＆父母講座



2011 春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

新年中ベーシックコース

前期 後期

3月28日 3月29日 3月30日 3月31日 4月1日 4月4日 4月5日 4月6日

月 火 水 木 金 月 火 水

１時間目 算数１ 総合２ 算数１ 総合２ 算数１ 総合２ 算数１ 総合２

9:30～10:00 数量応用３ 逆対応３ 数量置き換え２ 順対応２ 重さ比べ応用１ しつけ１ つりあい２ 仲間さがし３

２時間目 総合１ 算数２ 総合１ 算数２ 総合１ 算数２ 総合１ 算数２

午 10:05～10:35 折り紙４つ折（１） サイコロ展開図１ 色パズル２ 重なり図形（２） 異図形発見（１） 回転図形（２） 迷路（２） 立体の切り口

前 ３時間目 国語 記憶 国語 記憶 国語 記憶 国語 記憶

10:40～11:10 音数２ 話の記憶４ 言葉の構成３ 順番３ お話の順番 位置の回転３ 話の記憶 位置の記憶

４時間目 造形 行動観察 造形 読解指導 行動観察 造形 行動観察 読解指導

11:１5～11:45 雲と虹 蝶結び 山と草原 入試講演＆父母講座 身体活動・所作 絵画講座８ 縄跳び 入試講演＆父母講座

新年少特別コース 絶対合格の信念

後期

4月1日 4月4日 4月5日 4月6日 ＊ 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

金 月 火 水 致します。

１時間目 算数１ 総合２ 算数１ 総合２ ＊ カリキュラムは開智小、さとえ小、星野小、西武文理小及び

9:30～10:00 数量 童話・昔話の知識 高さ比べ 仲間探し 暁星小、雙葉小など都区内名門小の入試傾向に対応しています。

２時間目 総合１ 算数２ 総合１ 算数２ ＊ 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、

午 10:05～10:35 迷路 重なり図形 異図形発見 回転図形 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。

前 ３時間目 国語 記憶 国語 記憶 ＊ 新年少クラスの入試講演＆父母講座は4/5(火)となります。

10:40～11:10 音数 位置 言葉の構成 順番

４時間目 行動観察 造形 読解指導 造形

11:１5～11:45 身体活動・所作 雲と虹 入試講演＆父母講座 山と草原

ウエルストリームウエルストリーム

名門小学校受験

℡ 048-651-6811

http://www.wellstream.co.jp

◆ＥＱ＆英才教室◆

「合格出来る力だけでなく、学習する楽しさと、できるまであきらめなければ。どんなことも必ず出来るという一生の財産を頂きまし

た。」

子供がウエルストリームにお世話になり始めたのは、年少(入園前)の２月でした。塾に通い出してからは「子育てセミナー」「父母講

座」に欠かさず通い、子育てにおいて出来る限り、セミナーの内容を反映させ、子供の復習においては、「父母講座」の３×７＝２１を

忠実に実践してきました。私達は、井澤先生のいままでの豊富な教育経験と物事の捉え方、お人柄から、先生のおっしゃる通りに行

なっていけば、必ず子供が伸びる時期が来るし、合格もすると、入塾の頃から考えておりましたので、入塾から合格まで塾での学習

内容を中心に据え、進めて来ました。

そして合格した今、やはり、井澤先生を信じてきて良かったと実感しています。今思うとウエルストリームでは、合格する力だけでな

く、それ以上の思考力を育てて頂き、加えて学習することの楽しさや「できるまであきらめなければ、どんなことでもかならずできる。」

ということを子供に教えて頂いたと感じています。ここまで、こどもの学力・思考力・そして強い心を育てて頂いたウエルストリームの井

澤先生をはじめてとする先生方には心より感謝致します。本当に有り難うございました。 (一部省略)

合格体験談 H22秋 開智小学校(総合部) 、さとえ学園小学校合格 Kさん


