
サマープログラムをご受講後、

本入会した方は入会金が無料

になります！

特典
１

※城南進研グループ

育脳×S T E A M教育の複合型スクール

サマープログラム2022 は

「ファン サマー プロジェクト」と「スペシャル サマー コース」の２本立て！
この夏も、たくさんの学びをお届けします！

スペシャル サマー コース
夏休みに力をつける夏のスペシャルレッスンです。目的に向かって、ぐんぐん力を伸ばしていきます。

お友だち紹介で本入会した場合は、

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！

特典
２

ファン サマー プロジェクト
自由研究にもピッタリの、わくわくするスポットレッスンです。

次の方は、お得な城南ブレインパーク生料金（BP生料金）で受講していただけます。

★城南ブレインパークに在籍の方とそのご兄弟・お友だち

★城南進研グループ（※下記参照）のサービスを利用している方とそのご兄弟

※その他の方は、一般生料金にてご受講いただけます。

※上記の特典１・２は、「城南ブレインパーク」の教室へのご入会に限ります。



校 舎 プログラム 対 象 内 容 日 程 料 金

立川

身近なもので
『カリンバ』作り♪

小学生

（定員10名）

アトリエで作るカリンバは本体だけ
でなく、音色も自分だけのオリジナ
ル。世界にひとつだけのカリンバは
どんな音色になるのかな？

7/29（金）
10：00～12：00

(BP生)
4,000円
(一般生)
5,720円

ミニミニ コドモ
あいらんだ～立川

年少～年長

（定員10名）

アトリエ太陽の子コドモあいらんだ
～銀座のミニミニ版。今回は教室全
部をキャンパスにして遊びます！マ
スキングテープを使って教室どこで
も落書きしちゃおう♪

7/29（金）
15：00～16：00

(BP生)
2,000円
(一般生)
2,860円

豊洲
夏のゆらゆらモビー
ルをゆっくり作ろう！

小学生

（定員８名）

彩り豊かで涼し気な『ゆらゆらモ
ビール』を創ります。インテリアにも
自由研究にも最適です！

7/26（火）
15：20～16：50

(BP生)
3,000円
(一般生)
4,290円

※汚れてもよい服装でご参加ください。 ※料金には材料費が含まれています。

プログラム 対 象 校 舎 日 程 （全３回） 料金

ビスケットで夏休み！
どんな屋台がお好みですか？

「夏祭りの屋台」をテーマに設計図を描
いてプログラミング作品を創り上げま
しょう！

年長～

小学生

自由が丘
（定員７名）

8/2（火）・3（水）・4（木）
11：00～12：00 BP生

5,250円

一般生
7,500円

表参道
（定員５名）

8/5（金）・6（土）・7（日）
11：00～12：00

立川
（定員７名）

8/15（月）・22（月）・29（月）
15：30～16：30

★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。

7/24

（日）

Floating Paperclips （物理分野）

表面張力の実験です。水の表面にクリップを浮かばせ、
クリップを触らずに、魔法のように水に沈ませます。手
品？超能力？他にもいろいろなもので試してみます！

8/28

（日）

Colorful Milk （化学分野）

石鹸分子、脂肪分子の実験。ミルクの上に何種類かの色
を数滴落とし、ある魔法をかけると、色と色が勝手に動
き出し、複雑なマーブル模様になっていきます。

自由が丘 11：10～12：00 お茶の水 15：10～16：00

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。理科や英語への興味・関心

を自然と引き出していきます。この

夏、「科学者」になってみよう！！

対象 年中～小３生 料金
（各回）

BP生 2,640円
一般生 3,850円

7/24

（日）

Friendship 「友達ってなに？」

友達になるってどういうこと？
いい友達って？ 友達がいなくてもいい？

8/28

（日）

Rules 「ルールを守る？ 破る？」

誰がルールを作っているの？
なぜルールに従わなければならないの？
もしルールがなかったら、どうなる？

自由が丘 10:00～10:50 お茶の水 14:00～14:50

身の回りにある「問い」を考え、自由

に安心して発言できる環境の中で、

みんなで答えを探求していきます。

思考力・表現力・傾聴力・共感力・

ディベート力を高める新時代のレッ

スンです。

自由研究にもぴったりの
楽しい学びがたくさん！

タイピングやむずかしい言葉を使わず、ビジュアルで考え方を学べる幼児・低学年にお勧めの
プログラミング教室「ビスケット」。
夏と言えば、お祭り！ 自分だけの屋台をプログラミングで作っちゃおう！

渋谷区放課後児童クラブの

プログラムにも採用！

英語が初めてでも大丈夫！

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！

※カリンバ・モビールの作品はお持ち帰りいただけます。

P4C（ピー・フォー・シー）は
「こどものための哲学」
のレッスンです。

ゆらゆらモビール

コドモあいらんだ～

カリンバ

対象 年中～小３生 料金
（各回）

BP生 2,640円
一般生 3,850円



講 座 日 程
くぼたのうけん
小学校受験コース
在籍生料金

一般生料金

年長ペーパーベイシック＋絵画・制作 7/25（月）・26（火）・27（水） 9：30～12：00 59,840円 66,440円

年長個別＋受験体操 7/30（土）・31（日）・8/1（月） 9：30～12：00 59,840円 66,440円

年長ハイパー＋言語・面接 8/3（水）・4（木）・5（金） 9：30～12：00 59,840円 66,440円

年長行動観察＋スピード巧緻 8/5（金）・6（土）・7（日） ※時間はお問合せ下さい 59,840円 66,440円

講 座 講座内容 日 程
くぼたのうけん
小学校受験コース
在籍生料金

一般生料金

年長ペーパー特訓
ペーパー力のレベルアップに特化した
講座です。

8/9（火）～11（木祝）
13：00～14：30

49,940円 56,540円

年長難関絵画・制作
難関校の絵画・制作に対応した講座で
す。

8/4（木）
13：30～15：00

12,980円 14,080円

年長難関運動
難関校に対応した身体表現・リズム運
動・サーキットを行います。

8/11（木祝）
10：00～11：30

12,980円 14,080円

洗足学園小学校対策模試
洗足学園小学校に対応した対策模試を
行います。

8/12（金）
10：00～12：00

12,500円 13,500円

講 座 日程（①・②どちらかをお選びください） 講座内容 料金

年中夏期講習

【校内生必修】

① 7/30（土）・31（日）・8/1（月）

13：30～16：00
小学校受験に必要な分野をバランスよく行

います。年中の夏から受験対策を始める方、

年中のうちに基礎の力をつけておきたい方

にお勧めの講座です。

44,000円
② 8/23（火）・24（水）・25（木）

9：30～12：00

年中ステップアップ

① 8/8（月）・9（火）

13：00～14：30 難関校の受験を見据えた、レベルアップの

コースです。既に対策を始めていて、ステッ

プアップしたい方にお勧めの講座です。

22,000円
② 8/23（火）・24（水）

13：00～14：30

講 座 日 程 講座内容 料金

年少夏期講習
7/25（月）・26（火）

13：30～15：00

年少のこの時期に知っておきたいことや身に付けておきたい
ことを学びます。
これから小学校受験対策を始める方はもちろん、小学校受
験をご検討されている方にもお勧めの講座です。

22,000円

「くぼたのうけん小学校受験コース」は、くぼたのうけんから誕生した受験幼児教室です。

少人数制のきめ細かい指導で、各ご家庭に寄り添ってサポートいたします。

通常は「年中クラス」「年長クラス」の設置ですが、夏期講習は現在「年少」のお子様対象の

クラスもご用意しています。この夏、お子様の能力をぐんと伸ばしていきましょう！

夏期講習のご案内

年少クラス ※保護者参観型のレッスンです。

年中クラス ※保護者参観型のレッスンです。

年長クラス ※お子様のみ参加のレッスンです。保護者の方は送り迎えのみとなります。

■ 年長必修コース 小学校受験に必要な分野をバランスよく行います。校内生は必修の講座です。

■ 年長選択コース 分野別の講座です。苦手な分野や特に強化したい分野の講座の受講をお勧めします。



キッズBEE対策の問題を解いていただき、それをりんご塾代表の田邉先生が

解説していきます。2023年の算数オリンピックを目指す第一歩にピッタリ！

その場で出題された問題を限られた時間で解く「その場対応力」を鍛えること

で、実戦的な力が身につきます。

サマープログラム2022へのお申込みは申込フォームからお願いします

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。

＜城南ブレインパーク校内生＞
・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＞
・お申込手続き完了後、振込用紙をご郵送いたします。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。

りんご塾は、算数オリンピック入賞を目指す算数特化型の塾。

今年は、オンラインの夏期講習をご用意しました！！

レベル 講座 日程 対象 料金

ファーストステップ

（まずはここから！）

初めてのチャレンジでも大丈夫！

目指せ予選突破への道！
7/30（土）・31（日）
10：30～12：00 年 長

小１生

小２生

〔１講座につき〕

りんご塾在籍生

9,900円

一般生

11,880円

セカンド・ステップ

（さらにチャレンジ！）

目指すはメダリスト！

少し難しい問題にも挑戦！
8/27（土）・28（日）
10：30～12：00

★両方を講座を受講することも可能です。

★ZOOMを利用します。ご自宅からオンラインでご参加ください。

★都合により参加できなくなった場合など、後日動画データをお送りすることも可能です。

★ZOOMのID・PWをお送りする際、書き込み用として問題のデータもお送りします。

算数オリンピック キッズBEE対策オンライン講座

ファン サマー プロジェクトの
お申込みはこちらから

アトリエ太陽の子／ビスケット
Little scientist／P4C

https://najb.f.msgs.jp/webapp/form

/23673_najb_87/index.do

りんご塾夏期講習
オンライン講座はこちら

くぼたのうけん小学校受験
コース夏期講習はこちら

※イベント申込にチェックを
入れてください。

受講料の
お支払い方法

ご不明な点は下記までお問合せください。

城南ブレインパーク本部

044-246-5002 （月～金 10：00～17：00）

★受付は先着順です。定員になり次第
締切とさせていただきますので、お
早めにお申込みください。

7/4（月）
受付開始！

https://najb.f.msgs.jp/webapp/form/23673_najb_87/index.do
https://najb.f.msgs.jp/webapp/form/23673_najb_87/index.do
https://kubotanouken-juken.com/contact

