
受付スタート！11月８日
12月23日木～1月8日土講習会期間

★　お申し込みはお近くの校舎まで、お気軽にお問い合わせください！　★

体験授業
受付中！！無料

冬期講習会前に教室や授業の雰囲気を知りたい、チラシだけでは内容がよくわからないとい
う方、まずは無料体験授業の受講がおすすめです！詳しくはお近くの校舎までお問い合わせください。

早期
申込特典!

中１小６ 中２ 中３

12月15日(水)～21日(火)の
本科コースの授業に
無料で参加できます!

本科コース
小学４年生～高校２年生

個別指導の授業を

２回分プレゼント！

個別指導コース12/14㊋
締切!

※申し込みいただいた教科に参加可能。

ど の 子 も み ん な 伸 ば す ！

伸 び るま で 決 してあきら め な い！

冬期講習会
2021

ホームページ https://bundo.jp/

全校舎、送迎用駐車場完備 !

教育理念
周りの人に良い影響を与えられる人材の育成を目指して
頑張る子ども達に学ぶ楽しさと、
取り組む姿勢の大切さを伝え続ける。

「みまもりカメラ」設置!
生徒の安全確保のため、全校舎に設置中です。

株式会社文堂は、地域のみなさまとともに45周年！

各校舎の詳細は
こちらまで！

橿原校 西大和校 真菅校 高田校真美ヶ丘校 約50台完備 五位堂校 約60台完備約170台完備
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小学6年生
小学部
本科 授業で習った内容や学校の冬休みの宿題等、わからないところを質問

できる「欠席者フォロー講座」の時間があります。

「読解力」を身につけるには幼いころから文章に触れることが重要です。
プログレスコースは理解度にあわせて文章の難易度が変わっていき
ますので、無理なく読解力を身につけることができます。

「弱点判定テスト」とは小学校6年間で習う学習単元を現在の学年から
さかのぼり、自分の弱点単元を発見するテストです。受講を悩んでいる方
がおられましたら、まずは無料で「弱点判定テスト」を受けてみませんか。

使用するテキストは単元別で1年生から6年生までの600の項目に分割してい
ます。最初に受けていただく弱点判定テストで自分の苦手とする単元から指
導を開始します。

教科・受講回数・時間割は選択制になっています。自分の苦手とする教科を
集中して受講することもできます。
また、受講回数・時間割はご都合にあわせて選択できます。自分の予定にあ
わせて塾の時間割を組むことができます。

コース 学年 受講教科 授業時間数 費用（税込）

90分×10回
中学
2年生

英語・数学

英語・数学・理科

コース

中学部
本科

学年 受講教科 授業時間数 費用（税込）

40,700円90分
×24回

中学
3年生

5教科

当塾の個別指導は先生1人に対して生徒は2人までの授業です。個別に指導
を行いますので他の人を気にすることなく自分だけの授業を受けることができ
ます。また、先生との距離が近いので質問が苦手な人も積極的に質問すること
ができます。

個別指導（小学4年生～高校2年生）
コース

個別
指導

学年 先生：生徒 授業時間数 費用（税込）

90分×4回

90分×4回

1：2

以降+2回毎

以降+2回毎

12,100円

+5,500円

+6,600円

14,300円1：2

小学4年生

～

中学2年生

中学3年生
高校1年生
高校2年生

小学4年生

高校2年生
〜

個別指導

中学部
本科

中学1年生
中学2年生

中学部
本科

中学3年生

小学1年生

小学6年生
〜

小学部
プログレス

コース

小学部
本科

受講教科 授業時間数 費用（税込）

6,600円

12,100円

90分×4回

90分×8回

算数 または 国語/英語

算数 ＋ 国語/英語

小学部
プログレス

コース 学年 受講可能教科 授業時間数 費用（税込）

4,400円60分×4回

2,200円60分×2回

3,300円90分×2回

6,600円90分×4回

9,900円90分×6回

13,200円90分×8回

6,600円60分×6回

8,800円60分×8回

+2,200円以降+2回毎

+3,300円以降+2回毎

小学1年生

～

小学6年生

小学生対象 兄弟姉妹同時受講キャンペーン
適応可能コースです

定期テストは
400点以上を目指す！

中学校の準備を始めようと考えている小学6年生の皆さん！！

少人数制の個別指導！！(本科コースと併用可能です)

指導教科・受講回数・時間割は選択制になっています。自分の苦手な教科を
集中して受講できるので苦手教科克服に最適です。受講回数・時間割はご都
合にあわせて選択できます。自分の予定にあわせて塾の時間割を組むこと
ができます。

自分のペースで勉強したい皆さんへ！

今のうちに、時制と動詞の関連をしっかりと理解しておくことが
過去形や未来形、現在完了までを関連付ける重要な要素になり
ます。また、動詞の使い方をマスターしておくことで、英語の最重
要単元でもある不定詞・動名詞の理解を助けてくれます。

3月に行われる公立高校の一般入試に先駆けて、2月に
は私立高校や特色選抜の入試が行われます。
そこで中学3年生の冬期講習会では、どの教科も私立高
校の過去問題を使った対策で最後の学力向上を目指し
ます。受験に向けて、万全の仕上げをします！

授業の前と後に、教室で自習することができます。学習環境の整っ
た教室で自主学習の力をつけ、講習会の授業以外にも勉強する
時間と場所を確保します。

中学1年生の3学期に学習する「図形単元」は、小学生の時に学習
した面積や体積の公式を理解していることが必要です。中学２
年生では、「図形単元」証明問題を学習して３学期の成績UPにつ
なげます。

各教科、最適のカリキュラムで３学期、そして新年度の成績ＵＰを
目指します。５教科の合計点にこだわり、短期間の冬期講習会で
も中身の詰まった５教科の学習を実施します。

※外部生の方には参加基準を設けています。
　定期テストまたは模擬テストの結果をご持参ください。

高校入試では英語や数学が大きなウェイトを占めているのは間
違いありません。しかし、最後に大きく力を伸ばすことができ、入
試の明暗をわけるのは理科と社会です。夏期講習会・2学期と継
続して実施してきた入試演習講座「理科」「社会」を入試直前まで実
施していきます。

※塾生限定の講座です。(３月まで実施します。)

小学１年生からの読解力養成 まずは弱点判定テストから

スタート！
12.23木冬期講習会冬期講習会地域に根ざした塾だか

らできることがありま
す。

3学期からの成績を
確実に上げる!

小学部本科コースは3学期・次年度に向けて、準備をしていくコースで
す。「算数」では小学校でつまずきやすい単元の総復習を実施します。
「国語」ではすべての教科の基礎となる文章読解力を身につけます。
「英語」では１人ひとりにあわせたカリキュラムで学習していきますの
で、初めての人でも安心して受講できます。 

20,900円

14,300円

17,600円

90分×12回

90分×8回
中学
1年生

5教科

5教科 20,900円90分×12回
中学部
本科

※個別指導では4回・6回・8回など4回以上の偶数回でお申し込みいただけます。
※お申し込み時には必ず成績の分かるものをご持参ください。

be 動詞、一般動詞を中心に総復習を行います。《英語》

自 分の苦手単元を発見し、克服しながら次へ進んでいきます。

教 科・受講回数・時間割は選択可能。欠席分の振り替えもできます。

自 分の学習目的にあわせて教科選択ができます。

授 業の内容や学校の宿題でわからないところを
質問できる「欠席者フォロー講座」があります。

冬 期講習会で私立高校入試の過去問題を
使った入試対策を行います。

入 試に向けての追い込み
入試演習講座「理科」「社会」を行います。

学 習環境の整った教室で学習する力を身につけます。

生1人に対して生徒は2人までの授業です。先

間割・学習内容は相談により決定します。時

3 学期につながる「図形」の学習をします。《数学》

冬 期講習会も５教科の学習で成績をＵＰします。

冬期講習会から英語を始めよう！
１人ひとりが個別のカリキュラムなので、理解度にあわせて指導を行います。
文法と単語を中心に指導し、しっかりと「書く」ことができる内容で、
中学生になって英語を得意教科にします！

※授業を欠席された場合でも、この欠席者フォロー講座でしっかりと
　フォローいたします。

※中学生と小学生のご兄弟・姉妹も対象です。
※詳しくは各校舎へお問い合わせください。

半額！！2人目
小学生対象 兄弟姉妹同時受講キャンペーン

※本科コースとプログレスコースは
併用可能です。ご相談ください。

※高校生専用映像講座もご準備しております。
　開講状況・料金は各校舎までお問い合わせください。

※詳細は各校舎まで
　お問い合わせください。

教室の中で臨場感を持って
自分の志望校の問題を時間を計って解きます。
終了後に採点し、現時点での自分の実力や
合格最低点との差を把握します。入試までの
残り期間の勉強法を一緒に考えていきましょう。
分からないところは先生に質問して、
徹底して解き尽くしましょう！

自分の志望校の赤本を
徹底して解き尽くす！

中学3年生対象！

※英語は
小学3年生から
受講可能です。

算数
国語
英語

欠席者フォロー講座を受けることができます！

中学１年生・中学2年生

個別の２教科
チャレンジパック!
個別指導 中学１・２年生対象

特別価格!! 円(税込)22,000
中学１・２年生で計8回の授業（英語・
数学の2教科を各４回）が特別価格！

８回
コース

数学英語

中学3年生

個別の５教科
チャレンジパック!
個別指導 中学３年生対象

特別価格!! 円(税込)42,900
16回
コース

中学３年生で計16回の授業（英語・数学・
国語を各4回、演習理科・演習社会を各2
回）が特別価格！

国語数学英語 演習理科 演習社会

欠席した分は「欠席者フォロー講座」で補いながら学習を深めていくことができます。
冬期講習会中のフォローはもちろん、1月以降の通常授業にも欠席者フォロー講座があり
ます。欠席した分の授業を確実に受けることができます。

＼ 当塾の講習会ポイント３点 ／
自習室使用可能 !
授業のない日にも使用可能！

解き直しノートで指導
同じ問題を二度間違わない！

入塾金全額免除！
講習会を受講後、継続で入塾の場合

早期申込
特典あり!

早期申込
特典あり!

早期申込
特典あり!

早期申込
特典あり!

兄弟姉妹同時
特典あり!
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