
開進館  小学生の夏期講習

夏休みをどう過ごしたかにより、２学期以降の点数に差がつきます。
まとまった時間のある夏休みは、学校の宿題＋αの勉強が大切です。
今のうちにつまずきを解消するだけでなく、リードした状態で２学期を迎えられるようにしましょう。

●指導力の高い講師の授業で、学習習慣や正しい勉強法が身につく。
●２学期の先取りや発展的な学習により、勉強に自信がつく。
●サポートが充実しているので、わからないところもすぐに解決できる。

開進館の夏期講習には、こんな学習効果があります。

長いようで、短い夏休み。
無計画で過ごすと、宿題もなかなか進まず、あっという間に時間が過ぎてしまいます。

「家だとどうしても集中力が続かない」「勉強を見てあげる時間がない」
「宿題以外、何をさせたらいいかわからない」
などのお悩みを抱える保護者の方も少なくないと思います。

小学生のうちに学習習慣を身につけておくことは大切です。
特に夏休みのようなまとまった時間があると、
学習習慣を身につけ毎日きちんと勉強することで、周りのみんなと差をつけることができます。

水のかさ、計算の順序、線分図、
分数と小数、規則性、文章問題小3
かけ算の意味・展開図、平行な線、
文章問題小2
くり上がり・くり下がりのある計算、
100までの数、つみ木の数、文章問題小1

10歳までに身につけよう！将来の力！小1～小3

夏の玉井式国語的算数講座

■10歳までに身につけよう！
　将来への力！
近年、入試問題では読解力や思考力が問われ
るケースが多くなっています。この講座では、
アニメーションを使って、「イメージ力」「算数
的思考力」「表現力」「読解力」を養います。お子
さまの未来につながる講座です。

+確認テスト
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アニメーションを使い、その分野の考え方
をわかりやすく解説
していきます。聞き
ながら見ることで言
葉とイメージがつな
がり、式や数の理解
が深まります。

きほんのおはなし

問題の内容を頭の中でイメージ化して勉強する玉井式
なら、公式や解き方を知らなくても、自分で公式を生み
出す思考力を育てることができます。図や式をたくさ
ん書き、試行錯誤を
繰り返しながら問題
を解いていきます。

長文問題では、1回目は聞くことに集中し、2回目は聞き
ながら文章を指でなぞり、3回目には自分で読む練習を
行います。玉井式が考
案した「聞いて解く」→
「見て解く」→「読んで
解く」の3つの段階を踏
み、ひとりで読み解く力
を身につけます。

子どもたちが身近にイメージすることのできるス
トーリーの中に算数の課題が登場し、それを疑似体
験しながら解決
方法を考えていき
ます。そのため算
数の考え方や答
えの導き方を自
然と身につけるこ
とができます。

玉井式国語的算数教室で伸びる理由

授 業 の 流 れ

1 2 3 ストーリーを通じて疑似体験！
自然に身につく
「算数の考え方･答えの導き方」

長文読解も文章問題もなんのその！
玉井式独特の方法で文章が
スラスラ読める「読解力」を育みます。

公式を知らなくても解き方が思いつく！
算数を試行錯誤しながら、
思考力を育てます。
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『きほんのおはなし』の応用問題を学習し
ます。わくわくする
アニメーションの世
界でイメージング力
を育みながら、算数
の考え方、解答の導
き方を学びます。

ものがたり算数 ＳＴＥＰ
3

アニメーションにより図形が動くのでイ
メージがしやすいた
め、自分の頭の中で
図形を動かせる脳を
低学年の間に鍛えら
れます。

かたちの形
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夏前には玉井式無料イベントも多数ご用意！
ぜひご参加ください。

＜2学期先取り！計算＆文章題＞

■計算の工夫＆がい数 完全マスター講座
複雑な計算もちょっと工夫をすれば素早く解くことがで
きるようになります。計算力を身につける 5 日間講座
です。

玉井式国語的算数オンライン教室は、教室に
通わなくても全国どこからでも受講可能！
日本全国から、さらには海外からの受講生も
います。

算数A
＜2学期先取り！図形＞

■小 4の面積問題を得意分野に！
「cm」や「m」の右上に小さな2を書いて、何と読むか
知っていますか？ この5日間で、基本から応用まで
しっかり学習していきます。

右の図形の面積を求めなさい。

算数B

説明文特訓 ＜言葉の力を伸ばす＞

■説明文で「なるほど」に出会おう！
小学生が苦手になりやすいのが説明文です。この講座で
は、筆者の発見を楽しく読み解き、説明文に慣れること
が目的です。また、「言葉の知識」も学習し、読解力の
基礎を養います。

玉井満代先生プロフィール
京都市生まれ、ICT教材クリエイター・脚本・
演出家。20 年以上にわたる学習塾での指導
経験を生かして「玉井式国語的算数教室」「図
形の極」など、パソコン・タブレットを使
用して学習する教材を全国展開。

国語A

読解以外にこんな問題も
次の言葉の意味を答えなさい。
（１）気が置けない　　（２）他山の石
言葉の知識を増やしましょう！

物語文特訓 ＜表現の力を伸ばす＞

■物語文で「ストーリー」の世界へ！
物語文は楽しく読める分、「なんとなく」で解いてしま
いがちです。この講座では、人物の気持ちを読み解き、
問題に答える練習を集中的に行うことが目的です。また、
「文の書き方」を学習し、表現力の基礎を養います。

国語B

読解以外にこんな問題も
次の言葉を使って文をつくりなさい。
［夢］［私］［先生］
（1）「私は」で始める。　（2）「私の」で始める。

重要分野を集中的に学習小4自宅にいながら受講できる！ 
オンライン専用の
玉井式国語的算数教室
もございます。 オンライン講座

玉井式国語的算数
PCやスマホ、
タブレットを使った
双方向授業！

小1～小4対象

玉井式国語的算数教室には、校舎で行う「教室ライブ授業」に加え、自宅で参加可能な
「オンライン授業」もあります。パソコン・スマートフォン・タブレットを使い、ご自宅で
双方向の授業を受けることができます。

夏期講習では、初めて玉井式国語的算数教室を受講する方でも安心してスタートできるよう今までの
内容を速習してから先に進めるカリキュラムとなっています。
玉井式国語的算数オンライン講座も夏期講習を開講します。詳しくはＨＰにてご確認ください。

オンライン講座の詳細は
こちらのHPをご覧ください資料請求･体験授業受付中！

●玉井満代先生教育講演会
毎回好評いただいている、玉井式講座開発者・玉井満代先生の講演会です。
お子さま向けのお楽しみ企画も同日開催予定です。

●玉井式国語的算数教室 夏前特別体験イベント
開進館校舎で開催の玉井式国語的算数教室の特別体験です。

●玉井式国語的算数教室オンライン体験イベント
オンラインで自宅で参加できる体験会です。

詳細は開進館HPの玉井式国語的算数教室案内ページをご覧ください。

西宮北口校・高木校・苦楽園校・ソリオ宝塚校・逆瀬川校・仁川校・
山本校・岡本校・ラポルテ芦屋校・千里中央校・山田校・HAT神戸校開催予定校舎

通学不要！全国どこからでも受講できる！1
専用のアニメーションを見ながら事前に自
分で授業用テキストに取り組んだ後で、授
業に参加する予習型講座も開講しています。

予習型で自立学習の姿勢が身につく！2

リアルタイムで、先生がお子さまの顔を見な
がら、双方向にやりとりを行います。先生か
らの問いかけに対して、手を挙げたり、意見
を発表したり。積極的に発語の場を設けます。

先生とリアルタイムでやりとりできる双方向授業！3

授業後にはテキスト内容に連動した別冊教材で
定着を図ります。

別冊教材で定着度を深める！5

オンライン形式でも安心して受講できるようフォローやサポート、
フィードバックもしっかりと行います。質問教室の開催に加え、
困ったこと・不安なことが
生じた時、メール・お電
話などで相談できる体制
を整えています。

わからないところをスッキリ解決！
オンライン質問教室も開催！

4

開進館　玉井式

※実施内容は変更になる場合があります。

10




