
TEL&FAX ０４７－４４３－１０１０小学5年生～小学６年生

12月2５日（日）～ 12月2８日（水）12月2５日（日）～ 12月2８日（水）

＆１月４日（水）～ 6日（金）＆１月４日（水）～ 6日（金）
テストも含め全７日間

１． ＬＡＰＩＳの小学生に託すこと１． ＬＡＰＩＳの小学生に託すこと

＜LAPIS生のあなたへ＞＜LAPIS生のあなたへ＞

うきうき楽しいクリスマスとお正月が近づいていますね。今年の冬休みはどんな楽しいことがあるのかな？

そんな楽しい冬休みの中、お勉強のお知らせです。すみません。

LAPISで勉強して、いろんなことができる「スーパー小学生」になることをめざします。

学校ではやらないような少しむずかしいことも楽しく勉強していきましょうね。

冬期講習は、国語・算数（英語）の勉強のほかに、理社の実力テスト対策、

大賞を取れば図書カードがもらえる「新聞日記」も行います。じっくり新聞を読んでくださいね。

＜おうちの方へ＞＜おうちの方へ＞

LAPISでは、中学校で学年上位に入り、地域トップ校である船橋高校・東葛飾高校・薬園台高校や

鎌ヶ谷高校以上の上位高校に入学し、国立大学や早稲田・慶応・上智大学やＧＭＡＲＣＨ（学習院、青山、明治、

立教、中央、法政）などの大学に進み、授かった命を人のために使える人間を育成することを目指して

います。

ねばり強く考える力や一生懸命に取り組む力をつけるために、LAPISでは少し難しい応用問題も含む教材を使って

います。しかし基礎基本が身につかなければ応用が利くはずもありません。言葉の概念を、楽しくわかりやすく

教えたあと、基礎基本が身につくまでトレーニングを繰り返しながら、応用問題に取り組みます。

ＬAPISで、この取り組みを始めた１９年前、小学生の時から指導した生徒たち１５名中１４名が

学年１位を経験し、そのうち９名が県立船橋高校に合格、そのほか６名の生徒が薬園台高校、

東邦大東邦高校に進学しました。

現在の中学１年生から中学３年生も、小学生のときからＬAPISにいた生徒２７名中

学年１０位以内 ６名 およそ２２％が学年１０位以内！

学年３０位以内 １４名 およそ５０％が学年３０位以内！

学年５０位以内 ２０名 およそ７５％が学年５０位以内！

５０位以内に入っていない生徒には手厚く面倒見るようにしています。

わたしたちは、このような生徒たちを毎年育てたくて、授業を楽しくわかりやすくやっています。

また、知識を定着させるためにトレーニングを繰り返し繰り返しやっています。

そのためには、生徒たちにとことんつきあいます。

今来ている生徒たちにも同じような素敵な経験を積ませたいと考えております。

お子さまが宿題などで苦しんでいるときもあるでしょうが、どうぞご理解ください。

また、ご要望・お気づきの点はなんなりとおっしゃっていただけたらたいへんありがたく存じます。

よろしくお願いいたします。



TEL&FAX ０４７－４４３－１０１０

２． 冬期講習の前に２． 冬期講習の前に

を教えます。かしこくなるコツかしこくなるコツ

学校の授業をいっしょうけんめい聴いて、授業中にできることは、どんどんやってしまうことです。

何もせずに待っているのではなく、授業中に時間があまったら授業中に時間があまったら

宿題に出そうなところや 。先のところをどんどんやってしまいましょう先のところをどんどんやってしまいましょう

先にやってしまえば、おうちではゆっくりできて、その上かしこくなれますよ。

授業中に覚えてしまってください。授業中に覚えてしまってください。また、授業をいっしょうけんめい聴くだけではなく、

です。「覚える」とは 「見なくとも言える。見なくとも書ける 」こと「覚える」とは 「見なくとも言える。見なくとも書ける 」こと、 。、 。

これだけはいつでもやってくださいね。

小５・小６生には１月の実力テストに向けて算数や理科、社会の宿題を出します。

ので、冬期講習が始まる前から取り組んでみましょう。プリントを配布しますプリントを配布します

再テストで居残り勉強をしないですむように練習しておいてください。再テストで居残り勉強をしないですむように練習しておいてください。漢字テストもありますから

紹介特典があります。紹介特典があります。
紹介してくださった方、紹介で入校した方のそれぞれに特典があります。

弟妹割引があります。弟妹割引があります。
兄弟で講習費の低い方が弟妹割引の対象になります。

鎌ヶ谷にＬＡＰＩＳができて２０年鎌ヶ谷にＬＡＰＩＳができて２０年

船高・東葛飾・薬園台・小金 １５２名合格船高・東葛飾・薬園台・小金 １５２名合格

鎌ヶ谷高校 １１１名合格鎌ヶ谷高校 １１１名合格
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小５小５

(１) 日程 12月2５日～２８日＆１月４日～6日(１) 日程 12月2５日～２８日＆１月４日～6日

午後4：３０集合 ４：３０～５：５０午後4：３０集合 ４：３０～５：５０
実力テスト＆直し １月６日（金） 午後１：３０～５：３０

に入り、船橋高校か東葛飾高校に合格するための基礎力をつける、または、中学校で学年１０位以内中学校で学年１０位以内

をねらう生徒のためのクラスです。中学校で学年上位中学校で学年上位

素早く正確に分数の計算をする練習と、算数・数学の大きなヤマ場である「割合」の文章題や「円」の

学習を進めます。

１日7０分授業×１つ。２日で１セット。たとえば下表。実際には教科の順が異なることがあります。

4:30 5:50 4:30 5:50( ～ ( ～１日目) ２日目）

国語・英語 算数・理科社会

(２) 指導内容(２) 指導内容

・・実力テストに向けた勉強をします。国語・英語国語・英語

を行います。漢字テストは完璧合格を目指します。漢字テスト漢字テスト

英語は、児童英語研究所の「トーキングトレーナー 「ジュニアパル」で学習を進めます。」

語彙を増やし、小６までに英検５級合格、中３までに英検準２級合格を目指します。

・・分数計算トレーニング、 、小５の総まとめ。算数 分数と割合、円算数 分数と割合、円

・・１月の実力テスト範囲を学習します。 や で宿題を出します。理科・社会 塾教材コア 演習教材理科・社会 塾教材コア 演習教材

算数の授業内で質問の受付と宿題のチェックを行います。

・・新聞を 「新聞日記帳」に する宿題が出ます。各学年から男女一人ずつ新聞日記 毎日読み コメントを記入新聞日記 毎日読み コメントを記入、

「 」が選出され、大賞受賞者には、図書カードが進呈されます。新聞を読んで、新聞日記大賞新聞日記大賞

。 （ ） （ ） 。世の中のことをいっぱい知りましょう １２月２４日 土 から１月５日 木 の期間に実施します

(３) 実力テスト＆直し(３) 実力テスト＆直し

１月６日（金） 午後１：３０～５：３０１月６日（金） 午後１：３０～５：３０

高校受験にそなえた偏差値が出るテストを行います。学校のテストより少し難しいレベルです。国語、算数、

理科、社会、英語の５教科のテストとテスト直しを行います。テストに備えて、１２月初めから家庭学習の

宿題も出ます。塾では３月から新学年となり、小６となります。このテストは と新小６クラス分けの資料新小６クラス分けの資料

なります。

(４) 講習費用 1２,００0円（税込１３,２００円）(４) 講習費用 1２,００0円（税込１３,２００円）

プラス個別指導１科目４回〔８０分×４〕 プラス12,000円プラス個別指導１科目４回〔８０分×４〕 プラス12,000円

（税込 13,200円）（税込 13,200円）

(５) 平常授業は１月１０日（火）以降から(５) 平常授業は１月１０日（火）以降から
塾は になり、新小６の授業がスタートします。３月から新学年３月から新学年

この案内に記載されている内容以外の選択をご希望の方は遠慮なくおっしゃってください。
たとえば 「１科目だけ受講したい 「 月だけ受講したい」などです。、 」 12

（ ）の金額は税込価格です。

冬期講習のみの新規生は講習費以外にテスト費 円（ 円）をご納入いただきます。3,000 3,300
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小６小６

(１) 日程 12月2５日～２８日＆１月４日～6日(１) 日程 12月2５日～２８日＆１月４日～6日

１組 午後３：３０～４：５０１組 午後３：３０～４：５０

２組 午後４：３０～５：５０２組 午後４：３０～５：５０
実力テスト＆直し １月６日（金） 午後１：３０～５：３０

中学校で学年２０位以内に入り、船橋高校か東葛飾高校に合格するための力をつけましょう。

または中学校で学年上位に入り、県内上位校に合格するための力をつけるクラスです。

引き続き小６の学習内容をすすめ、応用力を身につけます。

１日７０分授業×１つ。２日で１セット。たとえば下表。実際には教科の順が異なることがあります。

１日目） ２日目）( (

3:30 4:50 4:30 5:50 3:30 4:50 4:30 5:50①組 ～ ／②組 ～ ①組 ～ ／②組 ～

国語・英語 算数・理科社会

(２) 指導内容(２) 指導内容

・・実力テストに向けた勉強をします。国語・英語国語・英語

を行います。漢字テストは完璧合格を目指します。漢字テスト漢字テスト

英語は、児童英語研究所の「トーキングトレーナー 「ジュニアパル」で学習を進めます。」

語彙を増やし、小６までに英検５級合格、中３までに英検準２級合格を目指します。

・・計算トレーニング、場合の数、単位、実力テストに向けて 。算数 小６の総まとめ算数 小６の総まとめ

・・１月の実力テスト範囲を学習します。塾教材（コア）や演習教材で宿題を出します。理科・社会理科・社会

算数の授業内では質問の受付と宿題のチェックを行います。

・・ を毎日２ページずつ読んで、読んだ人物に対する感想や、わかったことを歴史人物歴史人物 「「 歴史人物新聞」歴史人物新聞」

書く宿題が算数の時間に出ます。

・・新聞を 「新聞日記帳」に する宿題が出ます。各学年から男女一人ずつ新聞日記新聞日記 毎日読み コメントを記入毎日読み コメントを記入、

「 」が選出され、大賞受賞者には、図書カードが進呈されます。新聞を読んで、新聞日記大賞新聞日記大賞

。 （ ） （ ） 。世の中のことをいっぱい知りましょう １２月2４日 土 から１月５日 木 の期間に実施します

(３) 実力テスト＆直し(３) 実力テスト＆直し

１月６日（金） 午後１：３０～５：３０１月６日（金） 午後１：３０～５：３０

高校受験にそなえた偏差値が出るテストを行います。学校のテストより少し難しいレベルです。国語、算数、

理科、社会、英語の５教科のテストとテスト直しを行います。テストに備えて、１２月初めから家庭学習の

宿題も出ます。塾では３月から新学年となり、中１となります。このテストは と新中１クラス分けの資料新中１クラス分けの資料

なります。

(４) 講習費用 1２,００0円（税込１３,２００円）(４) 講習費用 1２,００0円（税込１３,２００円）

プラス個別指導１科目４回〔８０分×４〕 プラス12,000円プラス個別指導１科目４回〔８０分×４〕 プラス12,000円

（税込 13,200円）（税込 13,200円）

(５) 平常授業は１月１０日（火）以降から(５) 平常授業は１月１０日（火）以降から

２月からは「中学準備英語講座」を開講（内部生は無料）２月からは「中学準備英語講座」を開講（内部生は無料）
２月からは「中学準備英語講座（週１ 」を内部生は無料で受講できます。おたのしみに！）

火曜の時間が伸びますが授業料は据え置きで変わりません。

この案内に記載されている内容以外の選択をご希望の方は遠慮なくおっしゃってください。
たとえば 「１科目だけ受講したい 「 月だけ受講したい」などです。、 」 12

（ ）の金額は税込価格です。

冬期講習のみの新規生は講習費以外にテスト費 円（ 円）をご納入いただきます。3,000 3,300


