やればできる、みんなすばらしい可能性がある！

ワールド・アカデミー 2019～20冬期講習
最も大事な時期「きめ細かく指導します！」

学力増進の秘訣の三大要素
①基礎力がしっかりしていること
②自分のレベルにあった教材で学習すること
③暗記学習、反復学習、熟考学習をすること
( １ ) 個人別に教材を 用意し 、 自分の弱点やわから ない内容から 学習し ていく ので今までの
内容を 確実に理解し ていく こ と ができ ます。
( ２ ) 勉強する ペースはほかの人たち にあわせる 必要はあり ません。 だから 、 わから ないと
こ と は何度も 練習し 、 でき る と こ ろ はどんどん進むこ と ができ ます。
( ３ ) 中３ 生は最後の追い込みです。 志望校の合格目標点を 想定し 、 自分の教科学力に応じ
教科の比重を 考えて、 個人にあっ た学習内容を 指導し ていき ます。

いよいよラストスパートをかけるときがきた！

中学校内容の不安を取り除き自信を持ってもらい、やる気
と希望を感じてもらうための先取り 特別費用コースです。

12/24(火)25(水)26(木)27(金)28(土)29(日)
Ａコース 10:30～11:10
Ｂコース 11:20～12:00

12/22(日)（22日は10：30～17：00） 23(月)（23日は13：00～）
24(火)25(水)26(木)27(金)28(土)29(日)
1/4(土)５(日)（5日は10：30～17：00）

算数・国語
１コマ１教科

12/24(火）25(水)26(木)27(金)28(土)29(日)
1/4(土) 17:30～19:00
費用 6,000円（一般）5,000円（会員）
（先行：4,000円）（先行：3,000円）（教材費用含みます。）

教科書内容を中心とし、基礎力の完成から応用力
の育成をはかります。学校のテストは９０点以上を
取得することを目標とし、基礎力はもちろん確かな
実力をつけていくための土台作りの場です。

費用
Ａコース
Ｂコース

◆Ａコース ①10:30～17:00
◆Ｂコース ①10:30～17:00 プラス②17:30～19:00
◆Ｃコース ①10:30～17:00 プラス③19:10～21:00

（教材費用

小学６生 英数先取り

小学１～５生

入試内容は中３内容までなのですが、学校ではまだまだ
未学習の内容があります。冬休みは弱点克服と未学習内容
の先取りを行い、入試問題レベルに対応できる力を育成します。

一般（先行）
49,000円(46,000円)
56,000円(52,000円)
58,000円(54,000円)

早めに中学内容を学習

総まとめコース

中３生 入試実践演習

費用
Ａコース
Ｂコース
Ｃコース

冬休みは受験生にとって、最終調整の時期です。
とにかく甘えは許されま
せん。
しかし、がむしゃらに多量の宿題をしたり、難問をたくさんすればいい
というわけではありません。自分の志望校にあわせた分だけの得点を獲得
できるために全力を注がないと無駄な労力となります。そのため、個人の課
題にあった問題を見極めて指導していきます。
受験生以外の学年のかたには、現在の弱点を克服することを第一目標と
し、現学年の総まとめができるように指導していきます。

一般（先行）
会員（先行）
7,000円(6,500円) 6,500円(6,000円)
7,000円(6,500円) 6,500円(6,000円)

年長ー小学入試直前講座

（教材費用含みます。
）

小６生 守山中学受験コース
守山中学受験コース

会員（先行）
46,000円(43,000円)
53,000円(50,000円)
55,000円(52,000円)

滋賀光泉・兄弟社中学

算数・国語（理科・社会）
国語・作文・適正検査・面接特訓

中2・１生

個人のペースを 重要視し 、 弱点を 徹底的に学習し ます。 中途半端に学習し て
も 無駄になり ますので、 １ 教科や２ 教科に絞っ て徹底的な理解を 目指し ます。
個人のペースを重要視し、弱点を徹底的に学習します。中途半端に学習して
も無駄になりますので、１教科や２教科に絞って徹底的な理解を目指します。

12/23(月) （23日は13：00～）
24(火)25(水)26(木)27(金)28(土)29(日).1/4(土)

その「 生徒像」 にふさ わし い
状況で 試験に対応で き る
こ と が合格の秘訣で す。

作文や面接では自分の考えをしっかりと表現する力
が要求されます。正しく論理的に表現する力の育成
（教材費用含みます。
）
を目指します。

はさみ、色塗り、形作り、粘土利用、記憶
礼儀、運動、面接 などトータルに練習します。

費用 39,000円（一般） 38,000円（会員）
（先行：3,7000円） （先行：36,000円）

★ 時間9：00～10：00
12/22(日)24(火)25(水)、27(金)28(土)29(日)
1/4(土)5(日)
（教材費用含みます。）
対象：年長 （定員 各８名）
あと１名
持物：色鉛筆、鉛筆、のり、はさみ
服装：簡単な運動ができる服装
費用：34,000円（一般）32,000円（会員）
（先行：32,000円）（先行：30,000円）

小学生 キッズ英会話
小学校では、小３から英語授業が
開始され、小５で正式教科に！

Ａ，Ｃ それぞれ

Ａ/10:30～12:00
費用 一般:19,000円（先行:18,000円）
会員:18,000円（先行:17,000円）
Ｂ/13:00～17:00
小６英語・数学 中学準備先取り講座
Ｂ 費用 一般:36,000円（先行:34,000円）
Ｃ/17:30～19:00
会員:34,000円（先行:32,000円）
Ｄ/19:10～21:00

①12/24(火)27(金）定員8名
幼児～小２年
13:00～13:40
②12/26(木)28(土）定員8名
小学３～５年
13:00～13:40

フォニックスによる基本的な発音指導と
ゲームや英語の歌をとりいれて楽しく学習します。

Ｄ 費用 一般:22,000円（先行:21,000円）
会員:20,000円（先行:19,000円）

希望者には親面接を実施します

費用

2,600円（一般） 2,200円（会員）
（先行：2,400円）（先行：2,000円）

（教材費用２,000円を含みます。
）

１/5（10：00～12：00、13：00～）予定です。
詳細は、講習期間にてお知らせします。

（教材費用含みます。
）

受付 10：00～16：00
ワールド・アカデミー 19：00～21：00
（日祝除）

★直前単発講座★

★先行申込割引制度★ 11月29日までに
お申込・ご入金の場合となります。
★最終締切 12月17日（火）
we-are-the-world115@docomo.ne.jp
★予約メール受付は we-are-the-world115@ezweb.ne.jp
栗東市小平井3-1-6 http://www.world-academy.net コース・定員により、先着お申し込みを優先させていただきます。
★一旦ご入金いただいた費用はご返金できませんので、ご注意ください。 ご入金の口座は、滋賀銀行 大宝支店 普通183018 ユ）サンクス

受付 10：00～
21：00 （日祝除）

1/6(月)15：40～16:30 定員８名 あと２名
1/7(火)15：40～16:30 定員８名 あと２名
費用：3,500円（単発講座のみ）
3,000円（上記講習の受講者）

TEL 077(551)1439

□ 会員生の方も、申込書と現金をそえてご提出ください。

費用

円

⎆⎦⎼⍷

・単発講座 □（1/6） □(1/7)

ワールド・アカデミー
空手教室

小平井道場

石田動物病院

霊仙寺５丁目交差点
草津東高校

年長 □入試直前講座

生協診療所

□中３ （□A,□B,□C） □中２（□A,□B,□C,□Ｄ) □中１ （□A,□B,□C,□Ｄ）
□小６英数先取り 中２・１教科選択（英・数・国・理・社）
◆小学生１～５生
□Ą□Ｂ 教科（ 算数・ 国語） □中学受験（小６） □キッズ英会話 （□① □②）

⏥␀␝⏎␖␀␝

印

葉山川

）

京都銀行

（

A

スクエア

関西⏌␢⏺␝銀行

保護者

電話

）

⏙␖⏺␔␢␅␢␊

氏名

小学校
中学校
幼児園・保育園

いしい歯科

－

年長

学校名

京都
信用金庫

住 （
所

年

男
女

月 日

⏥␀␝⏎␖␀␝

2019～20 冬期講習会 参加申込書 （ 会員 ・ 一般 ）

令和元年

福屋工務店

切り取って 送付または提出してください。

フリガナ

試験をする先生には
こんな子どもに来てほしい
という「生徒像」があります！

12/22(日)23(月)24(火)25(水)26(木)27(金)28(土)29(日)、
1/4(土）5(日)
１３:００～１７:００

６,000円を含みます。
）

弱点克服コース・得意教科育成コース

小
中

小学校受験に向けて あいさつ・礼儀・作法から
面接練習・運動検査・積極的な発表練習など
子どもたちの能力を引き出します。

コスモ石油
キリン堂

アルペン
ネーブル大宝
カー用品の
平和堂
ジェームズ

関西みらい 滋賀銀行
〒
銀行

至 守山

栗東駅
草津駅

平八池

草津駅からおよそ２ｋｍ
栗東駅からおよそ1.5ｋｍ
南草津駅から車で約15分

動物病院
苅原交差点
治田西幼児園

治田西小学校 体育館

白い２階建の黄色い看板が目印

空手教室

治田西道場

