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SUMMER  LESSON

受講のご案内





＜授業実施時間について＞
今回のSUMMER　LESSONは１時間を１限とする１日１０限体制となります。
お迎えの時間などのご都合に合わせてご利用ください。
3限＋４限、５限＋６限は授業内容が連続するので２コマでのお申し込みを推奨します。

＜授業料について＞※金額は全て税込みです
会　員：１コマあたり550円　上限55000円
非会員：１コマあたり1100円　上限77000円

※ 会員の方は、月額授業料に応じて無料コマがございます。詳しくはお申込書をご確認ください。
※ 学サポ（無料コマあり）の受講生は非会員となりますのでご注意ください。
※ 上限金額には課外学習は含まれません。あらかじめご了承ください。

<課外学習料金について>
※ 会員、非会員ともに一律料金。なお無料コマは適応致しかねますのでご了承ください。
7/21(水)　課外学習（倉敷）　→　７７００円(税込）
8/  9(月)　ONSA合宿（笠岡）　→　詳細が決まり次第お知らせいたします。
8/20(金)　課外学習（岡山）　→　７７００円(税込）

＜お申し込みの締め切り期限について＞
お申し込みは先着順とさせて頂きます。

講座準備の都合上、7/13(火)までにお申込書をご提出ください。
締切期限を過ぎてお申込書を提出された場合、受講できない場合がございますので、
予めご了承ください。

＜お申込後の受講キャンセルについて＞
※お申込後のキャンセルについては、
授業日の５日前までにお申し出いただいたコマについては、ご返金いたします。
帰省のご都合など、事前によくご確認ください。

＜人数制限について＞
1コマあたり上限を１５人とさせていただきます。

＜感染予防について＞
ご自宅での検温及び、登塾時マスク着用をお願い致します。
なお、当日の体温が37.５℃以上の場合は受講をお控えいただきます様、お願い致します。
受講できない場合がございますので、予めご了承ください。

2021年度　SUMMER　LESSONについて

１０限

１５：１５～１６：１５

２０：００～２１：００

８限 １８：００～１９：００
２限 １０：００～１１：００ ９限 １９：００～２０：００

＜授業実施時間＞

５限 １４：００～１５：００ ７限 １６：１５～１７：１５
１３：００～１４：００ ６限

３限 １１：００～１２：００

１限 ９：００～１０：００ ４限



7/19 (月)

7/20 (火)

7/21 (水)

日

ご不明な点は、お気軽にご相談ください。【受付時間】平日15:00～19:00

タイトル 内容および難易度

【A～C】自由研究①準備編

夏休みの宿題を一緒に終わらせよう♪

夏休みの宿題の１つ、自由研究！まだ何をするか決めてない人はぜひ！！約一週間で育つ野菜

などの観察をしよう！どんなふうに育つのか、場所や温度で育ち方は変わるのか、研究する内

容を考え準備をしましょう！後回しになりがちな自由研究を早めに終らせましょう♪

☆【C～E】思考力・想像力

自分の仕組みを知る健康学

『健康』って、どういう状態を指すのでしょうか。血圧の値や体重、食事の選手量が平均的で

あること？病気にならない事？…当たり前の様でそうでない『健康』について、あたま・ここ

ろ・からだのつながりを通して学んでみましょう。

☆【B～C】語彙力・表現力

いろいろな言い回しを学ぼう！

例えば、「うれしい」という言葉。言い換えると他にどんな言葉や慣用句で表現できますか？

「やばい」といった流行りの言葉だけでなく、以前から使われている日本語の言い回しを学ん

で、語彙を増やし、表現力を身につけよう！

【A～C】

わたしはだぁれだ

私がだれか当ててね！ヒント①足は４本で形は○や□、△など色々な形があるよ。ヒント②部

屋の中でも外でも使われるよ！ヒント③みんなの憩いの場♪さて、だーれだ！３つのヒントか

ら、何のお話をしているのか当ててみよう♪

☎０８６－４３４－８０８８

✉info@jigaku-dojo.com

7/21(水)

4,5コマ目

（13:00～15:00）

6,7コマ目

（15:15～17:15）

7/20(火)

4,5コマ目

（13:00～15:00）

6,7コマ目

（15:15～17:15）

7/19(月)

4,5コマ目

（13:00～15:00）

6,7コマ目

（15:15～17:15）

夏休み課題・ワーク・新学期準備

（終業式）

☆【B～C】語彙力・表現力

いろいろな言い回しを学ぼう！

【A～C】

わたしはだぁれだ
夏休み課題・ワーク・新学期準備

全日程
１～3、

８～10コマ目

夏休み課題・ワーク・新学期準備

（終業式）
各自の課題、ワークを取り組み、教科の学力強化を図ります。

夏休み課題・ワーク・新学期準備
【A～C】自由研究①準備編

夏休みの宿題を一緒に終わらせよう♪

☆【C～E】思考力・想像力

自分の仕組みを知る健康学
夏休み課題・ワーク・新学期準備

課外学習【倉敷】（情勢により行き先の変更等があるかも知れません、予めご了承ください。）

講座内容　（☆マークはオンライン受講が可能です。）

【難易度の目安】Ａ…小１～３　Ｂ…小２～５　Ｃ…小４～６　Ｄ…小６～中３　Ｅ…中１～高３

コマ

2021　自学道場 SUMMER LESSON

☆マークはオンライン受講が可能です。

【難易度の目安】Ａ…小１～３　Ｂ…小２～５　Ｃ…小４～６　Ｄ…小６～中３　Ｅ…中１～高３

１～３コマ目 ４、５コマ目 ６、７コマ目 8～１０コマ目

9:00～12:00 13:00～15:00 15:15～17:15 18：00～21：00



7/26 (月)

7/27 (火)

7/28 (水)

7/29 (木)

7/30 (金)

日

ご不明な点は、お気軽にご相談ください。【受付時間】平日15:00～19:00

夏休み課題・ワーク・新学期準備
☆【A～C】表現力・想像力

〇は〇だけじゃないかもよ！？

☆【D】高校入試対策

岡山県高校入試合格戦略！
夏休み課題・ワーク・新学期準備

夏休み課題・ワーク・新学期準備
【A～C】前編

鍛えよう自分で考える力①

【C～E】

漢字！漢字！！漢字！！！
夏休み課題・ワーク・新学期準備

2021　自学道場 SUMMER LESSON

☆マークはオンライン受講が可能です。

【難易度の目安】Ａ…小１～３　Ｂ…小２～５　Ｃ…小４～６　Ｄ…小６～中３　Ｅ…中１～高３

１～３コマ目 ４、５コマ目 ６、７コマ目 8～１０コマ目

9:00～12:00 13:00～15:00 15:15～17:15 18：00～21：00

夏休み課題・ワーク・新学期準備

夏休み課題・ワーク・新学期準備

【A～C】読解力、数の概念

<前半>

文章を図に起こそう

【C～E】創造的思考力

日常と平和学の

交差点を見つけよう

夏休み課題・ワーク・新学期準備

夏休み課題・ワーク・新学期準備

【A~Ｃ】自由研究②まとめ

夏休みの宿題を

一緒に終わらせよう♪

【D､E】読解力・表現力

Nトレワークショップ

クイズ＆トレーニング編

全日程
１～3、

８～10コマ目
夏休み課題・ワーク・新学期準備 各自の課題、ワークを取り組み、教科の学力強化を図ります。

7/26(月)

4,5コマ目

（13:00～15:00）

☆【A～C】表現力・想像力

〇は〇だけじゃないかもよ！？

【〇】をみて、あなたは何と答えますか？ただ見えているだけの形や、当たり前のように

思っていたこと・ものを違う角度からみる面白さを知り、多様な見方や考え方を知ろう！

何かを使って見立てて、テーマに沿ったジオラマ作りもしてみよう♪

6,7コマ目

（15:15～17:15）

☆【D】高校入試対策

岡山県高校入試合格戦略！

今までに全国２００校に合格させてきた塾長やっすーが岡山県の高校入試合格法を伝授！

志望校選びに悩んでいるキミの合格を強力サポート！！

7/29(木)

4,5コマ目

（13:00～15:00）

【A～C】読解力、数の概念

<前半>

文章を図に起こそう

7/30(金)

4,5コマ目

（13:00～15:00）

【A～C】創作力《工作編》

夏の課題研究をやっちゃおー！！

6,7コマ目

（15:15～17:15）

【A～C】創作力《工作編》

夏の課題研究をやっちゃおー！！

7/28(水)

4,5コマ目

（13:00～15:00）

【A~Ｃ】自由研究②まとめ

夏休みの宿題を

一緒に終わらせよう♪

7月２０日に準備した野菜の観察結果をまとめます！どんなふうに育ったかな？予想通りだっ

たかな？それぞれ結果を発表して研究をさらに深める時間にしましょう！

6,7コマ目

（15:15～17:15）

【D､E】読解力・表現力

Nトレワークショップ

クイズ＆トレーニング編

山陽新聞とのコラボ講座「Ｎトレ」のSUMMER LESSONバージョン！

新聞を使って、読解力・表現力・思考力の幅を広げていきますよ！

7/27(火)

4,5コマ目

（13:00～15:00）

【A～C】前編

鍛えよう自分で考える力①

6,7コマ目

（15:15～17:15）

【C～E】

漢字！漢字！！漢字！！！

文章を理解し、線分図に起こせるようになるには、問題の全体が把握できる事が必要。文章

を読み解きそれを図や絵に表す力を育てます。

6,7コマ目

（15:15～17:15）

【C～E】創造的思考力

日常と平和学の

交差点を見つけよう

『平和学』は国内外さまざまな場所で研究され、島根大学では授業も開講されています。戦

争をしているか否かというひとつの歴史的観点だけでなく、もっと身近な観点からみなさん

なりの平和について考えてみましょう。

✉info@jigaku-dojo.com

☎０８６－４３４－８０８８

読書感想文や工作、自由研究など７月中に終わらせておきたい課題はココでやっつけちゃお

う！！それぞれ課題が決まっている皆さんは必要な材料などをお持ちください。何を書いた

らいいかわからない、何を作ろうか悩むそんなお子様はぜひご相談ください！

自学道場ではお馴染み！思考力のお時間です。文章や物事を論理的に考えられるかどうか

は、洞察力、柔軟性、負けない心が大切です♪たくさん問題に挑戦して、たくさんの失敗体

験を積んで自分の脳をドンドン活性化させよう！

8/28(土)の漢字検定に向けて対策講座をします。一人では腰が重いきみもみんなで取り組めば集中力

もUP！問題数をこなすだけでなく自分の癖や問題の点数配分など検定を分析していこう！私立高校受

験を考えている中3生は３級合格で入試に有利な学校もあるよ！（漢検受けない方でも受講可）

コマ タイトル 内容および難易度

【難易度の目安】Ａ…小１～３　Ｂ…小２～５　Ｃ…小４～６　Ｄ…小６～中３　Ｅ…中１～高３

講座内容　（☆マークはオンライン受講が可能です。）

夏休み課題・ワーク・新学期準備
【A～C】創作力《工作編》

夏の課題研究をやっちゃおー！！

【A～C】創作力《工作編》

夏の課題研究をやっちゃおー！！
夏休み課題・ワーク・新学期準備



8/2 (月)

8/3 (火)

8/4 (水)

8/5 (木)

8/6 (金)

日

ご不明な点は、お気軽にご相談ください。【受付時間】平日15:00～19:00

☎０８６－４３４－８０８８

✉info@jigaku-dojo.com

8/6(金)

4,5コマ目

（13:00～15:00）

【A～C】後編

鍛えよう自分で考える力②

自分の周りの地域にどんな課題があるか知っているかな？この夏の時間をたっぷり使って、

目の前の課題の何をどう工夫したら改善されるのかをみんなでディスカッションしよう！！

6,7コマ目

（15:15～17:15）

【C～E】考察力・発想の転換

《前編》

地域の課題に切り込んでみよう！

8/5(木)

4,5コマ目

（13:00～15:00）

☆【A~C】知識・想像力

本の世界をめぐろう

自学道場ではお馴染み！思考力のお時間です。文章や物事を論理的に考えられるかどうか

は、洞察力、柔軟性、負けない心が大切です♪たくさん問題に挑戦して、たくさんの失敗体

験を積んで自分の脳をドンドン活性化させよう！

6,7コマ目

（15:15～17:15）

☆【D,E】学習法

塾長直伝！学習法大全

塾長やっすーが、様々な最新の学習法を徹底解説！

この講座を受ければ、あなたのこれからの学習も劇的に変わる！？

本はとても長い歴史を持っています。本がどのように作られるのかを知り、本の魅力とそれ

を広げてきた歴史上の人々やお店をのぞいてみよう。いろいろな面から本を見つめてみた

ら、読書がより楽しくなるかも知れません！

プレゼンテーションをやる前に必要な「観衆に響くストーリー」を考えていく120分！

プレゼンの練習としてはもちろん、面接対策やスピーチの対策としても最適な講座です。

「プレゼンをやってみよう！②」とのセット受講がおススメです！

8/4(水)

4,5コマ目

（13:00～15:00）

☆【A~B】表現力・要約

POPを描こう

本屋さんで見かけるＰＯＰ★どんな内容の本なのか、どんなところが面白いのか、読んでみ

たいな♪と思わせるカード！あなたも書いてみませんか？絵や簡単な言葉で本を紹介してみ

よう！

6,7コマ目

（15:15～17:15）

【C,D】プレゼン力

プレゼンをやってみよう！①

構成編

図形苦手な皆さん、いらっしゃい！！その角度から見ると考え方がこんがらがるけれど、反

対からみて見たら解けた♪♪♪ひとりでは苦手でも、みんなでなら出来るかも？！やっ

たー！できた！！をみんなで味わってみよう♪

2021年8月6日で、原爆が広島に投下されて76年が経ちます。広島の歴史とこれからの私たち

について、バーチャルフィールドワークしながら思いを巡らせてみましょう！広島に詳しい

人も詳しくない人も大歓迎です。

8/2(月)

4,5コマ目

（13:00～15:00）

【A～Ｂ】紙の力を知ろう①

立体カードをつくろう

紙ってどんなもの？書いたり折ったり様々なことができますね！

紙を使って様々なものを作り出す紙の力を知るシリーズ第1弾は、立体カード作り♪飛び出すカードや

紙を重ねて金魚鉢を再現したり。。。カラフルな画用紙でカードを作って楽しみましょう！

6,7コマ目

（15:15～17:15）

【D,E】チーム力

チームで勝とう！

ディベート王座決定戦

今後、必要とされている協調性の能力を、実際にチームでディベートをすることで高めてい

くことを目的とした授業です。熱いディベートで相手チームに打ち勝とう！！

8/3(火)

4,5コマ目

（13:00～15:00）

【A～C】空間認識力

図形トレーニング

6,7コマ目

（15:15～17:15）

【C～E】地理・想像力

Peace Now2021＠自学道場

講座内容　（☆マークはオンライン受講が可能です。）

【難易度の目安】Ａ…小１～３　Ｂ…小２～５　Ｃ…小４～６　Ｄ…小６～中３　Ｅ…中１～高３

コマ タイトル 内容および難易度

夏休み課題・ワーク・新学期準備
☆【A~B】表現力・要約

POPを描こう

【C～E】考察力・発想の転換

《前編》

地域の課題に切り込んでみよう！

夏休み課題・ワーク・新学期準備

全日程
１～3、

８～10コマ目
夏休み課題・ワーク・新学期準備 各自の課題、ワークを取り組み、教科の学力強化を図ります。

夏休み課題・ワーク・新学期準備

【A～C】後編

鍛えよう自分で考える力②

☆【D,E】学習法

塾長直伝！学習法大全
夏休み課題・ワーク・新学期準備

夏休み課題・ワーク・新学期準備

☆【A~C】知識・想像力

本の世界をめぐろう

【C,D】プレゼン力

プレゼンをやってみよう！①

構成編

夏休み課題・ワーク・新学期準備

夏休み課題・ワーク・新学期準備
【A～Ｂ】紙の力を知ろう①

立体カードをつくろう

【D,E】チーム力

チームで勝とう！

ディベート王座決定戦

夏休み課題・ワーク・新学期準備

夏休み課題・ワーク・新学期準備
【A～C】空間認識力

図形トレーニング

【C～E】地理・想像力

Peace Now2021＠自学道場
夏休み課題・ワーク・新学期準備

2021　自学道場 SUMMER LESSON

☆マークはオンライン受講が可能です。

【難易度の目安】Ａ…小１～３　Ｂ…小２～５　Ｃ…小４～６　Ｄ…小６～中３　Ｅ…中１～高３

１～３コマ目 ４、５コマ目 ６、７コマ目 8～１０コマ目

9:00～12:00 13:00～15:00 15:15～17:15 18：00～21：00



8/16 (月)

8/17 (火)

8/18 (水)

8/19 (木)

8/20 (金)

日

ご不明な点は、お気軽にご相談ください。【受付時間】平日15:00～19:00

☎０８６－４３４－８０８８

✉info@jigaku-dojo.com

8/20(金)

4,5コマ目

（13:00～15:00）

6,7コマ目

（15:15～17:15）

8/19(木)

4,5コマ目

（13:00～15:00）

【A～C】傾聴力

絵で読解力UP！

練習問題の反復では決して伸びない文章題の力がアップする【絵で読解！】下の問題を絵に描けるかな？【問題

例】３列に並んだペンギンさん達がいます。１列目は７羽、２列目は８羽、３列目は６羽です。では、それぞれの

列で前から３番目と後ろから６番目の間にいるペンギンさんの数を合わせるとみんなで何羽になるでしょう。

6,7コマ目

（15:15～17:15）

【C,D】プレゼン力

プレゼンをやってみよう！②

表現力強化編

プレゼンテーションを行う上で、必要となる「観客を説得する表現力」をつけるには、どん

なことに気をつければよいか、理論を学び、実践を積んでいきます。

「プレゼンをやってみよう！①」とのセット受講がおススメです！

５＋８＝１３は一般的な問題ですね。では１３＝□＋８の□にはなにが入るでしょう。大人から見ると、えっ簡単

じゃん！となる問題ですが意外と手が止まってしまうお子様が見受けられます。それは計算の形に慣れていない事

と計算式が何を表しているのかが上手く捉えられていない傾向にあります。低学年のうちから色んな数の形に触

れ、数字を味方にしよう！！

就職、進学のタイミングに限らず、日頃から自分自身を見つめ表現できる力を育てていきま

しょう！いろいろな質問を通して、今まで・今・これからの事について深掘りしていきま

す。

8/18(水)

4,5コマ目

（13:00～15:00）

【B～C】紙の力を知ろう③

紙ゼンマイの力を知ろう！

紙の力を知るシリーズ第3弾は、紙ゼンマイを作って、ぐるぐる回るおもちゃ等を作ろう！

よく回るゼンマイはどんな工夫をしたらいいのかな？くるくる回るタコや、走る恐竜などを

作ってみよう！

6,7コマ目

（15:15～17:15）

【C～E】考察力・発想の転換

《後編》

地域の課題に切り込んでみよう！

自分の周りの地域にどんな課題があるか知っているかな？この夏の時間をたっぷり使って、

目の前の課題の何をどう工夫したら改善されるのかをみんなでディスカッションしよう！！

8/17(火)

4,5コマ目

（13:00～15:00）

【A～C】情報処理能力

逆さま算に挑戦だ！！

6,7コマ目

（15:15～17:15）

【C～E】語彙力・表現力

ゆるっと自己分析！

8/16(月)

4,5コマ目

（13:00～15:00）

【B~C】紙の力を知ろう②

紙バネの力を知ろう！

紙の力を知ろうシリーズ第2弾は、紙バネを利用して、おもちゃを作ろう！

使う紙や大きさなどによってバネの力は変わるのか？ジャンプ力をあげるにはどうしたら良

いのか試行錯誤しながら完成させよう♪

6,7コマ目

（15:15～17:15）

【D,E】公民

キミが市長だ！

街づくりを考えよう

「民主主義の学校」とも呼ばれる、地方自治。中でも一番身近なのが、市役所をまとめる

「市長」さんです。この講座では、架空の街を想定して、その街に必要な街づくりはどんな

ものかを考え、市長としてどんな政治を行えばいいかをワークショップ形式で学びます。

全日程
１～3、

８～10コマ目
夏休み課題・ワーク・新学期準備 各自の課題、ワークを取り組み、教科の学力強化を図ります。

夏休み課題・ワーク・新学期準備
【A～C】傾聴力

絵で読解力UP！

【C,D】プレゼン力

プレゼンをやってみよう！②

表現力強化編

夏休み課題・ワーク・新学期準備

課外学習【岡山】（情勢により行き先の変更等があるかも知れません、予めご了承ください。）

講座内容　（☆マークはオンライン受講が可能です。）

【難易度の目安】Ａ…小１～３　Ｂ…小２～５　Ｃ…小４～６　Ｄ…小６～中３　Ｅ…中１～高３

コマ タイトル 内容および難易度

【C～E】考察力・発想の転換

《後編》

地域の課題に切り込んでみよう！

夏休み課題・ワーク・新学期準備

夏休み課題・ワーク・新学期準備
【B～C】紙の力を知ろう③

紙ゼンマイの力を知ろう！
夏休み課題・ワーク・新学期準備

【C～E】語彙力・表現力

ゆるっと自己分析！

夏休み課題・ワーク・新学期準備
【B~C】紙の力を知ろう②

紙バネの力を知ろう！

【D,E】公民

キミが市長だ！

街づくりを考えよう

夏休み課題・ワーク・新学期準備

夏休み課題・ワーク・新学期準備
【A～C】情報処理能力

逆さま算に挑戦だ！！

2021　自学道場 SUMMER LESSON

☆マークはオンライン受講が可能です。

【難易度の目安】Ａ…小１～３　Ｂ…小２～５　Ｃ…小４～６　Ｄ…小６～中３　Ｅ…中１～高３

１～３コマ目 ４、５コマ目 ６、７コマ目 8～１０コマ目

9:00～12:00 13:00～15:00 15:15～17:15 18：00～21：00



8/23 (月)

8/24 (火)

8/25 (水)

日

ご不明な点は、お気軽にご相談ください。【受付時間】平日15:00～19:00

2021　自学道場 SUMMER LESSON

☆マークはオンライン受講が可能です。

【難易度の目安】Ａ…小１～３　Ｂ…小２～５　Ｃ…小４～６　Ｄ…小６～中３　Ｅ…中１～高３

１～３コマ目 ４、５コマ目 ６、７コマ目 8～１０コマ目

9:00～12:00 13:00～15:00 15:15～17:15 18：00～21：00

夏休み課題・ワーク・新学期準備
☆【B～C】創作力・思考力

パズルをつくろう

【E】英語・国語

長文読解

超！基礎講座

夏休み課題・ワーク・新学期準備

講座内容　（☆マークはオンライン受講が可能です。）

夏休み課題・ワーク・新学期準備
【A～C】思考力・読解力

くっつく力のナゾを解明しよう！

【D,E】公民

選挙のしくみをゲームで知ろう！

選ばれるのは誰だ！？

夏休み課題・ワーク・新学期準備

夏休み課題・ワーク・新学期準備
☆【A～C】表現力・想像力

地図を描こう♪

【C,D】プレゼン力

おかやまプレゼンアワード予選
夏休み課題・ワーク・新学期準備

【難易度の目安】Ａ…小１～３　Ｂ…小２～５　Ｃ…小４～６　Ｄ…小６～中３　Ｅ…中１～高３

コマ タイトル 内容および難易度

全日程
１～3、

８～10コマ目
夏休み課題・ワーク・新学期準備 各自の課題、ワークを取り組み、教科の学力強化を図ります。

のり、セロハンテープ、接着剤…世の中には『くっつくもの』『くっつけるもの』がたくさ

んあります。『くっつく』はどんな材料や方法で出来ているのか、クイズ形式で一緒に学ん

でいきましょう！

中学公民でも習う「選挙」のしくみについて、ゲーム形式で学びながら、深い理解をしてい

きます。18歳になるとみんなが持つことになる「選挙権」についても考えていきますよ！

8/23(月)

4,5コマ目

（13:00～15:00）

☆【B～C】創作力・思考力

パズルをつくろう

パズルと聞いて何が思い浮かびますか？ピースをはめて絵を完成させるパズルだけでなく、クロス

ワードやナンプレなどのパズルもありますよね！今回は、すでに出来上がっているパズルを解くだけ

ではなく、問題をつくってみましょう！さて、あなたはどんな問題をつくりますか？

6,7コマ目

（15:15～17:15）

【E】英語・国語

長文読解

超！基礎講座

高校入試レベルの長文をどのように読み取れば、早く読めるかというポイントについて習得

を目指す講座です。英語や国語を勉強しているのに成績が上がらない人はぜひ受講を！！

8/24(火)

4,5コマ目

（13:00～15:00）

【A～C】思考力・読解力

くっつく力のナゾを解明しよう！

6,7コマ目

（15:15～17:15）

【D,E】公民

選挙のしくみをゲームで知ろう！

選ばれるのは誰だ！？

☎０８６－４３４－８０８８

✉info@jigaku-dojo.com

8/25(水)

4,5コマ目

（13:00～15:00）

☆【A～C】表現力・想像力

地図を描こう♪

例えば学校から自宅までの地図を描くことはできますか？いつも通っている道を紙上に表す

のは、簡単なようで難しいですよね。3次元を2次元にする作業をとおして、想像する力や表

現する力を身につけよう♪

6,7コマ目

（15:15～17:15）

【C,D】プレゼン力

おかやまプレゼンアワード予選

小中学生のプレゼン大会「おかやまプレゼンアワード２０２１」の塾内予選会を実施しま

す！「プレゼンをやってみよう！」とのセット受講をおススメします。


