探究の夏！チャレンジの夏！
この夏、小学生向け、年中・年長向けに
点火プログラム、デルタチャレンジプログラムを実施します。

小学生

医療、漫画、エンジニア、ファッション、
大人気のテーマで好奇心と才能に火をつけよう！

医療

漫画

ナイチンゲール

藤子・F・不二雄

エンジニア

ファッション

エジソン

ココ・シャネル

（4日間 / 1日コース）

子供たちだけで
最高の日帰り旅行を企画・実行しよう！

（3日間コース）

年中
年長
楽しい実験を通じて科学的思考を磨こう！

「はじめてのおつかい」に挑戦！

（半日コース）

（半日コース）

小学生

小学生

好奇心と才能に火をつけよう！
医療、漫画、エンジニア、ファッション、大人気の４つのテーマ！
体験型授業を通じて、楽しく考える力を磨き、偉人からのライフレッスンを学びます。
「どっぷり浸かる4日間コース」「好きなテーマを選べる1日コース」から選べます。
どっぷり浸かる

４日間コース
様々な刺激にどっぷり浸かる4日間。自分の「好き！」「得意！」を見つけよう！
医療

漫画

エンジニア

ファッション

豚の心臓の観察に挑戦！
診察・治療の仕方を学ぼう！

漫画の面白さを探究して、
オリジナル漫画を作ろう！

エジソンの一生を学びながら、
電球の発明を追体験しよう！

アイデアの出し方を学んで、
おしゃれなTシャツを作ろう！

エジソン

ココ・シャネル

ナイチンゲール

藤子・F・不二雄

対象：小学校1~６年生

場所：渋谷
※参加人数によって広尾へと変更になる可能性があります。

日程：①7月26日(月)〜29日(木)
日程：②8月5日(木)〜8日(日)
③8月17日(火)〜20日(金)

料金：¥63,800（税込） ※4日間のセット料金
お預かり延長
授業前は8:30から、授業後は16:00まで教室を無料で
開放しております。またご希望に応じて、下記の時間も
有料でお子様をお預かりします。

※①~③はそれぞれ同内容になります。

時間：9:30-15:30

時間： 16:00〜18:00

料金：￥1,000/日（税込）

好きなテーマを選べる

1日コース
興味のあるテーマを探究しよう！好きなテーマだけ1日単位で選べるコース！

対象：小学校1~６年生

場所：渋谷
※参加人数によって広尾へと変更になる可能性があります。

日程：
医療
①7月26日（月）
②8月5日（木）
③8月17日（火）

漫画
①7月27日（火）
②8月6日（金）
③8月18日（水）

エンジニア
①7月28日（水）
②8月7日（土）
③8月19日（木）

※①~③はそれぞれ同内容になります。
※時間は4日間コースと同じです。

Bで込！
E
W 申

料金：¥17,600（税込）

たん

かん

1. 1日コースは2つ以上申込むと、2つ目以降の授業は¥2,000オフ！
2. ご友人とのお申込みで、双方¥2,000オフ！
3. 兄弟姉妹でのお申込みで、2人目以降¥2,000オフ！
※上記1, 2 ,3の併用はできません。1プログラムの最大割引額は¥2,000となります。

主催

所在地

株式会社デルタスタジオ

東京都渋谷区広尾5212

ファッション
①7月29日（木）
②8月8日（日）
③8月20日（金）

TEL

長谷部第二ビル1階

03-5422-9326

フォーム：
https://forms.gle/WDkTcYpSAsNafrzN7

Eメール、お電話での
お申込みも受付けています。
E-mail

info@whatisyourdelta.com

HP

https://whatisyourdelta.com/education/

小学生

小学生

日帰り旅行チャレンジ！
３日間で最高の旅を企画・実行しよう！
いつもは先生や親が企画してくれる旅行、
この夏は企画から実行まで、子供たちだけで挑戦しよう！

3日間コース
対象：小学校1~4年生
日程：① 8月10日(火)〜12日(木)
日程：② 8月24日(火)〜26日(木)
※何れの回も同内容になります。
※3日完結のプログラムになりますので、1日単位の受講はできません。

時間：9:30-17:30
授業前は8:30から、授業後は18:00まで
教室を無料で開放しております。

場所：広尾
料金：¥55,000（税込）
※3日間合計。日帰り旅行の交通費、食費等を含む。

DAY1：企画

DAY２：実行

DAY3：振り返り

行き先はもちろん、持ち物・
ルートなど、すべて自分たちで
考え準備を進め…

ついに旅行当日！予想外の
トラブルも、みんなで力を
合わせながら乗り越えます。

上手くいったこと・
いかなかったことを話し合い、
しっかり振り返ります。

Bで込！
E
W 申

割引キャンペーン
1. 点火プログラムをご受講の方は¥2,000オフ！
2. ご友人とのお申込みで、双方¥2,000オフ！
3. 兄弟姉妹でのお申込みで、2人目以降¥2,000オフ！
※上記1, 2 ,3の併用はできません。1プログラムの最大割引額は¥2,000となります。
※割引の適用は、お申込みフォームよりお知らせください。

たん

かん

フォーム：
https://forms.gle/WDkTcYpSAsNafrzN7

Eメール、お電話での
お申込みも受付けています。

主催

所在地

株式会社デルタスタジオ

東京都渋谷区広尾5212

TEL

長谷部第二ビル1階

03-5422-9326

E-mail

info@whatisyourdelta.com

HP

https://whatisyourdelta.com/education/

年中
年長

年中・年長

「なぜ？」を一緒に考えよう！

楽しい科学実験
モコモコ実験と野菜の浮き沈み、
楽しい実験を通じて科学的思考を磨こう！
好奇心を刺激する探究型プログラム！

対象：年中・年長
日時：8月2日（月） ①9:30-11:00 ②13:00-14:30
8月29日（日）①9:30-11:00 ②13:00-14:30
※何れの回も同内容になります。

場所：広尾
野菜を水に入れると
どうなる？予想して…

料金：¥5,500（税込）

みんなでいざ実験！
結果は、浮く？沈む！？

観察した内容をもとに
「なぜ？」を考えよう！

自分たちの力で必要な
ものをお店で買い…

料理にもチャレンジ！
美味しくできるかな！？

自分たちで買い物から調理まで！

はじめてのおつかい
ミッションは“自分たちの力でごはんをつくる”
こと！メニューから、お買い物から調理まで
全て自分たちで挑戦。仲間とともに実現する
力を育むチャレンジプログラム！
対象：年中・年長
日時：8月3日（火） ①9:30-11:30 ②13:00-15:00
8月27日（金）①9:30-11:30 ②13:00-15:00
※何れの回も同内容になります。

場所：広尾
アイデアの考え方を学び、
メニューを工夫！

料金：¥11,000（税込）

WEB申込！
で

ん

割引キャンペーン

かんた

1. サマースクールのプログラムを2つ以上申込むと、2つ目以降 1プログラムにつき¥1,000オフ！
2. ご友人とのお申込みで、双方¥1,000オフ！
3. 兄弟姉妹でのお申込みで、2人目以降¥1,000オフ！
※上記1, 2 ,3の併用はできません。1プログラムの最大割引額は¥1,000となります。
※割引の適用は、お申込みフォームよりお知らせください。

フォーム：
https://forms.gle/WDkTcYpSAsNafrzN7

Eメール、お電話での
お申込みも受付けています。
主催

所在地

株式会社デルタスタジオ

東京都渋谷区広尾5212

TEL

長谷部第二ビル1階

03-5422-9326

E-mail

info@whatisyourdelta.com

HP

https://whatisyourdelta.com/education/

デルタスタジオとは？
探究型教育のパイオニア！
「これからの時代に活躍する人材」を育成するために、子供向けの教育事業と企業・官庁向けの
人材育成事業を展開。

私たちの想い
デルタスタジオは、これからの時代に生きる子どもたちに必要な教育、
私たち自身がココロの底から受けたかった教育を14年以上追求してきました。
「ワクワクする世界に触れ、好奇心旺盛な子に育って欲しい」
「自らの才能を最大限発揮し、逞しく人生を切り拓く力を身につけてほしい」
そんな想いを込めて、点火とデルタチャレンジの2つのプログラムを提供しています。

デルタスタジオ代表

渡辺健介

イェール大学・ハーバード大学院卒業。マッキンゼーを経て2007年にデルタスタジオを設立。
国内52万部発行、25カ国出版のベストセラー「世界一やさしい問題解決の授業」の著者。

教育スタッフ

渡慶次道俊

日浦瞳子

小澤彩美

東京大学工学部、東京大学大学院工学
系研究科卒業後、ゴールドマン・サッ
クス証券投資銀行部門に入社。同社を
退職後、デルタスタジオに参画。

東京大学経済学部卒業後、ボストン・
コンサルティング・グループに入社。
同社を退職後、デルタスタジオに参画。

慶應義塾大学経済学部卒業後、
三井物産株式会社に入社。同社を退職
後、デルタスタジオに参画。

企業向け事業実績
企業向け事業では、新人から経営陣まで幅広い層に人材育成プログラムを提供しています。
人材育成の現場で磨き抜かれたプログラムを子供たちに楽しくわかりやすく提供しています。

※一部抜粋

メディア掲載
探究型教育・ 21世紀型人材育成のパイオニアとして、国内外の数々のメディアに取り上げられています。

株式会社デルタスタジオ

“Ignite dreams. Empower challengers.”

所在地： 〒150-0012 東京都渋谷区広尾5-21-2長谷部第２ビル１階
Tel： 03-5422-9326
Email： info@whatisyourdelta.com
Web： https://www.whatisyourdelta.com/

