
大人も子どもも“学ぶ"は楽しい！おすすめ スクール特集 2016年9月3日　土曜日　＜14＞おすすめ スクール特集

アカデミー家庭教師研修センター

営業／10:00～22:00、日曜休
住所／中央区大江1-2-19
　　　アカデミービル1階

検索←

※安心の定額月謝制　※四高（熊高、
済々黌、第一、第二）対策も指導中　※
不登校や支援を要するお子さんも専
門に指導（フリースクール完備）　※
受験対策コースの場合、管理費2160
円とテキスト代が別途必要 ※入会金
はありません　※つくば開成高等学校・
松陰高等学校の認定サポート校です

５教科１カ月分の料金表
（週１回60分・月４回） ※税込

 9400円
月謝

１万200円

１万920円

小学生

中学生

高校生
社会人

　9月から始める“効率の良い”
成績アップのコツ…それは同社
の家庭教師が知っています！ 京
大出身者や熊大現役生の高い指
導力と、塾並みの低料金が評判。
それぞれに合った勉強法で、着
実に苦手克服していきましょう。

アカデミー家庭教師研修センター

体験者好評！秋の「無料お試し」

教 育
子ども

10120・963・353

実際に体験されたお子さ
んからは「分かりやすかっ
た」「一人で悩むより、早く
解決できるから勉強が楽し
くなった」と喜ばれていま
す。無理な勧誘などは一
切ございませんので、ぜひ
気軽に「無料お試し」から
始めてみませんか？

　好奇心旺盛な幼児を対象に、
豊富な教材を使って潜在能力を
引き出す学習を実践する「コペ
ル」。専門教師によるテンポの良
いレッスンが“子どもを飽きさせ
ない”と親御さんから評判です。
まずは気軽に問い合せを。

受付／9：00～ 18：00
　　　月・日祝休
住所／中央区坪井1-3-41-4 階

コペル　熊本 検索←

楽しく学ぶ！　秋のキャンペーン

幼児教育

小さな子どもも引き込ま
れる、工夫満載のレッス
ンが魅力的。できること
が少しずつ増えていく様
子には思わず感動です！
積極性も出てきて心の成
長にもつながっています

子ども

●体験レッスン当日入会すると…

幼児教室　コペル

※詳細は問合せを

9 月 ～ 11 月の限定特典

入会金1万 5000円が無料
入会月の月謝を 2000円引き
●トライアルレッスン希望の人は…
トライアルレッスン1万 4000
円 (3回 ) を 1万円
●トライアルレッスン受講後、
継続して入会すると、入会金 1
万 5000円が半額の7500円

☎096（344）9490

※価格は税込

☎096（311）7117

　２歳から随時入園ＯＫ。「生き
た英語」が楽しく身につき、６歳
で英検３級合格者も輩出！　少
人数制で一人ひとりへのフォロ
ーも万全です。また午後３時～、
３歳から通える2時間コースの
英会話教室も好評です。ぜひ！

受付／9：00～18：30、駐車場あり
住所／北区徳王2-1-48

アップルビー　熊本 検索←

９月 22 日オープンスクール開催

英語教育

スクールが移転しました！
広い裏庭では、畑で植
物や野菜を育てるなど体
験学習も満喫しています。
平日は、幼稚園見学もＯ
Ｋ。アットホームな雰囲
気を体感してみませんか？

子ども 大人

※ラジオ出演中のジョー先生も在籍
※0歳から大人まで通える英会話教
　室では、無料体験レッスンを実施
　中。気軽に問い合わせを

●幼稚園見学
　水・金曜／10:15～ 11:30

●9/22（祝・木）
　幼稚園オープンスクール
　10:30～12:00（受付10:00～）

●「英会話教室」10月末まで
   入会金 通常　
   5000円（税別） 半 額！→
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幼稚園見学・無料体験　※要予約

　9月22日は有明楽器へ行こう！　音楽30分＋
英語30分にチャレンジできる無料体験会が開催
されます。60分でどちらも受けられるので、音
楽か英語か悩んでいる人にお勧め。ママだけでな
く相談できる家族も一緒に参加OK。祝日なので
参加しやすいですね。前回開催時はすぐに定員に
なってしまったので、申し込みはお早めに。
　音楽も英語も耳から育てると一生モノの力が
つくそう！　保護者同伴コースなので、お子さん
の成長をそばで見られて、親にとっても一生忘れ
られない貴重な時間となります。ただ今、秋クラ
スへの入会金割引キャンペーンを実施中（下記参
照）。また有明楽器の各教室では全コース、無料
体験レッスン実施中です。まずは問い合わせを。

教室の詳細は
こちらから↓ 10120・968・133

受付／平日=10:30～ 20:00、
土日祝=～ 18:00、無休
住所／東区健軍本町54-12
（健軍本店）※全教室駐車場完備
※価格はすべて税別

有明楽器 検索←

有明楽器 ヤマハ音楽教室 ヤマハ英語教室 英会話イングリッシュハウス

9 月22日（祝・木）音楽も英語も試せる無料体験会

音楽・英語子ども

2020年度より、「英語」は
小学5年から正式科目へ。
歌やゲームで英語に親し
む「外国語活動」は小学3
年から始まるようになりま
す。幼少期から早めに英
語にふれさせませんか？

ヤマハ音楽教室では楽しみながら耳を育てます。実は
これが“弾ける”の一番の近道だそう！

開催日／９月 22 日（祝・木）
時間／①10:00～11:00  1・2歳児
②11:30～ 12:30  3 歳児（年少）
場所／健軍教室、武蔵ヶ丘教室
定員／①②ともに先着７人
申込み／右記のフリーダイヤルへ電話

音楽 30 分＋英語 30 分 無料体験会

●特典1
　入会金 5400 円→ 40％オフ
●特典2（家族割）
　入会金 5400 円→ 50％オフ

【秋クラス入会キャンペーン】9 月末まで

「家族割」は家族がすでに同校の会員、
または同時入会で2人目以降が入会金半額

　“まずは楽しむ”をモットーにしたレッスンスタ
イルが魅力のダンススクール「ゼン」。対象年齢で
分けられたレッスンで、小さなお子さんも無理な
くダンスを始められます。インストラクターも熊
本で長年ダンスを教えているベテランダンサーば
かり。子どものペースを大切に、基本的な動きや
振付を分かりやすく丁寧に教えてくれますよ。平
日夕方は子ども向けレッスンが毎日開講中。見学・
体験もOK(要予約)。気軽に電話してみて。

日頃の成果を出せる発表会も。ひとつのことに向かっ
て練習を重ねることが心の成長にもつながるのだとか

☎096（273）6095
住所／東区渡鹿8-1-70
受付／10:30～22:30、日曜休
無料P 30台以上あり

ZEN　熊本 検索←
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ダンス＆フィットネス ZEN（ゼン）

3 歳から OK！　お子さんも安心＆楽しいレッスン

ダンス

「ZEN」は初心者大歓迎！
中でも、ストリートダンス
が中心の「kids超入門」は、
未経験でも楽しめると好評
のクラスです。お子さんの
体力作りにも、ぜひ！

子ども

広々としたきれいなデザイナーズスタジオも◎。
シャワーやロッカーも完備した充実のスクール

火・水・金
レッスン実施曜日

キッズ（3歳～小2）

ジュニア（小3～中１） 月・木・土

詳細はHPまたは教室まで問合せを

対象年齢

✂

く～ぽんリビング
ZEN（ゼン）

H28.8.31 ～ 9.30まで

500円→無料
※要予約体験レッスン

　特許取得の独自カリキュラム
「ミラクルロード」で重要知識に
絞った基礎の反復学習ができる
「慶応スクール」。短期間で成績
ＵＰを実感する生徒も多いそう。
「進んで勉強するようになった」
と親御さんの信頼も厚いです。

住所／須屋校＝合志市須屋1921
楠校＝北区龍田8-14-81
杉並台校＝合志市幾久富1758-607
受付／13：30～22：00（平日のみ）

慶応スクール 検索←

その学習法で、本当に大丈夫？

学習塾

９月は伸び悩みや苦手意
識が出てくる時期。塾や
勉強法の見直しが成績Ｕ
Ｐには不可欠です。「や
る気×学習の質×学習
量」をこなせる「ミラクルロ
ード」をぜひお子さんに！

子ども
慶応スクール　

●中学校 ( テスト・高校入試対策 )
独自教材「ミラクルロード」
を使用

すべての教室で見学が可能

資料請求・教室見学は受付中
詳細は電話で問合せを

●高校 ( テスト・大学入試対策 )
センター試験に向けて、「Z会の
教室映像」などの映像教材を使用

●小学校 ( 基礎力の養成 )
自立型即アップコースと個別
指導コースから選択

須屋校・楠校・杉並台校

10120・46・1149

☎096（355）8741

　NFD公認校。フラワーデザイン
の基礎から資格取得まで分かりや
すく指導してくれます。いけ花（草
月流）やブリザーブドフラワーと組
合わせた受講もOK。女子力アップ
や来春の資格取得に向けてチャレ
ンジしてみては。気軽に問合せを。

営業／10:00～ 22:00
住所／中央区下通1-10-28
栃原ビル３階
※レッスンはフリータイム

　フレッシュフラワー　 2160円
　ブリザーブドフラワー　3240円
※ 9/30（金）まで上記の半額

※花代（１回・1620円）　
※価格はすべて税込

花デザインスタジオ　フルール

下通りで22時までレッスンOK

フラワーアレンジ

9月30日（金）までは、フレ
ッシュフラワーとブリザー
ブドフラワーの体験レッス
ンが通常の半額！　この機
会にフラワーデザインを一
緒に楽しみませんか？

子ども 大人

●資格取得コース
　月２回4320円
　月４回7560円

●カルチャーコース　月２回3240円

●体験レッスン

花デザインスタジオ　フルール熊本 検索←


