
2020/2/1～2/29の１ヶ月間、週2回(最多８回)無料体験できます！

アイキャンの算数・数学について

２月無料体験学習

学習費のご案内

●算数・数学で計算が果たす役割とは？
右の図は学校で習う算数・数学の計算の割合を示しています。小学校では３割程度とあまり大きな割
合ではないため、文章題などに目が行きがちです。しかし文章題なども正確な計算力がないことには
正解にたどり着くことが出来ません。中学生・高校生になるにつれ、計算の重要性はさらに増します。

●市販の問題集やドリルとの違い
アイキャンの数学教材は高校で習う数学の９割を占める代数計算を起点にし、それにつながるかたち
で、中学数学の６割を占める代数計算、小学校算数の３割を占める計算に照準を合わせて作られてい
ます。アイキャンの教材は、どの学年の計算練習問題も全てが高校数学に到る１本の道になっていま
す 。それが学年単位で輪切りに出題されている市販の問題集やドリルとの大きな違いです。

●計算の解き方を身につける
算数・数学は、全てのジャンルにそれぞれの解き方があります。たし算のひっ算に始まり、分数、方
程式等々それぞれルールに従った解き方ができるかどうかが、学校のテストで問われることになりま
す。アイキャンの教材を使って繰り返し学習することで、小学校・中学校のテストで困らない実践的
な計算力をつけることができます。

●先取り学習のメリット
“計算”は、練習すれば誰もが出来るようになります。小学生のうちに中学数学の分野に進むことがで
きた場合、文章題・図形・証明が苦手でも、最低限の点数を“計算”が死守してくれます。 さらに数学
のテスト対策で計算練習に時間をさく必要がないため、文章題等に取り組むことが出来ます。

なぜ、アイキャンは計算が重要と考えているのでしょうか？

※定員数は各教室１０名です
※学習日は教室毎に異なります
※学習教科はご希望に合わせて１教科から選べます

ネイティブグループ英会話
ゲーム、エプロンシアター、
歌、本の読み聞かせ、紙芝居
等を行います。幼児英語生徒
は誰でも松戸駅前教室にて無
料で受けられます。
（土曜日・月４回）

マンツーマン英会話
入会初期は自己紹介、音読が
進めば英語でフリートーキン
グをすることができます。
（学習時間中に月１回）

アイキャンの教室案内

学校で習う算数・数学の計算の割合

6才Aちゃん・３年間の歩み

【学習教科】
英語（音読・教材学習・マンツーマン英会話・
ネイティブグループ英会話・国語音読）
算数、国語

幼児コース
（定員：１０名）

【学習教科】
英語（音読・教材学習・マンツーマン英会話）
算数、国語（国語は小２まで）

小学生コース
（定員：１０名）

・週２回通えます
・すべて税込・月額表示です
・入会金は不要です
・教材費(550円/人)および会費(550円/人)が別途必要です
・詳しくはホームページを御覧ください

＜解き方＞
通分→部分仮分数→引き算→約分



音読指導と文法・書写教材の週２回学習に加え、英検対策
指導とネイティブとのマンツーマン英会話も全て学べて→

保育園児６才Kちゃんが英検準２級（高２終了相当）に合格！
海外経験も無く、インターナショナルスクール生でも無い

アイキャンの英語学習内容

2018年度 英検合格実績 (幼児・小学生：99名 中学生：64名)

３才でアイキャンに入会して３年間。準２級１次試験の筆記、ライティング（英作文）、リスニング、２次試験のリー
ディング（満点！）、そして英会話に合格しました。一体どうやってその力を身につけたのでしょうか？

●英語のインプット
アイキャンのCD（日本語訳入りの英文）を聞きながら、英文を真似て音読します。こうすることで、意味のわかる英文
が丸ごと、潜在意識の中に取り込まれます。発音、意味などの細かい指導を受けて合格するまで同じ素材を使うため、や
がて暗唱状態になります。

●国語のインプット
古文・百人一首・漢文・詩などの名文を音読し、暗唱します（あえて意味を問わない素読）。幼児期に行う素読はお子様
の能力を高め、全ての学習の源になる理解力、思考力、暗記力を育てます。英語と国語２種類のインプット指導によりお
互いに相乗効果が発揮され、暗記力がますます加速します。※国語音読は幼児英語生徒のみに行います

●アイキャンの英語学習指導
アイキャンが独自に開発した「幼児でも英語の仕組みがわかる文法・書写教材」で学習します。

さらに、英検受験１ヶ月半前から筆記・ライティング・リスニングなどの指導を受けます。１次試験に合格したら、２次
試験の面接に備えたリーディング・英会話などの指導を受けます。※英検対策指導は無料です

7,150 円
幼児

小学生

2級 松戸市立相模台小学校 小６ H.I
2級 松戸市立和名ヶ谷中学校 中１ H.M
準2級 S保育園 年長 K.I
準2級 松戸市立東部小学校 小６ K.F
準2級 松戸市立小金中学校 中１ Y.N
準2級 松戸市立第一中学校 中２ Y.A
準2級 芝浦工大柏中学校 中２ T.A
準2級 松戸市立第一中学校 中２ T.A
準2級 松戸市立第一中学校 中２ S.K
準2級 松戸市立第一中学校 中２ R.N
準2級 立教大学新座中学校 中２ A.T
準2級 立教大学新座中学校 中２ R.T
準2級 松戸市立第二中学校 中２ H.K
準2級 成城中学校 中２ M.M
準2級 松戸市立小金中学校 中２ Y.Y
準2級 松戸市立第一中学校 中２ K.T
準2級 巣鴨中学校 中３ S.F
準2級 松戸市立第五中学校 中３ Y.T
準2級 松戸市立和名ヶ谷中学校 中３ M.N
3級 S保育園 年長 K.I
3級 松戸市立柿ノ木台小学校 小５ M.M
3級 松戸市立新松戸南小学校 小５ K.S
3級 松戸市立和名ヶ谷小学校 小５ D.I
3級 松戸市立北部小学校 小６ R.S
3級 松戸市立相模台小学校 小６ S.T
3級 松戸市立中部小学校 小６ A.H
3級 松戸市立新松戸西小学校 小６ M.K
3級 松戸市立第一中学校 中１ T.I
3級 市川市立第一中学校 中１ T.I
3級 松戸市立第二中学校 中１ K.H
3級 麗澤中学校 中１ M.O
3級 松戸市立第一中学校 中１ H.N
3級 松戸市立第一中学校 中１ Y.H
3級 松戸市立和名ヶ谷中学校 中１ K.S
3級 松戸市立第一中学校 中２ T.A

3級 松戸市立第一中学校 中２ M.I
3級 松戸市立第一中学校 中２ Y.I
3級 松戸市立第一中学校 中２ Y.N
3級 松戸市立第一中学校 中２ K.H
3級 松戸市立第一中学校 中２ K.M
3級 松戸市立和名ヶ谷中学校 中２ A.T
3級 松戸市立和名ヶ谷中学校 中２ M.S
3級 松戸市立第一中学校 中２ R.N
3級 芝浦工大柏中学校 中２ T.A
3級 立教大学新座中学校 中２ A.T
3級 立教大学新座中学校 中２ R.T
3級 松戸市立小金中学校 中２ T.T
3級 成城中学校 中２ M.M
3級 松戸市立第二中学校 中２ R.S
3級 松戸市立第一中学校 中２ M.K
3級 松戸市立和名ヶ谷中学校 中２ N.H
3級 松戸市立第一中学校 中３ Y.A
3級 松戸市立和名ヶ谷中学校 中３ Y.S
3級 松戸市立和名ヶ谷中学校 中３ K.H
3級 松戸市立第一中学校 中３ T.K
4級 松戸市立馬橋小学校 小３ K.D
4級 松戸市立相模台小学校 小３ H.T
4級 松戸市立中部小学校 小４ G.N
4級 松戸市立中部小学校 小４ R.S
4級 松戸市立和名ヶ谷小学校 小４ C.Y
4級 松戸市立馬橋北小学校 小４ R.H
4級 松戸市立馬橋北小学校 小４ M.J
4級 松戸市立大橋小学校 小５ F.M
4級 松戸市立新松戸南小学校 小５ K.S
4級 松戸市立柿ノ木台小学校 小５ M.M
4級 松戸市立新松戸南小学校 小５ H.K
4級 松戸市立中部小学校 小５ R.I
4級 松戸市立北部小学校 小５ R.W
4級 松戸市立相模台小学校 小５ Y.I
4級 松戸市立和名ヶ谷小学校 小５ S.I

4級 松戸市立新松戸南小学校 小５ K.A
4級 松戸市立横須賀小学校 小５ K.T
4級 松戸市立幸谷小学校 小６ A.S
4級 松戸市立和名ヶ谷小学校 小６ M.S
4級 松戸市立柿ノ木台小学校 小６ T.M
4級 松戸市立新松戸南小学校 小６ R.H
4級 松戸市立中部小学校 小６ N.S
4級 松戸市立相模台小学校 小６ N.S
4級 松戸市立松が丘小学校 小６ H.E
4級 松戸市立和名ヶ谷小学校 小６ K.S
4級 松戸市立和名ヶ谷小学校 小６ G.N
4級 松戸市立相模台小学校 小６ Y.M
4級 松戸市立柿ノ木台小学校 小６ M.I
4級 松戸市立松ヶ丘小学校 小６ K.I
4級 松戸市立和名ヶ谷小学校 小６ N.K
4級 松戸市立柿ノ木台小学校 小６ N.F
4級 松戸市立大橋小学校 小６ Y.Y
4級 松戸市立馬橋北小学校 小６ M.S
4級 松戸市立横須賀小学校 小６ A.K
4級 松戸市立新松戸南小学校 小６ A.K
4級 松戸市立新松戸西小学校 小６ T.M
4級 松戸市立和名ヶ谷中学校 中１ Y.S
4級 松戸市立第二中学校 中１ K.H
4級 松戸市立和名ヶ谷中学校 中１ A.O
4級 松戸市立和名ヶ谷中学校 中１ K.S
4級 松戸市立和名ヶ谷中学校 中１ M.S
4級 松戸市立和名ヶ谷中学校 中１ R.N
4級 松戸市立第一中学校 中１ Y.R
4級 松戸市立和名ヶ谷中学校 中１ K.N
4級 松戸市立和名ヶ谷中学校 中１ A.F
4級 松戸市立第一中学校 中２ Y.I
4級 松戸市立第一中学校 中２ M.K
4級 成城中学校 中２ M.M
4級 松戸市立第一中学校 中２ Y.I
5級 松戸市立松ヶ丘小学校 小２ R.I

5級 江戸川学園取手小学校 小２ A.T
5級 松戸市立柿ノ木台小学校 小２ A.N
5級 松戸市立相模台小学校 小２ H.S
5級 松戸市立柿ノ木台小学校 小３ R.M
5級 松戸市立新松戸西小学校 小３ S.T
5級 松戸市立中部小学校 小４ R.S
5級 松戸市立相模台小学校 小４ R.S
5級 松戸市立相模台小学校 小４ K.N
5級 松戸市立和名ヶ谷小学校 小４ K.N
5級 松戸市立東部小学校 小４ Y.T
5級 松戸市立横須賀小学校 小４ M.O
5級 松戸市立中部小学校 小４ S.Y
5級 松戸市立馬橋北小学校 小４ K.U
5級 松戸市立横須賀小学校 小４ T.Y
5級 松戸市立馬橋北小学校 小４ M.J
5級 松戸市立新松戸南小学校 小５ K.A
5級 松戸市立相模台小学校 小５ Y.I
5級 松戸市立相模台小学校 小５ H.T
5級 松戸市立和名ヶ谷小学校 小５ R.S
5級 松戸市立新松戸南小学校 小５ H.K
5級 松戸市立柿ノ木台小学校 小５ M.M
5級 松戸市立和名ヶ谷小学校 小５ S.I
5級 松戸市立北部小学校 小５ M.I
5級 松戸市立中部小学校 小５ R.A
5級 松戸市立中部小学校 小５ K.A
5級 松戸市立中部小学校 小５ R.I
5級 松戸市立中部小学校 小５ K.K
5級 松戸市立中部小学校 小５ S.S
5級 松戸市立中部小学校 小５ E.Y
5級 松戸市立北部小学校 小５ R.S
5級 松戸市立和名ヶ谷小学校 小５ T.T
5級 松戸市立横須賀小学校 小５ I.S
5級 松戸市立新松戸南小学校 小５ A.Y
5級 松戸市立北部小学校 小５ Y.T
5級 松戸市立横須賀小学校 小５ K.T

5級 松戸市立北部小学校 小５ Y.K
5級 松戸市立上本郷第二小学校 小５ J.S
5級 松戸市立北部小学校 小５ T.Y
5級 松戸市立相模台小学校 小６ Y.M
5級 松戸市立北部小学校 小６ K.T
5級 松戸市立柿ノ木台小学校 小６ N.F
5級 松戸市立和名ヶ谷小学校 小６ G.N
5級 松戸市立和名ヶ谷小学校 小６ K.S
5級 松戸市立和名ヶ谷小学校 小６ N.K
5級 松戸市立松ヶ丘小学校 小６ K.I
5級 松戸市立新松戸南小学校 小６ A.K
5級 松戸市立馬橋北小学校 小６ M.O
5級 松戸市立新松戸南小学校 小６ Y.K
5級 松戸市立馬橋北小学校 小６ M.H
5級 松戸市立北部小学校 小６ H.T
5級 松戸市立松ヶ丘小学校 小６ M.M
5級 松戸市立第一中学校 中１ R.K
5級 松戸市立和名ヶ谷中学校 中１ K.S
5級 松戸市立小金中学校 中１ Y.S
5級 松戸市立和名ヶ谷中学校 中１ F.N
5級 松戸市立和名ヶ谷中学校 中１ R.N
5級 松戸市立第一中学校 中１ Y.H
5級 松戸市立和名ヶ谷中学校 中１ T.T

英検合格者数

163名

月々の学習費

音読指導 文法・書写教材

はじめての音読教材 準2級受験時の音読教材 はじめての学習教材 準2級受験時の学習教材
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生徒は必ずリスニングと音読をし英語表現を丸ごと受け入れます。
使うCDには英語音声だけでなく意味をはっきり理解するための
日本語音声も入っています。

Vegetables are very important for 
staying healthy. Did you know there 
are many different kinds of 
vegetables? 
Some vegetables like tomatoes are 
red and juicy, while peppers can be 
green and spicy. Some vegetables 
like pumpkins are large and heavy, 
while radishes are small and light. 
You need three things to grow 
plants and vegetables. 
First, you need light. When light hits 
a plant, it gives the plant energy. 
Light has many colors, such as red, 
orange and green. But research 
shows that plants use mostly red 
and blue light to grow. 

6才Kちゃん・３年間の歩み

中１から中３までの文法が何度も
繰り返して登場するアイキャン独自の
文法・書写教材を学習します。

(税込)


