
城南ブレインパークは、この夏もお子様の学びを応援します！

お友だちと一緒だと、さらに楽しい！！

城南進研グループ※のサービスを利用している方（ご兄弟含む）

は全講座校内生料金にて受講できます！（最大５０％ＯＦＦ）

特典
１

サマープログラムをご受講後、本入会した方は

全教室入会金が無料になります！
特典
２

紹介を受けたお友だちも、全ての講座を校内生料金で

受講できます！

お友だち

特典１

紹介を受けたお友だちが本入会した場合は、

紹介した校内生・紹介を受けたお友だちそれぞれに

「商品券1,000円分」をプレゼントします！

お友だち

特典２

※城南進研グループ

育脳×STEAM教育の複合型スクール



プログラム 対象(定員) 内 容 日 程 会 場 一般料金
城南進研G
料金

“バブルアート”の

時間

３歳～年長

（10名）

色とりどりのシャボン玉が織りなす

アート制作。両手にあふれるバブル

を使っての製作過程もアートです。

小さな芸術家をお待ちしています！

7/26（月）

15：00～16：00
立 川 2,860円 1,430円

段ボール de

自由研究

小学生

（10名）

段ボールでビー玉転がしを作成しま

す。「３階立てにする」「坂道を作る」

など発想をカタチにしていきましょ

う。自由研究の作品にもピッタリです。

7/26（月）

10：00～12：00
立 川 5,720円 2,860円

段ボール

“壁面アート”

３歳～年長

（８名）

段ボールで壁を作り、その内側で全

身を使って、ダイナミックに“自由”に

描きます。 ここでしか味わえない体

験です！

7/28（水）

10：30～11：30
自由が丘 2,860円 1,430円

ランプシェード de

自由研究

小学生

（８名）

和紙でアートなランプシェイドを作

成！ 自由研究の作品にも最適。ご自

宅も素敵に彩れます。

7/28（水）

13：30～15：30
自由が丘 5,720円 2,860円

万華鏡 de

自由研究

小学生

（７名）

世界に一つだけのアートな万華鏡を

作成します！ 自由研究の作品として

もピッタリです。

8/3（火）

11：00～12：30
豊 洲 5,720円 2,860円

豊かな個性を尊重する子どものためのアートスクールです。

「うまい」「へた」や、汚れること・散らかることを気にせず、自由にカラダいっぱ

いアートを楽しもう！！

コース 対 象 日程・回数・会場 一般料金
城南進研G
料金

文章題徹底攻略コース 小１～小２
【日程・回数】

8/3（火）～8/8（日）・8/17

（火）～8/22（日）の期間に

４回受講（※１回80分）

10：00-11：20／13：00-14：20

【会場・曜日】

自由が丘（木・金・土・日）

立川（火・水・土）

表参道（火・水・日）

豊 洲（木・金・土）

新浦安（木・土）

からご希望の教室・曜日をお

選びいただけます。

23,100円 18,480円

図形問題徹底攻略コース 小２～小４

算数オリンピック キッズBEE挑戦コース 小１～小３

算数オリンピック ジュニア算数挑戦コース 小４～小５

中学受験対策！ 特殊算攻略コース 小５～小６

過去単元 復習徹底対策コース 小1～小6

りんご塾は、算数オリンピックを目指す算数塾。算数がもっと得意になる

４日間。自分の目的に合わせてコースをお選びください。

※汚れてもよい服装でご参加ください。

※自由研究作品は当日お持ち帰りいただきます。

※最小催行人員各クラス２名

バブルアート ビー玉転がし
ランプシェード 壁面アート

万華鏡

※お申込み後、ご希望に沿って日程を組みます。



そろばんのしくみをiPadに応用した新しい暗算学習法のそろタッチ。

短期間で効率的に、楽しく「イメージ暗算」がマスターできます。

※iPadは教室で貸し出しいたします。持ち物は不要です。

プログラム 内 容 対 象 会 場 日 程 一般料金
城南進研
G料金

九九マイスター
になろう！

そろタッチを使って

楽しく！ 歌とそろ

ばんで九九を最高

９の段までマスター

しよう！

年長～小２

※そろタッチ未受

講者に限ります

自由が丘 8/4・18・25（水）
13：00～14：00

8,250円 4,125円立 川 8/5・19・26（木）
13：45～14：45

表参道 8/3・17・24（火）
13：00～14：00

ビジュアルプログラミング言語「Viscuit（ビスケット）」を使用したプログラ

ミング教室。タブレットを使って直感的な操作ができるから、初めてでも大

丈夫。自分で考えたことをプログラミングで表現すると、世界が変わるよ！

プログラム 内 容 対 象 会 場 日 程 一般料金
城南進研
G料金

プログラミング

で自由研究！

どうぶつクイズ

に挑戦！！

どうぶつクイズの

プログラムを作っ

てみんなで出し合

おう！ 一番おもし

ろいクイズを作る

のはだれかな？！

年中～小３

自由が丘
7/26・8/2・16（月）

14：00～14：50

11,550円 4,950円立 川 7/26・8/2・16（月）
14：20～15：10

表参道 8/1・8・22（日）
10：30～11：20

簡単な英語を使いながら、身の回りに起こる自然科学現象の理科実験を行

います。楽しい実験で、理科や英語への興味・関心が自然と引き出されます。

英語が初めてでも大丈夫！ この夏、「科学者」になってみよう！！

P４C（ピー・フォー・シー）とは、Philosophy for Children（子どものため

の哲学）のこと。身の回りにある「問い」を自分なりに考え、表現し、他の子の

意見も聞きながら、さらに考えを深めていきます。

★自由研究としてレポート提出できるワークシートと写真を教室でお渡しいたします！

※iPadは教室で貸し出しいたします。持ち物は不要です。

プログラム 内 容
対
象

会 場 日 程 一般料金
城南進研
G料金

①「A Sour 
Balloon?」
化学分野の実験

②「A Strainer 
Full of Water」
物理分野の実験

①「酸」の性質を学びます。風船

にレモンジュースをかけると大

変なことに!!

②「表面張力」を学びます。水を

ザルに流すと、こぼれるはずで

すよね？ 液体の不思議な性質

を学ぼう！

小1
～
小３

自由が丘
①7/27（火）
②8/17（火）

10：00～10：50
1回

4,950円

2回
8,800円

1回
2,970円

2回
5,280円

表参道
①7/26（月）
②8/16（月）

10：00～10：50

お茶の水
①7/30（金）
②8/20（金）

10：00～10：50

プログラム 内 容
対
象

会 場 日 程 一般料金
城南進研
G料金

①「Wtat‘ｓ P4C」

P4Cって何？考え

るってどういうこ

と？

②「Emotions:

“Anger”」どんなと

きに怒っていいの？

①レッスンの受け方を通じて、自分の

考えを述べたり、お友達の意見をきち

んと聞いたり、P4Cの基本を学びます。

②人は色々な場面で色々な感情を持

ちます。いつでも感情を表現していい

の？周りのお友達との関係からも「感

情」を見つめ直します。

小1

～

小３

自由が丘
①7/27（火）
②8/17（火）

11：10～12：00 1回
4,950円

2回
8,800円

1回
2,970円

2回
5，280円

表参道
①7/26（月）
②8/16（月）

11：10～12：00

お茶の水
①7/30（金）
②8/20（金）

11：10～12：00

★自由研究としてレポート提出できるワークシートと写真を教室でお渡しいたします！

★自由研究としてレポート提出できるワークシートと写真を教室でお渡しいたします！ ※最小催行人員各クラス２名



この秋、くぼたのうけん自由が丘に「小学校受験コース」が誕生します！

くぼたのうけんの「本当に賢い子を育む」という理念をベースに、各ご家庭に寄

り添いながら、小学校受験に取り組みます。

プログラム
対象
(定員)

内 容 日 程
会
場

一般料金
城南進研
G料金

夏期 スタートゼミ

年中

（各６名）

夏から始める年中さんにピッタ
リなコースです。基礎的なもの
を扱いますので、８月に行う夏
期総合ゼミにつながります。併
用もおすすめです。

7/28・29
10：00～11：30

自
由
が
丘

22,000円 11,000円

夏期 総合ゼミ

10月から始める「新年長クラ
ス」を見据えて、全ての領域の
定着を目指しましょう。体操や
行動観察なども組み合わせて
います。

8/23・24・25
10：00～12：30

44,000円 22,000円

夏期 年少ゼミ
年少

（６名）

はじめての夏期講習です。ペー
パー学習よりも口頭試問に比重
を置いて、一人ひとりへきめ細
かい個別指導をいたします。年
少のこの時期から始めておいた
方が良いことをお伝えします。

8/19・20
10：00～11：30

23,500円 11,750円

夏期のいずれかの方法でお申込みください。

サマープログラムお申込み方法

受講料のお支払いについて

① お申込書を城南ブレインパークの教室にご提出ください。

② お電話で

③ Eメールで

④ 「連絡あぷり」のアンケートからお申込みください。 （くぼたのうけん・りんご塾校内生の方のみ）

［城南ブレインパーク本部 月～金 10：00～17：00］044-246-5002

E-メールアドレス： brainpark@johnan.co.jp
件名：サマープログラム申込み
本文：お子様のお名前・学年・ご希望のプログラムを必ずご記載ください。

くぼたのうけん

小学校受験コース

自由が丘・立川・表参道・豊洲・お茶の水・

新浦安に校舎を展開しています。

各校舎のご案内や各サービスの詳細は

城南ブレインパークHPをご覧ください。

Twitter
くぼたのうけん
Instagram

りんご塾
Instagram

城南ブレインパークのSNS

＜校内生＞

・お申込いただいた月の翌月27日支払いとなります。授業料と合算してご請求いたします。
＜サマープログラム生＞
・振込用紙をお申込手続き完了後、1週間程度でご郵送いたします。

振込用紙記載の期日までにお振込みください。

（コンビニエンスストア、郵便局でお振込みいただきますと、振込手数料は無料となります。）

・城南ブレインパーク教室での現金のお取り扱いはできません。

※講座開始後のキャンセル・返金は出来ません。予めご了承ください。


