
【 コース案内】小学生

小２～小６対象○グリムスクール

本を読むのがたのしくなる魔法のようなプログラム。それがグリムスクールです。グリムス

クールは、一冊の童話やドキュメンタリーについて３つの「作戦（ゲーム）」をします。お

となしく勉強するのとは大きく違い、楽しみながら「聞く力・読む力・話す力・書く力」が

身につく画期的なプログラムです。ＬＡＰＩＳでは、生徒全員がこの素敵なプログラムを受

講できるように、全国の塾の中でも先がけて国語の授業の中にとり入れ、国語力を高めてい

ます。このグリムスクールは㈱ベネッセビースタジオと㈱スプリックスの共同開発プログラ

ムです。

週１回 ９,０００円～１１,０００円／月

小４～小６対象○実力錬成コース

中学校で学年トップレベルや上位になり、学ぶ楽しさを知り、学習の

仕方を身につけるためのコースです。例年、小学生から在籍していた

子どもたちの多くが県立船橋高校、東葛飾高校、薬園台高校、小金高

校、鎌ヶ谷高校など、上位の高校に合格しています。

学校で習う基礎的な内容はもちろん、小学校では取り扱わなくなった難しい内容まで学習し、

１クラス８～１２名程度で学習します。

小４～小６の算数は「学校の教科書」レベルから応用問題まで学ぶ教材を使用し、高い応用

力を身につけます。単に学校の教科書に対応するのではなく、各学年とも発展内容まで学習

し、考える力、最後までやりぬく力を育てます。

小学校で小６の１学期にやっている分数の乗除をLAPISでは小５までに修了します。

小６では難しい計算練習をし、文章題を多く学習します。国語は漢字学習に加え、読書好き

になるｸﾞﾘﾑｽｸｰﾙ（前記参照）を全員に実施します。その他、小５～小６生は国語の読解を行

います。小２～小６には英語も指導します。英語は「児童英語研究所」が開発した「500Bas

ic Words」「トーキングトレーナー」「ジュニアパル」を使い、英検４級や３級レベルの英

文を素読、ドリルトレーニングします。理科・社会は、ワークや読み物教材を持たせ、テス

トに向けた勉強のやり方を指導します。

小２ 午後４：３０～６：３０ ６０分×２を週１日

小３・小４ 午後４：１５～６：３０ ６０分×２と１５分を週１日

午後５：００～６：３０ ４５分×２を週２日小５・小
小５・小６

２ヶ月に１回程度「算数特訓講座」を開講します。

※中学受験指導は行っておりません。



◇プラス個別指導Ｌａ・ｐｉｃｏ

先生１人に生徒が２人。（中学受験指導は行いません。）

前述の平常授業に加えて個別指導を加えるコースです。

・希望科目

１科目週１回８０分 月４回プラス１０,０００円～

欠席した場合の振替授業は行わず、授業前後や授業中にフォローします。

小３～小６対象○速読講座「Brain Boost」
ﾌﾞﾚｲﾝﾌﾞｰｽﾄ

１分で１冊の本が読め、内容も頭に入るという速読システムです。パソコンやタブレ

ットを使って教室（ＬＡＰＩＳ）で行います。

LAPIS生･そのご家族 週１回 ８,０００円／月

2020年1月申込 6,000円／月

2020年2月申込 7,000円／月

外部生 週１回 １０,０００円／月

小２～小６対象○プログラミング講座「QUREO」
ｷｭﾚｵ

プログラミング未体験でも楽しく学習を進めることができ、本格的なプログラミング

の基礎となる技術力を身につけることができます。

ＬＡＰＩＳ生 週１回 ７,０００円／月

外部生 週１回 ８,０００円／月



○英語検定、漢字検定のすすめ

ＬＡＰＩＳ鎌ヶ谷は検定の準会場指定を受けています。塾内で英検や漢検、数検を受検する

ことができます。また英検・漢検の対策教材を配布、英検対策、漢検対策をして合格を促し

ています。６月､１０月､１月(漢検は８月も)の検定でさらに上級を目指してください。小学

生のうちに英検５級合格は当然として、英検４級､３級合格をめざしましょう。また漢検は小

４で７級､小５で６級､小６で５級に合格しましょう。



［週１日］・小学２年生の授業料

（４月から）

教材･ﾌﾟﾘﾝﾄ費年間
小学２年生/月 通塾日数

（管理費を含む）

国語 14,000円 週60分×１回 9,000円 週１日

☆ 国語は４月から始まります。

☆ このほか年間テスト費 7,500円（３回分）を納入いただきます。

☆ 兄、姉が小学生・中学生のときに弟妹割引があります。

月授業料何科目でも6,000円。

夏期講習費半額。

☆ 小２の春期講習・冬期講習はありません。

すべて税抜きとなっております。別途 消費税をいただきます。



［週１日］・小学３年生の授業料

教材･ﾌﾟﾘﾝﾄ費年間
小学３年生/月 通塾日数

（管理費を含む）

国語 14,000円 週60分×１回 9,000円 週１日

☆ このほか年間テスト費 7,500円（３回分）を納入いただきます。

☆ 兄、姉が小学生・中学生のときに弟妹割引があります。

月授業料何科目でも6,000円。

夏期講習費半額。春期講習・冬期講習はありません。

［週１日］・小学４年生の授業料

教材･ﾌﾟﾘﾝﾄ費年間
小学４年生/月 通塾日数

（管理費を含む）

週60分×２回 週１日
国算英３科 18,000円 15,000円

＋15分 4:15 ～6:30

週８０分×１回 ＋10,000円／月

ﾌﾟﾗｽ個別指導 なし 週８０分×２回 ＋20,000円／月

週８０分×３回 ＋30,000円／月

☆ このほか年間テスト費 7,500円（３回分）を納入いただきます。

☆ 兄、姉が小学生・中学生のときに弟妹割引があります。

月授業料何科目でも6,000円。

夏期講習費半額。春期講習・冬期講習はありません。

☆ 国語・算数から１科目の選択もできます。9,000円／月。

すべて税抜きとなっております。別途 消費税をいただきます。

すべて税抜きとなっております。別途 消費税をいただきます。



［週１～２日＋算数特訓］・小学５年生の授業料
（３月までは小４と同じです。４月から下記となります。）

教材･ﾌﾟﾘﾝﾄ費年間
小学５年生 ／月 通塾日数

（管理費を含む）

算数・英語 20,000円 週45分×２回 11,000円 週１日

国語 20,000円 週45分×２回 11,000円 週１日

国算英理社 週２日★小５特別価格★
20,000円

５科 週45分×４回 15,000円 5:00 ～6:30

週８０分×１回 ＋10,000円／月

ﾌﾟﾗｽ個別指導 なし 週８０分×２回 ＋20,000円／月

週８０分×３回 ＋30,000円／月

［週１～２日＋算数特訓］・小学６年生の授業料

教材･ﾌﾟﾘﾝﾄ費年間
小学６年生 ／月 通塾日数

（管理費を含む）

算数・英語 20,000円 週45分×２回 11,000円 週１日

国語 20,000円 週45分×２回 11,000円 週１日

国算英理社 週２日★小６特別価格★
20,000円

５科 週45分×４回 15,000円 5:00 ～6:30

週８０分×１回 ＋10,000円／月

ﾌﾟﾗｽ個別指導 なし 週８０分×２回 ＋20,000円／月

週８０分×３回 ＋30,000円／月

小５生、小６生とも

算数では、２ヶ月に１回程度「算数特訓講座」を開講します。(無料・授業料に含む)

☆ 実力テストに向けて「理科・社会」の指導もします。

☆ このほか年間テスト費 7,500円（３回分）を納入いただきます。

☆ 兄、姉が小学生・中学生のときに弟妹割引があります。

月授業料何科目でも6,000円。

春期講習何科目でも4,000円。夏期講習費半額。冬期講習何科目でも6,000円。

すべて税抜きとなっております。別途 消費税をいただきます。

すべて税抜きとなっております。別途 消費税をいただきます。
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小学生について

小学校の現状と「基礎力」について

公立小学校のテストで９０点以上をとっていても基礎力が充分であると言える状況にはあ

りません。本来の基礎力には「読み書きそろばん」は単に「できる」だけではなく、「スピ

ード」が求められます。先生が解くのと同じスピードで解けることを「できる」と言います。

一方、考えることにおいては「じっくりゆっくり何通りのことも考えられる」ことが基礎力

です。

基礎力がすべてを語る。基礎力を養う。

基礎力を養うキーポイントは「最後まで落ち着いて聴けること」「上手に文字を読めるこ

と、ていねいに書けること」そして「自分の言葉で説明できること」「自分で行動できるこ

と」です。この姿勢を身につけることとそのトレーニングが学習能力の飛躍的向上につなが

ります。逆の立場、つまり親側、指導者として留意することは「最後までじっくり聴いてあ

げること」「上手な読み方・リズムのお手本を示してあげること」「口まねさせること」そ

れから「考えている過程の邪魔をしない＝じっくり待つこと」「やらせてみること」です。

「待つこと」特に「できなくても待つこと」は難しいかもしれませんが、ご家庭で指導なさ

る場合もこれらの点にご留意ください。

小学４～５年生の算数は急ぎ足

小４と小５の算数の学習内容は盛りだくさんです。その中でも小４は算数、数学の基礎と

なる分数・小数、割合の基礎、円など、学習内容が非常に多く、多くの小学校では学習内容

を身に付けないままに先に進んでしまうようです。

ＬＡＰＩＳでは定着を図りながら授業を進めますが、学校の進度に間に合わせるためには

急ぎ足で授業を進める必要もあります。できるだけ定着を図るために小５からは、２ヶ月に

１回程度「算数特訓講座」を開講します。小５のときに小４の内容もじっくり復習します。

２ヶ月間に学習したことが本当にできるようになっているかもう一度やってみる「算数特訓

講座」です。できないところは個別に指導します。

春期 夏期 冬期の授業時間

春休み、夏休み、冬休みには通常とはちがう時間（朝や昼間など）で季節講習を行います。

それぞれ事前に授業予定をご連絡いたします（費用別途）。その間の通常授業は行いません。

そのため、８月の通常授業料はいただきません。



宿 題

どの教科も宿題が出ます。宿題のやり方も指示します。やり方を守ってやっているかをご

家庭でもチェックくださると、とてもありがたいです。解けないところは空欄でかまいませ

ん。解けないところは次の授業などでフォローいたします。

宿題をやってこない場合、叱りはしません。にこにこしながら「（塾で）残ってやってい

ってね」と言います。遅くなるときは連絡させます。あまりに時間がかかる場合には別の日

に来てもらうこともあります。毎回の宿題はホームページ宿題ｂｌｏｇ（ブログ）で確認で

きます。欠席時にもご活用ください。「塾ＬＡＰＩＳ」もしくは「塾ＬＡＰＩＳ 授業内容

と宿題」で検索してください。ｂｌｏｇへの掲載が遅れることもございます。その場合はお

電話ください。

宿題についてのご家庭での対応

小学生の場合、学校の宿題が簡単なために、宿題はすべて解かないと、あるいは正解して

いないと宿題をやってきたことにならないと勘違いしている生徒が多いようです。できない

ところをできるようにするのが塾の役目です。わからないところを飛ばして「質問マーク」

をつけなさいとアドバイスしてやってください。ご自宅で教えることができる場合にはどん

どん教えてかまいませんし、先に進ませてもかまいません。

塾では、勉強をなるべく楽しめるように、また、やる気を持たせるように指導・アドバイ

スして参りますが、子どもたちも人間です。いつでも絶好調というわけにはまいりません。

子どもさんの表情を注意深く観(み)ていただき、親御様は支え役になってあげてください。

キーポイントは「押しつけることもあってＯＫですが、ときにはひいてあげること」「とき

には黙って聞くこと」「なるほどそうかと共感すること」「じゃあ、どうしたらいいだろう

ね？」と子どもに時間をあげることです。子どもから答えが出てこなくても、よしとしてく

ださい。黙っているということは、頭の中でいろいろ考えていますから。

「親」という字は「木」の上に「立」って「見」ると書きます。素敵な言葉ですね。

子どもさんが質問してくることもあると思います。そんなときは、まずは本人に問題を音

読させ、その中で「わからないことばはある？」と尋ねてやってください。わからない言葉

がわかるとすぐに解けることがよくあります。

塾への持ち物

塾で使用する塾用教材、これに、ノート、筆記用具です。

ノートは学校で使用しているものと同じ形式の「算数ノート」「連絡帳」を持参ください。

小６生は「計算トレーニング用の算数ノート」「教材コア用の算数ノート」「歴史新聞ノー

ト」と教材によって分けると勉強しやすいです。できましたら携帯電話、特にスマートフォ

ンは持たせないでください。残念ながら、子どもたちは携帯電話をロクなことに使っていま

せん。無用かと思います。塾の電話は無料で使えます。



遅刻・欠席

遅刻・欠席の場合は、なるべくご家庭よりご連絡ください。ご連絡がない場合、こちらか

ら確認のお電話を入れることがあります。休んでしまった授業内容については、授業中や授

業前後でフォローします。

行事予定など

毎月の中旬に、お子さまを通じ、塾の様子、行事予定、季節講習案内、受験に関する情報、

保護者面談などのご案内をさしあげます。（「ＬＡＰＩＳ通信」）

授業料他

「小学生 年間授業料予定（ｐ37）」をご覧ください。毎月末に翌月分授業料を郵便局から

口座振替します。（前納制）



小学生 授業料年間予定
すべて税抜きとなっております。別途 消費税をいただきます。

（入塾時のみ／１世帯１回のみ）入塾金

内部生・卒業生の紹介の場合は全額免除２０,０００円

年間 教材・プリント費

国語小２・小３ １４,０００円

国・算・英の３教科小４ １８,０００円

国・算・英・理・社の５教科小５～小６ ２０,０００円

４・８・１月年間 塾内テスト費 ７,５００円

月授業 春期講習 夏期講習 冬期講習

9,000円
小学２年生 9,000円 お休みです お休みです

(18,000円)

9,000円
小学３年生 9,000円 お休みです お休みです

(18,000円)

15,000円
小学４年生 15,000円 お休みです お休みです

(18,000円)

9,000円 15,000円★小5特別価格
小学５年生 12,000円

15,000円 １科は6,000円 (24,000円)

9,000円 15,000円★小6特別価格
小学６年生 12,000円

15,000円 １科は6,000円 (24,000円)

夏期講習費について上段は今年の料金、下段（ ）内は例年の料金

上記以外の科目選択もできます。ご相談ください。

スノボー＆スキースクールもあります（希望者） 32,000円

）３月下旬 福島県たかつえスキー場（貸スキー、貸しウェアのみ別費用

☆ 兄、姉が小学生・中学生のときに弟妹割引があります。

月授業料何科目でも6,000円

春期講習何科目でも4,000円

夏期講習費半額

冬期講習何科目でも6,000円


