
小学部
プログレス

小学部
本科

中学部
本科

中学部
本科

個別
指導

中学1年生
中学2年生

夏期講習会開始日

夏期講習会前に

この機会にぜひ授業を体験し、講習会をご検討下さい地域に根ざした塾だからできる、 2学期からの成績を確実に上げる夏期講習会地域に根ざした塾だからできる、 2学期からの成績を確実に上げる夏期講習会

●自分の弱点単元を順番に克服していきます ●2学期の成績を上げるための学力作りを行います

●勉強の仕方をしっかり身につける講習会です

●校内実力テストに向けての重点学習を行います

●学習に対する姿勢と学習習慣を身につけます

●欠席内容を補うフォロー講座があります

●1人ひとりに個別に指導をおこないます

●1つの単元が終わるごとに進級テストで確認します

●授業の日を選べます

●教科の組み合わせは自由にできます

●1学期までの復習を単元別に実施します

●欠席内容を補うフォロー講座があります

●先生1人に生徒は2人までの個別指導です

●時間割・学習内容は相談により決定します

●私立中学や高校生にも対応しています

【変更も振替もできます】

塾が初めての人でも安心して
受講できるように心がけています　
塾が初めての人でも安心して

受講できるように心がけています　 無料無料 体験授業受付中!!
体験授業
受付中!!

！！

中学3年生

小学1年生

小学6年生

小学5年生
小学6年生

プロの専任教師が
1人ひとりに

小学5年生
大募集!!

小学5年生は小・中学校を通して最も重要な時期です。

弱点判定テストを受けてみませんか！

プログレスコースとの併用受講も可能です

クラブとの両立を考えて午後6時50分開始です

クラブで受講を休んだ場合のフォローも万全です

夏期講習会でも教科を選択できます

算数の弱点克服もしたいけれど、英語の先取りもしたい人へ
算数・英語　90分×10回　15,000円（税別）

【受講例】

個別に指導します。

講習期間
7月21日（木）～
8月10日（水）

7月21日（木）スタート! 実施期間：7月1日（金）～7月20日（水）
受付終了日：7月16日（土）

講習期間
7月21日（木）～
8月31日（水）

講習期間
7月21日（木）～
8月10日（水）

講習期間
7月21日（木）～
8月31日（水）

講習期間
7月21日（木）～
8月11日（木）

講習期間
7月21日（木）～
8月10日（水）

～

小学1年生

高校3年生

～

まず、弱点判定テストを受けて頂き、学年をこえて自分の弱点
単元を見つけます。系統立てて理解度に合わせた単元から授業
を始めます。1つ1つ弱点を克服し、得意科目にしていきます。

中学1年生・中学2年生ともに成績を上げるために考え抜かれた学
習項目を1つずつ確実に定着させる学力作りを行います。
英語や数学ではすでに学習した単元の中から2学期に学習する単元
に関係する重要単元を中心とした復習と2学期の先取りを行います。
国語ではどの教科の学習にも必要となる読解力を身につけるために
文章の読み取り方を中心に学習します。
中学2年生の理科は学校別に知識の定着を目的とした学習方法と内
容の理解に取り組みます。

夏期講習会では授業の中で「やり直しノート」を使用し、
「1 度間違えた問題を 2 度間違わない」ことを目標に指
導していきます。  「勉強の仕方」を身につけ、どうすれ
ば成績が上がるのかを指導します。

授業を欠席した場合や確認テストで不合格だった場合に
はフォロー講座を受講していただけますので、授業内容
を理解して、次に進むことができます。

夏期講習会では校内実力や入試に向けての学力をつけていき
ます。 そのために中学 1 年生・中学2年生の復習や、中学 3
年生の 2 学期に学習する重要単元の先取りなど、志望高校に
合格し上位で活躍する力を養います。

成績を上げるためには「学習に対する姿勢」と「学習習慣」
を身につけることが不可欠です。中学 3 年生の夏期講習会で
は 1 日平均 4 時間半、合計 81 時間の授業時間 + 教科課題や
自習室の使用で学習姿勢と学習習慣を身につけます。

　夏期講習会中の欠席フォローはもちろん、8月18日からの
通常授業期間にもフォロー講座がありますので、欠席した分の
授業を確実に受けることができます。
　クラブの大会に出場しつつ、欠席した分はフォロー講座で補
いながら受講を進めていくことができます。

90分の授業を45分ずつに分けて、前半は算数、後半は英語を受講す
ることができます。算数の弱点克服をしながら、中学に向けて英語の
先取り授業を行います。

　『弱点判定テスト』は小学生が学ぶ全ての単元から弱点単元
を探すことができます。
　講習会を受講する前に『弱点判定テスト』を無料で受けるこ
とができます！また、弱点単元の解説授業も同時に受けるこ
とができますので、校舎の雰囲気を知ることもできます。

1つの単元（級）が終わるごとに進級テストを行い、到達して
から次の単元へと進みます。不合格の場合には合格するまで
復習して、定着するまで繰り返します。

指導形式は先生と生徒との1対1の対話形式で進めています。
1 人ひとりを別々に指導していますので、自分の理解度に合
わせた無理のない授業のスピードと進度で授業を受けること
ができます。

時間割はいくつかある中から選んでいただけます。変更も可
能ですので、欠席された時は別の日に受けることができます。

受講教科は算数・国語・英語の中から自由に選択できます。
組み合わせて受講もできますので、学習目的にあわせてお選
びください。

今まで習った中で、理解できていない所を復習し、今習っている
教科書学習もきっちりできます。英語との併用もできます。

算数では子どもたちが間違えやすい単元を集中的に
復習し、 弱点克服と応用問題にチャレンジします。

　夏期講習会期間中には通常の授業中の課題
だけではなく、夏休み中の課題をマスターする
自主学習の時間を確保しています。

授業を欠席した場合や確認テストで不合格だった
場合にはフォロー講座を受講していただけますので、
授業内容を理解して、次に進むことができます。

当塾の個別指導は先生1人に対して生徒は2人までの
個別指導です。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。徹底した定着度の高い勉強法を指導しています。
また、先生との距離が近いので質問が苦手な人もどん
どん質問することができます。

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
克服にばっちりです。受講回数・時間割はご都合に合
わせて選択できますので、他の習い事や家族旅行の予
定に合わせて塾の時間割を組むことができます。

学習内容が1人ひとり違うので私立中学や高校生の学
校別のカリキュラムにも対応します。もちろん、この
夏休みに自分のペースで予習や復習を行うことも可能
です。

小学生のうちに基礎学力を磨いておくことが、
その後の中学や高校において学力を伸ばす上での大切な土台となります。

講習生準備講座（中1・中2生対象）

万全の夏期講習会にプラスして
　　教科課題も実施します

当塾の講習会が初めてのお子様に授業の
 受け方や基本事項の確認等を行います

（英数90分各1回、 参加は任意）

コース

小学部
プログレス

小学1年生

小学6年生 ※英語は小学3年生からに
　なります。

60分 × 4回 　4,000円
　6,000円
　8,000円
12,000円

1教科   8,000円
2教科 13,000円

10,000円

14,500円

  

13,000円

19,000円

  

  ＋4,500円   ＋6,000円

  ＋6,000円

1教科   8,000円
2教科 13,000円
3教科 19,000円

90分 × 4回

各90分×6回

90分×4回

90分×6回

1：2

1：2

13,000円

19,000円

  

  ＋7,500円

16,000円

23,500円

  45,000

  

49,000

  

円

  
53,000

  

円

  

円

  49,000

  

円

  

90分×4回

90分×6回

1：2

1：2

90分×4回

90分×6回

1：2

1：2

90分×4回

90分×6回

1：2

1：2

以降＋2回毎 以降＋2回毎

以降＋2回毎以降＋2回毎

個別指導（小学１年生～中学３年生） 個別指導（高校１年生～高校３年生）高校部

各90分×6回

60分 × 8回
90分 × 8回

算数・国語・英語
から選択

算数・国語・英語
から選択

小学部
本科

個別
指導

高校部
個別
指導

小学5年生

小学6年生

小学４年生

小学６年生
中学１年生

中学２年生

高校１年生
高校２年生

高校３年生
中学３年生

小学生（中学受験）
夏期講習会日程

前期：７月２１日（木）～８月１０日（水）
後期：8月18日（木）～8月31日（水）

算数・国語から選択

〜

〜

小学1年生

小学3年生
〜

〜

学   年 時 間 数 費用（税別）受講教科

コース

コース 学　　年 時間数 費用（税別）先生：生徒 コース 学　　年 時間数 費用（税別）先生：生徒

学   年 時 間 数 費用（税別）受 講 教 科

19,000円

24,000円

24,000円

28,000円

90分×12回

90分×16回

90分×16回

90分×20回

英語・数学

英語・数学・国語

49,000円90分×54回英語・数学・国語・理科・社会

英語・数学・理科

英語・数学・理科・国語

中学部
本科

中学1年生

中学3年生

中学3年生で16回の授業回数をお申し込みされた場合
下記のように割引させていただきます。 

中学部
本科

個別指導 中学3年生対象
 （受講教科は選択できます）

中学2年生

コース 学   年 時 間 数 費用（税別）受 講 教 科

そのための道筋が夏期講習会から始まります。

●校内実力で目標点に到達するための実力を身につけます。
●模擬テストでA判定をとるための実力を身につけます。
●2学期の定期テストで高得点を取るための実力を身につけます。
●そして志望校に合格するための実力を身につけます。

クラブの日程に合わせて受講可能
　個別指導ではカウンセリングにより通塾日や時
間割を決定いたしますのでクラブの日程に合わせ
て講習会受講が可能です。

※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きます。
※8回以上でのお申し込みもできますので詳しくは校舎までお問合せ下さい。
※正確な指導を行うためにお申し込み時には必ず成績の分かるものをご持参下さい。

中学
3年生

16回コース 通常講習会費用 （
税
別
）

（
税
別
）

（税別） （税別）

英語4回、 数学4回、 国語4回、 理科4回 +社会演習＜受講例＞

夏期講習会夏期講習会



小学部プログレス 小学部本科 中学部本科 個別指導 個別指導

夏期講習会の受講を検討されている皆さんへ！
Q. どこが分からないか、よくわかりません。
　  何から始めていいかも、よくわかりません。

Q. 休んだ分の授業は抜けてしまうので
　  心配なのですが。

Q. クラブの大会があるので、講習会を
　  受けることができないのですが。

Q. 塾に通うのが初めてですが
　  大丈夫でしょうか。

Q. 夏期講習会を受けてみたいけど、
　  どんな塾なんだろう？

Q. どのコースを受ければいいか
　  自分ではわかりません。

A. 弱点判定テストで自分の弱点を探します。

A. 欠席した授業のフォロー講座があります。 A. 欠席フォローや8月スタートのコースもあります。 A. 塾が初めての人でも安心して受講できるように心がけています。

部活と勉強を両立したいあなたにピッタリの
「映像授業コース」もあります！

A. 無料体験授業を受付中です。 A. 1人ひとりにあったコースをお勧めさせていただきます。

講習会を受講されて気に入って頂いた方は、2学期から始まる下記のコースをご検討下さい。

12,000円

24,000円

12,000円

13,000円

12,000円

7,000円
5,000円

7,000円

8,000円
12,000円

12,000円
18,000円

18,000円

21,000円

21,000円

25,000円

17,000円

17,000円

18,000円
  9,000円

1:2

1：2
1：2

1：2

1：2

1:2
1:2
1:2
1:2
1:2

24,000円
36,000円
15,000円
30,000円
45,000円

週1回 90 分 ×1

週1回 90 分 ×1

週1回 60 分 ×1回
週2回 60分×2回
週3回 60分×3回
週1回 90 分 ×1回
週2回 90分×2回
週3回 90分×3回

週1回 90 分

週 2回180 分

週 3回 270 分

週 3回  360 分

週 4回  450 分

週 3回  360 分
週 3回  270 分

週 3回  270 分

週 2回 90分 ×2

週 2回 90分 ×2

週1回 90 分 ×1

週 2回 90分 ×2

週 3 回 90分 ×3
週1回 90 分 ×1
週 2回 90分 ×2
週 3 回 90分 ×3

英語・数学
算数

算数+プログレス 90分

算数+プログレス 180分

英語・数学・理科

英語・数学・国語

5教科

5教科

5教科

高校部
個別
指導個別

指導

中学部
本科

小学部
本科プログレス

高校1年生
高校2年生

小学1年生

小学6年生

算数・国語・英語
上記から選択

中学1年生

小学5年生
小学6年生 中学2年生

中学3年生
高校3年生

コース 学   年 先生：生徒 授業料（税別）週 時 間 数

コース 学   年 先生：生徒 授業料（税別）週 時 間 数

コース 学   年 授業料（税別）週 時 間 数教　科コース 学   年 授業料（税別）週時間数教　科コース 学   年 授業料（税別）週時間数教　科

※英語は小学3年生～
　小学6年生

プログレスコースや個別指導では 1 回目の授業や夏期講習会
前に「弱点判定テスト」を受けて、自分の弱点単元を探し、
目的を持って講習会を受講していただけます。

プログレスコースは授業日を選択できますので休んだ日は別
の日に振り替えることができます。本科コースではフォロー
講座で休んだ日の補修を受けることができます。

本科コースでは欠席フォローで休んだ授業の補習を行ってい
ます。また、個別指導コースは 8 月からでも夏期講習会を開
始できます。

1人ひとりへの声かけやご家族へお電話でのコールなど塾が
初めての人でも安心して受講できるように心がけています。

 　高校入試で「英語」や「数学」が重要教科な
のはいうまでもありません。その出来により
受験校のレベルが決まることもあります。
　しかし、同じ高校を受験するのは「英語」や
「数学」が同じ位のレベルの生徒であること
が多いため、最後に合否の鍵を握っている
のは「社会」なのです。

夏期講習会前に「無料体験授業」を実施いたします。
ぜひこの機会に授業を体験し、講習会の受講をご検討くださ
い。

ご遠慮なく、お問い合わせ頂ければ、ぴったり合ったコース
をお勧めさせていただきます。

校費・施設費などの費用は頂いておりません。

欠席した授業のフォロー講座を受けることができます。
授業のない日に自習室を使用することができます。
実際に進学した生徒の資料に基づいた統計的に根拠
のある進路指導を行っています。

夏期講習会を受講頂いて、 そのまま継続して入塾され
た場合は「入塾金を全額免除」とさせていただきます。

同じ問題を二度間違わないために、独自の “やり直し
ノート ”で、 できるまで繰り返す指導法を構築して
います。

（夏期講習会のテキスト代も講習会費用に含まれています。）

9月からの 8月18日からの 8月18日からの 9月1日からの 9月1日からの

小学1年生～小学6年生

今まで習った中で理解できていない所を復習し、
今習っている教科書学習もきっちりできます。

学校の授業や宿題でわからない所を
質問できる 「質問教室」 があります。

クラス授業の担当は全て専任の
プロ教師が行っています。

クラス授業の担当は
すべて専任のプロ教師
が行っています。

先生1人に対して
生徒は2人の個別
指導を行います。

年間48回の授業
回数を保証してい
ます。

先生1人に対して
生徒は2人の個別
指導を行います。

年間48回の授業
回数を保証してい
ます。

定期テスト対策時
に教科を追加する
ことができます。

定期テスト対策時
に教科を追加する
ことができます。

入塾時のカウンセ
リングにより授業
内容を決定します。

AO入試・推薦
入試での合格を
サポートします。

定期テスト前だけ
教科を追加して受講
することができます。

合計30時間以上の
定期テスト対策をテスト
2週間前から行います。

授業を休んだ時には
休んだ分のフォロー講座
を受けることができます。

授業を休んだ時にはフォロー講座を
受けることができます。

教科も回数も時間割も選べます。
欠席分の振り替えもできます。

プロの専任講師が1人ひとりに
　できるまで、  わかるまで　個別に指導します。

夏期講習会の欠席フォローも
この期間に受講できます。

夏期講習会の欠席フォローも
この期間に受講できます。

8月18日（木）～31日（水）に
講習会を受講して、9月1日（木）から
入塾することも可能です。

8月18日（木）～31日（水）に
講習会を受講して、9月1日（木）から
入塾することも可能です。

9月1日（木）
 2学期開始

8月18日（木）
  2学期開始

8月18日（木）
   2学期開始

9月1日（木）2学期開始 9月1日（木）2学期開始
=入試社会演習講座=

中学1年生～中学3年生 小学1年生～中学3年生 高校1年生～高校3年生
高校部

高校入試の合否は
「社会」が鍵を握っている!

夏期講習会で
入試演習プリントを使った
徹底的な演習を行います。

その演習量が君の自信になります。

小学5年生・小学6年生

●1人ひとりの高校のカリキュラムにぴったり合う授業です。
●最終授業開始が午後9時～で、クラブ帰りでも大丈夫です。
●定期テスト対策時に教科を追加することができます。
映像授業コースは、校舎より開講状況が異なります。

8月18日（木）～8月31日（水）

90分×6回
費用：4,000円（税別）

※時間割は校舎により異なります。

授業内容は入試問題を使った演習授業になります。
※教材費別途※教材費別途※教材費別途※教材費別途 ※教材費別途  ※他の教科選択パターンもありますのでお問い合わせください。

〜

生駒市山崎町4-10 サンアイビル本館2階・4階

週 2回  180 分

小学4年生～小学6年生
中学1年生～中学2年生

小学1年生～小学3年生
小学生（中学受験）
中学3年生


