
2 日間

算国 17:20 ～ 19:00

算国 13:35 ～ 15:15

1 日間 1 日間

理科イベント 11:00 ～ 12:00 英語 11:00 ～ 12:00

2 日間 4 日間

〈一般〉 〈優待〉 ※税込

算国 17:20 ～ 19:00 算国 13:20 ～ 15:05

4 日間

〈一般〉 〈優待〉 ※税込

算国 13:20 ～ 15:05

　1学期の重要単元の定着を図るトップコース復習コースⅠ・Ⅱの2つのコースから選択できます。　1講座　6,600円、2講座　11,000円　／　〈優待〉　1講座　5,500円、2講座　9,900円

T4KC 8/2(火)～5(金)
＜学習内容＞
算数　：　整数の計算、平行と垂直、文章題
国語　：　文学的文章、言葉の学習

１学期内容の復習！

トップコース算国復習Ⅱ
申込No. 6,600円 5,500円

☆夏の能開の小学英語体験　英語謎解きゲーム☆☆夏の「ワオ！の理科イベント」☆

【無料】

１学期内容の復習！

＜講座説明＞
固体や液体だけではなく、気体でも水に溶けるものがあることを理解します。また、水溶
液は指示薬を用いて酸性、中性、アルカリ性に分類できること、また指示薬の種類に
よって変化する色が違うことを理解します。最後に、酸性のものとアルカリ性のものをま
ぜて、それぞれの性質を打ち消すことである中和を理解します。知識として知っていたと
しても、実際に実験をしてみることで、理解はより深まります。ぜひ、この機会にご参加く
ださい。
【持ち物】筆記用具

申込No. 【無料】

ADVENTURE　ISLAND

トップコース算国復習Ⅰ算国２日間体験講習
☆夏の体験講習☆

T4E 7/2(土)
＜講座説明＞
能開の小学部の英語学習は、次世代の子どもたちが将来要求される、英会話教室や聞
くだけ・書くだけの英語学習では難しい、「聞く」・「話す」・「読む」・「書く」の４技能全ての
高い力の習得を目指しています。したがって、学習の特徴は、英語の「多読」・「多聴」を
中心とした４技能をバランス良く身につけていく授業です。
この講座は、英語と謎解きゲームが融合した体験授業です。参加をお待ちしています。
楽しく学び、自然と身につく能開の英語を体験してもらう体験講座です。
【持ち物】筆記用具／英和辞書・和英辞書（お持ちの場合はご持参ください。電子辞書
可）

☆夏の体験講習☆

T3PA

能開の夏期講習　講座編成表 027-325-1128高崎校
【高校受験準備コース(小3・4)】

小３

<受付時間>14:30～21:00（火～土）

２学期マンスリー講座　体験会
申込No. 【無料】　※別途教材費1,100円（税込）

T3PE 8/18(木)・19(金)

7/21(木)・22(金)

T4P 7/21(木)・22(金)

色が変わる水
申込No.

T4R

小４

6/25(土)

※ T3PAとT3PEの授業内容は同じです。ご都合の良い日程をご選択ください。

※一般生の方のみのクラスです。
（学習内容）
算数　：　かけ算のひっ算、わり算
国語　：　物語文の読解、説明文の読解、漢字と語句

6月の「公開学力テスト」をご受験された方は教材費無料でご受講いただけます。

【無料】　※別途教材費1,100円（税込） 6,600円申込No.

＜学習内容＞
算数　：　小数、折れ線グラフ、計算の順序、計算のきまり、1けたの数でわるわり算
国語　：　物語文の読解、説明文の読解、随筆分、漢字と語句

5,500円申込No.

T4KB 7/26(火)～29(金)
※一般生の方のみのクラスです。
（学習内容）
算数　：　わり算のひっ算、がい数
国語　：　物語文の読解、説明文の読解、漢字と語句

6月の「公開学力テスト」をご受験された方は教材費無料でご受講いただけます。



1 日間 1 日間

理科イベント 11:00 ～ 12:00 英語 11:00 ～ 12:00

2 日間 4 日間

〈一般〉 〈優待〉 ※税込
算国 17:20 ～ 19:00 算国 13:20 ～ 15:05

4 日間 4 日間

〈一般〉 〈優待〉 ※税込 〈一般〉 〈優待〉 ※税込
算国 13:20 ～ 15:05 英算 13:30 ～ 15:15

1 日間 1 日間

理科イベント 11:00 ～ 12:00 英語 11:00 ～ 12:00

2 日間 4 日間

〈一般〉 〈優待〉 ※税込
算国 17:20 ～ 19:00 算国 16:10 ～ 17:55

4 日間 4 日間

〈一般〉 〈優待〉 ※税込 〈一般〉 〈優待〉 ※税込

算国 16:10 ～ 17:55 英算 15:40 ～ 17:25

　1学期の重要単元の定着を図るトップコース復習コースⅠ・Ⅱと2学期の算数の予習と英語の学習を進めるトップコース英算予習コースの3つのコースから選択できます。

　1講座　7,700円、2講座　12,100円、3講座　14,300円　／　〈優待〉　1講座　6,600円、2講座　11,000円、3講座　12,100円

7,700円 6,600円
T5KE 8/17(水)～20(土)

＜学習内容＞
算数　：　倍数・約数、分数のたし算・ひき算、三角形・四角形の面積
英語　：　①【気持ち】 Are you happy?　　②【仕事】 Is he a teacher?
　　　　　：③【楽器】 Is she playing the piano?　　④【スポーツ】 Are they playing soccer?

☆夏の能開の小学英語体験　英語謎解きゲーム☆

トップコース算国復習Ⅱ

T6P 7/21(木)・22(金)

申込No. 【無料】　※別途教材費1,100円（税込）

☆夏の「ワオ！の理科イベント」☆

色が変わる水
申込No.

T6R 6/25(土)
【無料】

T6E 7/2(土)

※ 8月度より入会される一般生の方はトップコース英算予習（T6KE）の費用は無料になります。

能開の夏期講習　講座編成表 高崎校 027-325-1128
【高校受験準備コース(小5・6)】 <受付時間>14:30～21:00（火～土）

申込No. 【無料】

☆夏の体験講習☆

トップコース算国復習Ⅱ

小５

【無料】

＜講座説明＞
固体や液体だけではなく、気体でも水に溶けるものがあることを理解します。また、水溶
液は指示薬を用いて酸性、中性、アルカリ性に分類できること、また指示薬の種類によっ
て変化する色が違うことを理解します。最後に、酸性のものとアルカリ性のものをまぜ
て、それぞれの性質を打ち消すことである中和を理解します。知識として知っていたとし
ても、実際に実験をしてみることで、理解はより深まります。ぜひ、この機会にご参加くだ
さい。
【持ち物】筆記用具

7/2(土)

☆夏の能開の小学英語体験　英語謎解きゲーム☆☆夏の「ワオ！の理科イベント」☆

色が変わる水

T5R 6/25(土)

申込No.

算国２日間体験講習

＜講座説明＞
能開の小学部の英語学習は、次世代の子どもたちが将来要求される、英会話教室や聞くだ
け・書くだけの英語学習では難しい、「聞く」・「話す」・「読む」・「書く」の４技能全ての高い力の
習得を目指しています。したがって、学習の特徴は、英語の「多読」・「多聴」を中心とした４技
能をバランス良く身につけていく授業です。
この講座は、英語と謎解きゲームが融合した体験授業です。参加をお待ちしています。楽しく
学び、自然と身につく能開の英語を体験してもらう体験講座です。
【持ち物】筆記用具／英和辞書・和英辞書（お持ちの場合はご持参ください。電子辞書可）

申込No. 【無料】　※別途教材費1,100円（税込）
T5P 7/21(木)・22(金)

ADVENTURE　ISLAND

小６

１学期内容の復習！

１学期内容の復習！

※ 8月度より入会される一般生の方はトップコース英算予習（T5KE）の費用は無料になります。

2学期内容の算数の先取り＋能開オリジナル英語！

申込No. 7,700円 6,600円
T5KC

トップコース英算予習
申込No.

トップコース算国復習Ⅰ
申込No. 7,700円 6,600円

7/26(火)～29(金)
＜学習内容＞
算数　：　計算のきまりと逆算、多角形と角、容積・水の体積
国語　：　文学的文章、言葉の学習（熟語の知識）

　1講座　7,700円、2講座　12,100円、3講座　14,300円　／　〈優待〉　1講座　6,600円、2講座　11,000円、3講座　12,100円

※一般生の方のみのクラスです。
（学習内容）
算数　：　体積、小数のかけ算・わり算の利用
国語　：　物語文の読解、説明文の読解、漢字と語句

6月の「公開学力テスト」をご受験された方は教材費無料でご受講いただけます。

ADVENTURE　ISLAND

T5E

T5KB

8/2(火)～5(金)

T6KC 8/2(火)～5(金)

6,600円

申込No.

＜講座説明＞
能開の小学部の英語学習は、次世代の子どもたちが将来要求される、英会話教室や聞くだ
け・書くだけの英語学習では難しい、「聞く」・「話す」・「読む」・「書く」の４技能全ての高い力の
習得を目指しています。したがって、学習の特徴は、英語の「多読」・「多聴」を中心とした４技
能をバランス良く身につけていく授業です。
この講座は、英語と謎解きゲームが融合した体験授業です。参加をお待ちしています。楽しく
学び、自然と身につく能開の英語を体験してもらう体験講座です。
【持ち物】筆記用具／英和辞書・和英辞書（お持ちの場合はご持参ください。電子辞書可）

＜学習内容＞
算数　：　規則性、倍の考え方、図形の性質と角
国語　：　論理的文章、言葉の学習（対義語・類義語）

＜学習内容＞
算数　：　比、割合、立体図形
国語　：　文学的文章、言葉の学習（慣用句）

トップコース英算予習
申込No. 7,700円 6,600円

T6KE 8/17(水)～20(土)

＜講座説明＞
固体や液体だけではなく、気体でも水に溶けるものがあることを理解します。また、水溶
液は指示薬を用いて酸性、中性、アルカリ性に分類できること、また指示薬の種類によっ
て変化する色が違うことを理解します。最後に、酸性のものとアルカリ性のものをまぜ
て、それぞれの性質を打ち消すことである中和を理解します。知識として知っていたとし
ても、実際に実験をしてみることで、理解はより深まります。ぜひ、この機会にご参加くだ
さい。
【持ち物】筆記用具

トップコース算国復習Ⅰ
☆夏の体験講習☆

算国２日間体験講習

【無料】

　1学期の重要単元の定着を図るトップコース復習コースⅠ・Ⅱと2学期の算数の予習と英語の学習を進めるトップコース英算予習コースの3つのコースから選択できます。

１学期内容の復習！

１学期内容の復習！ 2学期内容の算数の先取り＋能開オリジナル英語！

＜学習内容＞
算数　：　数の性質、速さ、平面図形
国語　：　論理的文章、言葉の学習（ことわざ・四字熟語）

T6KB 7/26(火)～29(金)

申込No. 7,700円 6,600円

申込No. 7,700円

＜学習内容＞
算数　：　場合の数、拡大図・縮図、角錐・円錐
英語　：　①【おやつ】 What do you want?　　②【野菜】 What does he want?
　　　　　：③【場所】 Where is he?　　④【家族・ファッション】 Whose hat is this?

※一般生の方のみのクラスです。
（学習内容）
算数　：　分数のかけ算・わり算、対称な図形
国語　：　物語文の読解、説明文の読解、漢字と語句

6月の「公開学力テスト」をご受験された方は教材費無料でご受講いただけます。




