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春休みこそ、苦手な科目を

得意にするチャンスです。

自らの目標に向けて頑張る皆さんを

生徒一人ひとりに合わせて明確な目標をつくり、達成させていく。

しっかり演習をして「わかる」から「できる」ようになる。

れんせい会は強力にサポートいたします。
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れんせい会　スタッフ一同
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講習概要.お申込み

小学生

6

だから、新しい学年になって今まで学校でわからなかった

授業がわかるようになるのです。

れんせい会の講師一同、学力アップに向けて、

一人ひとり協力にサポートいたします。

この春が、チャンス。

学校が休みの期間中だからこそ学校の進度にとらわれる

高校生

10

中学生
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春休みこそ苦手な科目を得意にするチャンスです。

それは、次の学年の準備ができる時期だからです。

ことなく、新しい学年の予習ができます。

また予習を通して苦手な単元を把握し、前の学年に戻って

復習することもできます。

その結果、今までの苦手単元が得意になる。

春休ごみ後にお子様の学力が大きく飛躍できるよう、

れんせい会は「春期講習」を実施します。

授業料についても春期講習は「今の学年」として計算します。

さらに回数に応じて大幅な割引も実施いたします。

春は授業料も大変お得になっています。

春は授業料も大変お得になっています

料金表

12

お願いとご注意
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キャンペーン
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【コース紹介】
一人で進めるのが苦手なので、演習を繰り返してほしい…（学習のペースメーカー）

どうしても苦手な１科目を克服して合格を勝ち取りたい…（苦手科目の得点アップ）

学年よりも進んだ英検・漢検・数検合格で友達に差をつける…（先取り学習）

…など、生徒様により目的が異なるため、個々の目的に合わせた多彩なコースをご用意しております。

主要教科をバランスよく回数配分したコースです。お時間とご予算に合わせて、「本気」「逆転」「時短」
の３コースをご用意しております。

ご希望の教科のみを重点的に強化できるカリキュラムコースです。受講回数に応じて割引適応させて頂き
ます。

内容、教科、回数など全てをオリジナルプランで設計するコースです。

【実施要項】

実施日程＞＞＞2021年2月3月26日（金）～2021年4月3日（土）　全9日間 ※○印が開校日

【時間割】
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14:10

2限目 10:50 ～

土 月 ～ 木 金

1限目 9:25 ～ 10:40 期間講習中に限り、1-8限目までの授業を実施。

1コマあたりの授業時間は７５分です。

講習授業の開講時間は、

午前9時25分から午後9時25分までの全8コマです。

十分な演習時間を確保するため1コマが７５分単位

になっており、高い集中力と力強い学力を育てます。

ご希望の受講日・コマにつきましては、申込書にて

お知らせ下さい。
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講習の座席は申込書のご提出先着順となります。

カリキュラムコース

セミオーダーコース

フルオーダーコース



【お申し込みにあたって】

〔在塾生〕　　　　　　　　　
●春期講習期間中の通常授業のコマ数（2週間分:3月度）は、

　 今回特別に50分→75分として春期講習のコマ数として振替られます。
※1 期限内にご提出いただけない場合は、振替ができなくなりますので、必ず期限内でご提出をお願い致します。

※2 春期講習期間中は通常授業はございませんので、ご注意下さい。

お申込みまでの流れ

まずはれんせい会のホームページ内にある「在籍生向けページ」にログインし、

「春期講習前　面談申し込み」フォームよりご面談可能な時間帯のご提出をお願い致します。

ご面談の際は「申込書」「日程表」をお持ち下さい。

ご不明な点、回数、料金などについてはご面談の中で決定致します。

「春期講習受講申込書」については2月13日（土）～2月26日（金）の間でご提出ください。

本確定は3月中旬を予定しております。（確定次第メールにてご連絡致します）

日程確認についてGROW教育システムをご活用下さい。
※3　3月の授業だけではなく、必ず4月の授業分についてもご確認をお願い致します。

　 ＧＲＯＷシステム内の「月間スケジュール」上部の「月度」を変更することでご確認いただけます。

※4　生徒様のＩＤ、パスワードをお忘れになられた方は、各教室までお問合せ下さい。

 

3月の確定連絡以降に日程の変更がある場合は、お手数ですが弊社ホームページより

保護者サイトへ進み「振替申請」をお願い致します。

※5　春期講習授業料については、4月分（3月末請求）に加算して請求させていただきます。

〔はじめての方〕
お申込みまでの流れ

弊社ホームページ内にある「体験授業申し込み」フォームよりお申し込みください。

後日ご面談のお時間をいただき、現在の学習状況と目標についてお伺い致します。

 

ご面談の席上で、現在の学習状況や目標に応じて、保護者の方と相談しながら

講習内容や回数などを決め「受講提案書」をお渡しいたします。
 

講習期間については体験授業2回分を含めた回数で提案させていただきます。

「受講提案書」の内容をご確認いただき、ご了承頂けましたら、保護者欄にご署名、

ご捺印いただいた上で、ご提出下さい。

※6　満席になり次第受付を終了いたしますので、お申し込みはお早めにお願いいたします。

※7　過去に当塾の講習にご参加頂いている場合は、お電話、メール等でご相談ください。
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25分の延長は在塾生だけの特別

サービスとさせて頂いております。



小学生の春期講習は、新学年の準備を目的としています。新学年での学習内容を中心に、カリキュラム

を進めます。その中で出てきた前の学年の弱点もピンポイントで補強します。さらに、小学生の英語にも

対応しています。英語に対する興味を育てつつ、テストや検定などの結果に残る英語力を身に付けます。

①時短コース 重点単元を復習して、学校の授業の基礎を作ります。

1対2の個別授業で算数を4コマ、国語を4コマ進めます。
短い時間の中でコンパクトな復習が目標です。 計8コマ 28,000円

②本気コース 算数は苦手単元を個別で、国語はICTｺﾝﾃﾝﾂを利用して、速読解力を向上させます。

1対2の個別授業で算数を4コマ、国語を2コマ進めます。
また国語の読解スピードと語彙力アップを目指し、ＩＣＴ
コンテンツを利用した4コマで飛躍的に向上させます。 計10コマ 33,000円

③逆転コース 新小学6年生の中学入学前の準備。低学年から早い段階で英語の基礎的な知識を身につけます。

1対2の個別授業で算数を4コマ進めます。演習量を増やして
精度を上げるため、算数ﾌﾟﾚﾐｱﾑ授業も4コマ進めます。また
国語の読解スピードと語彙力アップを目指し、コンテンツを利用
し、小学生の内に英語のスピーキングも行うよくばりコースです。 計16コマ 46,500円

①算数 受験せずに進学予定の生徒で、算数・数学を先取りし、中学ではトップクラスを目指します。

1対2の個別授業6コマでは理解を深めることを優先して授業を進め、 新小4・5・6生

演習中心のﾌﾟﾚﾐｱﾑ授業6コマでスピードと精度を高めます。 計12コマ 49,500円

②文才門 文章を正確に読むトレーニングを行い、漢字演習、語彙力も強化させます。

正確に早く文章を読むためには多読と語彙力強化が必要です。コンテンツ 全学年

を利用してトレーニングを行います。また合わせて漢字や語彙力も強化します。 計8コマ 24,000円

③理科基礎 理科の基礎事項を徹底的に演習し克服します。

学校で習う範囲内に絞り、ﾌﾟﾚﾐｱﾑ授業で徹底的に演習します。 新小5・6生

基礎知識を定着させ、発展問題で演習を行い、苦手から得意へ。 計8コマ 21,000円

④理科発展 中学受験用の教材を使用して、集中的に学習を進めます。

教材は四谷大塚の予習シリーズと演習問題集を使用し、学習指導要領内 新小5・6生

よりも一歩進んだ授業を行います。演習時間もしっかり確保します。 計8コマ 25,500円

⑤社会基礎 社会の基礎事項を徹底的に演習し定着させます。

学校で習う範囲内に絞り、ﾌﾟﾚﾐｱﾑ授業で徹底的に演習します。 新小5・6生

基礎知識を定着させ、発展問題で演習を行い、知識定着へ。 計8コマ 21,000円

⑥社会発展 中学受験用の教材を使用して、より深い知識を習得させます。

教材は四谷大塚の予習シリーズと演習問題集を使用し、学習指導要領内 新小5・6生

よりも一歩進んだ知識を身に付けます。 計8コマ 21,000円

⑦英達道1 初めて英語学習をスタートする生徒様はこちらから。

小学生の初学者に合わせた英検用の教材を使用して、英語に慣れること 全学年

からスタートし、いずれ英検にもチャレンジできるように進めます。 計4コマ 15,000円

⑧英達道2 初めての英検６月にチャレンジ。英検５級合格を目指します。

英語に慣れるとともに、６月に英検5級チャレンジという目標を設定し 全学年

授業を進めます。初学者で英検もチャレンジしてみる生徒様はこちら。 計6コマ 22,500円

⑨英達道3 すでに英検５級取得済みで、６月に英検４級にチャレンジする生徒様はこちら。

英検5級取得済の生徒様は少しずつ英語に慣れてきているはずです。 全学年

どんどん先の級にチャレンジすることで語学は伸びていきます。 計8コマ 30,000円

⑩英達道4 すでに英検４級取得済みで、６月に英検３級にチャレンジする生徒様はこちら。

英検3級は中学校終了程度の文法と単語力を要します。小学校の内に 全学年

チャレンジすることで、中学に向け大きなアドバンテージになります。 計12コマ 45,000円

※講習会の追加総コマ数に応じて

　 左記表の割引が適用されます。

　　※すべて税抜き価格となります。

0 7 8 15 16 23 24
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コース割引2,000円！

コース割引3,000円！

コース割引5,000円！

-2,000円 -5,000円 -10,000円

小学生の春期講習

回数

割引額 なし

ｺﾏ ｺﾏ ｺﾏ ｺﾏ～ ～ ～ ～

【非受験・内部進学】カリキュラムコース

【非受験・内部進学】セミオーダーコース



④時短コース

4、5年生の春休みの内に前学年の基礎内容はしっかり抑えましょう。
・新小４ 1対2個別 算数4コマ 国語4コマ 計8コマ 28,000円
・4科/新小5 1対2個別 算数4コマ 国語4コマ 理科・社会ﾌﾟﾚﾐｱﾑ計4コマ 計12コマ 38,500円
・2科/新小５ 1対2個別 算数4コマ 国語4コマ 算数ﾌﾟﾚﾐｱﾑ4コマ 計12コマ 38,500円

6年生からは複合問題になります。春の内に前学年の基礎定着は必須事項です。
・4科/新小6 1対2個別 算数4コマ 国語4コマ 算数・理科・社会ﾌﾟﾚﾐｱﾑ計8コマ 計16コマ 47,800円
・2科/新小6 1対2個別 算数4コマ 国語4コマ 算数・国語ﾌﾟﾚﾐｱﾑ計8コマ 計16コマ 47,800円

⑤本気コース

4年生の春休みで基礎内容を抑えつつ、算数は先取りも進めます。
・新小４ 1対2個別 算数6コマ 国語6コマ 計12コマ 42,000円

5年生になると4年生の内容がいかに理解できているかで差が付きます。
・4科/新小5 1対2個別 算数8コマ 国語4コマ 理科・社会ﾌﾟﾚﾐｱﾑ計8コマ 計20コマ 61,000円
・2科/新小５ 1対2個別 算数8コマ 国語4コマ 算数・国語ﾌﾟﾚﾐｱﾑ計8コマ 計20コマ 61,000円

6年生の春は1年間でこの一番時間が確保できます。スタートを切りましょう。
・4科/新小6 1対2個別 算数10コマ 国語6コマ 理科・社会ﾌﾟﾚﾐｱﾑ計8コマ 計24コマ 74,600円
・2科/新小6 1対2個別 算数10コマ 国語6コマ 算数・国語ﾌﾟﾚﾐｱﾑ計8コマ 計24コマ 74,600円

⑥逆転コース

3年生までで苦手単元があれば克服し、春休みの内に大きく先取りさせます。
・新小４ 1対2個別 算数10コマ 国語6コマ 計16コマ 55,000円

4年生までの苦手単元は4年生の内に克服させないと、苦手が積み重なります。
・新小5 1対2個別 算数10コマ 国語6コマ 理科・社会ﾌﾟﾚﾐｱﾑ計8コマ 計24コマ 71,000円
・2科/新小５ 1対2個別 算数10コマ 国語6コマ 算数ﾌﾟﾚﾐｱﾑ8コマ 計24コマ 71,000円

苦手単元を克服する時間がある貴重な春休みで徹底的に復習しましょう。
・新小6 1対2個別 算数10コマ 国語6コマ 4科目ﾌﾟﾚﾐｱﾑ計16コマ 計32コマ 90,600円
・2科/新小6 1対2個別 算数10コマ 国語6コマ 算数・国語ﾌﾟﾚﾐｱﾑ計16コマ 計32コマ 90,600円

⑪算数標準 偏差値５以上アップまたは弱点分野を克服。

1対2の個別授業6コマでは理解を深めることを優先して授業を進め、 新小4・5生 計12コマ 38,250円

演習中心のﾌﾟﾚﾐｱﾑ授業6コマでスピードと精度を高めます。 新小６生 計12コマ 39,600円

⑫算数逆転 偏差値１０以上アップまたはスタートの遅れを取り戻す。

カリキュラムより遅れてスタートした生徒様や、苦手単元を徹底的に演習 新小4・5生 計16コマ 51,000円

して克服したいという生徒様向け。春で逆転を狙います。 新小６生 計16コマ 52,800円

⑬算数一貫 公立一貫校狙いまたは私立中堅校狙い。

公立一貫校入試を狙っている生徒様や、学校の指導要領内の算数 新小4・5生 計12コマ 38,250円

をまずはしっかり抑えた生徒様向けです。私立向けの演習にも兼ねています。 新小６生 計12コマ 39,600円

⑭文才門 文章を正確に読むトレーニングを行い、漢字演習、語彙力も強化させます。

正確に早く文章を読むためには多読と語彙力強化が必要です。コンテンツ

を利用してトレーニングを行います。また合わせて漢字や語彙力も強化します。 全学年 計8コマ 24,000円

⑮理科基礎 理科の基礎事項を徹底的に演習し克服します。

受験でも出題される学校で習う範囲内に絞り、ﾌﾟﾚﾐｱﾑ授業で徹底的に演習

します。基礎知識を定着させ、発展問題で演習を行い、苦手から得意へ。 新小5・6生 計8コマ 21,000円

⑯理科発展 中学受験用の教材を使用して、集中的に学習を進めます。

教材は四谷大塚の予習シリーズと演習問題集を使用し、学習指導要領内 新小4・5生 計８コマ 25,500円

よりも一歩進んだ授業を行います。演習時間もしっかり確保します。 新小６生 計８コマ 26,400円

⑰社会基礎 社会の基礎事項を徹底的に演習し定着させます。

学校で習う範囲内に絞り、ﾌﾟﾚﾐｱﾑ授業で徹底的に演習します。

基礎知識を定着させ、発展問題で演習を行い、知識定着へ。 新小5・6生 計8コマ 21,000円

⑱社会発展 中学受験用の教材を使用して、より深い知識を習得させます。

教材は四谷大塚の予習シリーズと演習問題集を使用し、学習指導要領内

よりも一歩進んだ知識を身に付けます。 新小5・6生 計8コマ 21,000円

コース割引5,000円！

コース割引3,000円！

※講習会の追加総コマ数に応じて

　　※すべて税抜き価格となります。

0 7 8 15 16 23 24

コース割引10,000円！

コース割引15,000円！

コース割引2,000円！
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回数
　 左記表の割引が適用されます。

割引額 なし -2,000円 -5,000円 -10,000円

コース割引5,000円！

コース割引10,000円！

コース割引5,000円！

～ ｺﾏ ～ ｺﾏ ～ ｺﾏ ｺﾏ ～

【中学受験】カリキュラムコース

【中学受験】セミオーダーコース



新中学2.3年生にとっての春期講習は、前学年の復習、新学年の学習内容の予習をすると同時に、新学年
での学習姿勢の確立をしていきます。さらに、集中的に学習することで弱点分野を克服し、前期中間テス
ト、新学年に向け万全の準備を進めます。新中学１年生は英語・数学を中心に中学校での学習内容にふれ、
進学先の中学校の内容に入るため、入学後に大きなアドバンテージをもつことができます。

①時短コース 基本となる数学と英語の学習フォローに絞って。

1対2の個別授業で数学を6コマ、英語を6コマ進めます。
短い時間の中でコンパクトな復習と予習が目標です。 全学年 計12コマ 43,000円

②本気コース 休み明けの課題テストに備えて演習量も確保します。

1対2の個別授業で数学、英語の課題フォローと復習を進め、
数学については演習時間も確保して、休み明けのテストに備えます。 全学年 計16コマ 53,500円

③逆転コース 数学は休み明けの課題テストに備え演習量の確保、英語は英会話も含め万全。

休み明けの課題テストに備えて数学、英語の個別授業８コマずつでしっかり
不明点を解決し、数学は4コマの演習授業を加えることで、精度も高めます。
英語は英会話授業を含め4技能の強化を目指します。 全学年 計24コマ 75,000円

①中学準備数学 中学で良いスタートを切るために、小学校の復習から中学1年生1学期の予習を進めます。

中学校の予習を概念形成からしっかり行います。理解した単元は

演習授業でアウトプットすることで更に理解が深まります。 全学年 計8コマ 25,500円

②数学基礎 定期試験で平均点に至らない生徒が、基礎力をつけ、新学年では平均点突破させます。

1対2の個別授業6コマでは理解を深めることを優先して授業を進め、

演習中心のﾌﾟﾚﾐｱﾑ授業6コマでスピードと精度を高めます。 全学年 計12コマ 38,250円

③数学発展 学校内で平均点以上の生徒が、トップを目指し、維持できるよう先取学習の習慣化します。

平均点以上とれている生徒は、更なる高みを目指して、理解を深め、

スピードと精度を上げる演習を行い、先取学習の習慣化を目指します。 全学年 計16コマ 51,000円

④中学準備英語 中学で良いスタートを切るために、まずは英語に慣れること。

中学校の予習を概念形成からしっかり行います。英会話授業を取り

入れることで英語に慣れることも目的としています。 全学年 計8コマ 27,500円

⑤英語基礎 定期試験で平均点に至らない生徒が、基礎力をつけ、新学年では平均点突破させます。

1対2の個別授業8コマでは文法理解させながら単語演習も進め、

英会話授業を通してリスニング、スピーキングにも強くさせます。 全学年 計16コマ 55,000円

⑥英語発展 学校内で平均点以上の生徒が、トップを目指し、維持できるよう先取学習の習慣化します。

平均点以上とれている生徒は、更なる英語力の高みを目指して、

英会話授業も行い、英語の必須4技能を総合的に向上させます。 全学年 計16コマ 58,000円

⑦英検突破4級 すでに英検５級取得済みで、６月に英検４級にチャレンジする生徒様はこちら。

英検5級取得済の生徒様は少しずつ英語に慣れてきているはずです。

どんどん先の級にチャレンジすることで語学は伸びていきます。 全学年 計8コマ 30,000円

⑧英検突破3級 すでに英検４級取得済みで、６月に英検３級にチャレンジする生徒様はこちら。

英検3級は中学校終了程度の文法と単語力を要します。3級からは

面接、英作文試験がありますが、しっかりと対策を進めます。 全学年 計16コマ 58,000円

⑨英検突破準2 すでに英検４級取得済みで、６月に英検準2級にチャレンジする生徒様はこちら。

英検準2級は高校1年生程度の文法と単語力を要します。

面接、英作文試験を含めて、万全の対策を行います。 全学年 計16コマ 58,000円

⑩文才門 文章を正確に読むトレーニングを行い、漢字演習、語彙力も強化させます。

正確に早く文章を読むためには多読と語彙力強化が必要です。コンテンツ

を利用してトレーニングを行います。また合わせて漢字や語彙力も強化します。 全学年 計８コマ 25,000円

⑪理科 弱点を発見して、理解不足の単元の基礎力を固めます。

受験でも出題される学校で習う範囲内に絞り、ﾌﾟﾚﾐｱﾑ授業で徹底的に演習

します。基礎知識を定着させ、発展問題で演習を行い、苦手から得意へ。 全学年 計6コマ 15,750円

⑫社会 演習を重ねることで、あいまいな知識を確実なものにします。

学校で習う範囲内に絞り、ﾌﾟﾚﾐｱﾑ授業で徹底的に演習します。

基礎知識を定着させ、発展問題で演習を行い、知識定着へ。 全学年 計6コマ 15,750円
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割引額 なし -2,000円 -5,000円 -10,000円 　　※すべて税抜き価格となります。

回数
　 左記表の割引が適用されます。

7 8 15 16 23 24 ※講習会の追加総コマ数に応じて

コース割引2,000円！

コース割引5,000円！

コース割引10,000円！

～ ｺﾏ ～ ｺﾏ ～ ｺﾏ ｺﾏ ～

【私国立中学・内部進学】カリキュラムコース

【私国立中学・内部進学】セミオーダーコース



①時短コース

中学校が始まる前に「ここだけは押さえる！」重要単元を先取りします。
・新中１ 1対2個別 数学6コマ 英語6コマ 計12コマ 43,000円

部活や習い事と両立し、重要単元に絞り予習と復習を行います。
・新中２ 1対2個別 数学8コマ 英語8コマ 計16コマ 55,000円
・新中３ 1対2個別 数学8コマ 英語8コマ 理科・社会ﾌﾟﾚﾐｱﾑ4ｺﾏ 計20コマ 65,500円

②本気コース

前学年の不安なところを解消し、安心して新学年をスタートさせます。
・新中１ 1対2個別 数学8コマ 英語8コマ 計16コマ 55,000円
・新中２ 1対2個別 数学6コマ 英語6コマ 英語・数学・国語ﾌﾟﾚﾐｱﾑ計8コマ 計20コマ 64,000円

英語・数学をしっかりと押さえ、苦手科目の克服も目指します。
・新中３ 1対2個別 数学8コマ 英語8コマ 国語・理科・社会ﾌﾟﾚﾐｱﾑ8ｺﾏ 計24コマ 74,000円

③逆転コース

英語・数学をバランス良く進めながら、他科目もしっかり演習します。
・新中１ 1対2個別 数学8コマ 英語8コマ 国語ﾌﾟﾚﾐｱﾑ8ｺﾏ 計24コマ 74,000円
・新中２ 1対2個別 数学8コマ 英語8コマ 国語・理科・社会ﾌﾟﾚﾐｱﾑ12コマ 計28コマ 84,500円

全教科の内申点対策のため、5教科バランスよく3年生の予習を行います。
・新中３ 1対2個別 数学8コマ 英語8コマ 国語・理科・社会ﾌﾟﾚﾐｱﾑ16コマ 計32コマ 90,000円

⑬中学準備数学 中学で良いスタートを切るために、小学校の復習から中学1年生1学期の予習を進めます。
中学校の予習を概念形成からしっかり行います。理解した単元は

演習授業でアウトプットすることで更に理解が深まります。 全学年 計8コマ 25,500円

⑭数学基礎 定期試験で平均点に至らない生徒が、基礎力をつけ、新学年では平均点突破させます。
1対2の個別授業6コマでは理解を深めることを優先して授業を進め、

演習中心のﾌﾟﾚﾐｱﾑ授業6コマでスピードと精度を高めます。 全学年 計16コマ 51,000円

⑮数学発展 学校内で平均点以上の生徒が、トップを目指し、維持できるよう先取学習の習慣化します。
平均点以上とれている生徒は、更なる高みを目指して、理解を深め、

スピードと精度を上げる演習を行い、先取学習の習慣化を目指します。 全学年 計16コマ 51,000円

⑯中学準備英語 中学で良いスタートを切るために、まずは英語に慣れること。
中学校の予習を概念形成からしっかり行います。英会話授業を取り

入れることで英語に慣れることも目的としています。 全学年 計8コマ 27,500円

⑰英語基礎 定期試験で平均点に至らない生徒が、基礎力をつけ、新学年では平均点突破させます。
1対2の個別授業8コマでは文法理解させながら単語演習も進め、

英会話授業を通してリスニング、スピーキングにも強くさせます。 全学年 計16コマ 55,000円

⑱英語発展 学校内で平均点以上の生徒が、トップを目指し、維持できるよう先取学習の習慣化します。
平均点以上とれている生徒は、更なる英語力の高みを目指して、

英会話授業も行い、英語の必須4技能を総合的に向上させます。 全学年 計16コマ 58,000円

⑲英検突破4級 すでに英検５級取得済みで、６月に英検４級にチャレンジする生徒様はこちら。
英検5級取得済の生徒様は少しずつ英語に慣れてきているはずです。

どんどん先の級にチャレンジすることで語学は伸びていきます。 全学年 計8コマ 30,000円

⑳英検突破3級 すでに英検４級取得済みで、６月に英検３級にチャレンジする生徒様はこちら。
英検3級は中学校終了程度の文法と単語力を要します。3級からは

面接、英作文試験がありますが、しっかりと対策を進めます。 全学年 計16コマ 58,000円

㉑英検突破準2 すでに英検３級取得済みで、６月に英検準2級にチャレンジする生徒様はこちら。
英検準2級は高校1年生程度の文法と単語力を要します。

面接、英作文試験を含めて、万全の対策を行います。 全学年 計16コマ 58,000円

㉒文才門 文章を正確に読むトレーニングを行い、漢字演習、語彙力も強化させます。
正確に早く文章を読むためには多読と語彙力強化が必要です。コンテンツ

を利用してトレーニングを行います。また合わせて漢字や語彙力も強化します。 全学年 計８コマ 25,000円

㉓理科 弱点を発見して、理解不足の単元の基礎力を固めます。
受験でも出題される学校で習う範囲内に絞り、ﾌﾟﾚﾐｱﾑ授業で徹底的に演習

します。基礎知識を定着させ、発展問題で演習を行い、苦手から得意へ。 全学年 計6コマ 15,750円

㉔社会 演習を重ねることで、あいまいな知識を確実なものにします。
学校で習う範囲内に絞り、ﾌﾟﾚﾐｱﾑ授業で徹底的に演習します。

基礎知識を定着させ、発展問題で演習を行い、知識定着へ。 全学年 計6コマ 15,750円
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回数
　 左記表の割引が適用されます。

割引額 なし -2,000円 -5,000円 -10,000円

コース割引5,000円！

コース割引2,000円！

コース割引5,000円！

※講習会の追加総コマ数に応じて

　　※すべて税抜き価格となります。

コース割引10,000円！

コース割引10,000円！

コース割引15,000円！

0 7 8 15 16 23～ ｺﾏ ～ ｺﾏ ～ ｺﾏ ｺﾏ ～

【公立中学・高校受験】カリキュラムコース

【公立中学・高校受験】セミオーダーコース



2021年度の試験から新大学入試制度が開始され、各大学の様相は今までの常識に沿わなくなってきま
した。また学習指導要領の改訂にあたり、英語を中心に学習内容が変更されたり単元が増加されてい
ます。高校生は変化しつつある受験を想定しながら、求められるレベルに応じた学習をすることが必要
です。大学別の入試傾向、学校の進度や学習内容に応じた適切な指導を実施します。

①時短コース 基本となる数学と英語の学習フォローに絞って。

1対2の個別授業で数学を6コマ、英語を6コマ進めます。 新高１生 45,700円
短い時間の中でコンパクトな復習と予習が目標です。 新高2・3生 48,400円

②本気コース 新学期に備えて復習、予習し、演習量も確保します。

1対2の個別授業で数学、英語の課題フォローと復習を進め、 新高１生 53,200円
数学については演習時間も確保して、新学期に備えます。 新高2・3生 55,900円

③逆転コース 数学は予習範囲はしっかり演習量も確保、英語は長文、単語対策も万全。

新学期に向けて数学、英語の個別授業８コマずつでしっかり予習、復習し
数学は4コマの演習授業を加えることで、精度も高めます。英語は長文の 新高１生 計24コマ 77,600円
多読に加え、独自の単語システムで総合力を向上させます。 新高2・3生 計24コマ 78,200円

①高校準備数学 高校で良いスタートを切るために、中学校の復習から高校1年生1学期の予習を進めます。

高校の予習を概念形成からしっかり行います。理解した単元は 新高１生 計8コマ 26,400円

演習授業でアウトプットすることで更に理解が深まります。 新高2・3生 計8コマ 27,300円

②数学基礎 定期試験で平均点に至らない生徒が、基礎力をつけ、新学年では平均点突破させます。

1対2の個別授業8コマでは理解を深めることを優先して授業を進め、 新高１生 計16コマ 52,800円

演習中心のﾌﾟﾚﾐｱﾑ授業8コマでスピードと精度を高めます。 新高2・3生 計16コマ 54,600円

③数学発展 学校内で平均点以上の生徒が、トップを目指し、維持できるよう先取学習の習慣化します。

平均点以上とれている生徒は、更なる高みを目指して、理解を深め、 新高１生 計16コマ 52,800円

スピードと精度を上げる演習を行い、先取学習の習慣化を目指します。 新高2・3生 計16コマ 54,600円

④英語基礎 定期試験で平均点に至らない生徒が、基礎力をつけ、新学年では平均点突破させます。

1対2の個別授業8コマでは文法理解させながら単語演習も進め、 新高１生 計16コマ 59,800円

英会話授業を通してリスニング、スピーキングにも強くさせます。 新高2・3生 計16コマ 61,600円

⑤英語発展 学校内で平均点以上の生徒が、トップを目指し、維持できるよう先取学習の習慣化します。

平均点以上とれている生徒は、更なる英語力の高みを目指して、 新高１生 計16コマ 59,800円

英会話授業も行い、英語の必須4技能を総合的に向上させます。 新高2・3生 計16コマ 61,600円

⑥英検突破準2 すでに英検３級取得済みで、６月に英検準2級にチャレンジする生徒様はこちら。

英検準2級は高校1年生程度の文法と単語力を要します。 新高１生 計8コマ 33,400円

面接、英作文試験を含めて、万全の対策を行います。 新高2・3生 計8コマ 34,300円

⑦英検突破2級 すでに英検準２級取得済みで、６月に英検２級にチャレンジする生徒様はこちら。

英検2級は高校終了程度の文法と単語力を要します。まずは共通学力 新高１生 計16コマ 59,800円

テストの７割程度を目指す英検２級取得をひとつの目標としましょう。 新高2・3生 計16コマ 61,600円

⑧英検突破準1級 すでに英検２級取得済みで、６月に英検準1級にチャレンジする生徒様はこちら。

大学受験で要求される英語レベルが年々高くなってきています。推薦入試で 新高１生 計24コマ 86,200円

有利になり、受験の際の加点が大きい準1級にチャレンジしましょう。 新高2・3生 計24コマ 88,900円

⑨化学 弱点を発見して、理解不足の単元の基礎力を固めます。

受験でも出題される学校で習う範囲内に絞り、ﾌﾟﾚﾐｱﾑ授業で徹底的に演習 新高１生 計6コマ 15,750円

します。基礎知識を定着させ、発展問題で演習を行い、苦手から得意へ。 新高2・3生 計6コマ 15,750円

⑩物理 演習を重ねることで、あいまいな知識を確実なものにします。

学校で習う範囲内に絞り、ﾌﾟﾚﾐｱﾑ授業で徹底的に演習します。 新高１生 計6コマ 15,750円

基礎知識を定着させ、発展問題で演習を行い、知識定着へ。 新高2・3生 計6コマ 15,750円10
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コース割引2,000円！

コース割引5,000円！

コース割引10,000円！

回数
　 左記表の割引が適用されます。

割引額 なし

※講習会の追加総コマ数に応じて

　　※すべて税抜き価格となります。

計16コマ

計12コマ

計16コマ
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【推薦狙い・内部進学】カリキュラムコース

【推薦狙い・内部進学】セミオーダーコース



①時短コース

高校生活が始まる前に「ここだけは押さえる！」重要単元を先取りします。
・新高１ 1対2個別 数学6コマ 英語6コマ 計12コマ 45,700円

国立・私立・文系・理系など選択コースに合わせて最低限をおさえます。
・新高２ 1対2個別 英語8コマ 科目選択個別4コマ 演習ﾌﾟﾚﾐｱﾑ4コマ 計16コマ 58,900円
・新高３ 1対2個別 英語8コマ 科目選択個別4コマ 演習ﾌﾟﾚﾐｱﾑ8コマ 計20コマ 69,400円

②本気コース

高校1年生から受験を意識できるように、春からしっかりスタートさせます。
・新高１ 1対2個別 数学6コマ 英語6コマ 演習ﾌﾟﾚﾐｱﾑ4コマ 計16コマ 56,200円

英語はもちろんですが、理系、文系の選択科目までをしっかりと基礎を固めます。
・新高２ 1対2個別 英語8コマ 科目選択個別4コマ 演習ﾌﾟﾚﾐｱﾑ12コマ 計24コマ 74,900円
・新高３ 1対2個別 英語8コマ 科目選択個別4コマ 演習ﾌﾟﾚﾐｱﾑ12コマ 計24コマ 74,900円

③逆転コース

高校1年生で目標を定め、演習をくり返し基礎を固めていきます。
・新高１ 1対2個別 数学8コマ 英語8コマ 演習ﾌﾟﾚﾐｱﾑ8コマ 計24コマ 77,600円

大学受験に向け選択科目を含めて目標設定し、基礎を完成させます。
・新高２ 1対2個別 英語8コマ 科目選択個別8コマ 演習ﾌﾟﾚﾐｱﾑ16コマ 計32コマ 96,200円
・新高３ 1対2個別 英語8コマ 科目選択個別8コマ 演習ﾌﾟﾚﾐｱﾑ16コマ 計32コマ 96,200円

⑪高校準備数学 高校で良いスタートを切るために、中学校の復習から高校1年生1学期の予習を進めます。
高校の予習を概念形成からしっかり行います。理解した単元は 新高１生 計8コマ 26,400円

演習授業でアウトプットすることで更に理解が深まります。 新高2・3生 計8コマ 27,300円

⑫数学基礎 基礎力をつけ、新学年では大幅に偏差値アップしたい生徒様向けです。
1対2の個別授業10コマでは理解を深めることを優先して授業を進め、 新高１生 計20コマ 63,300円

演習中心のﾌﾟﾚﾐｱﾑ授業10コマでスピードと精度を高めます。 新高2・3生 計20コマ 65,100円

⑬数学発展 基礎力を早めに完成させ、難関大を狙っていきます。
平均点以上とれている生徒は、更なる高みを目指して、理解を深め、 新高１生 計16コマ 52,800円

スピードと精度を上げる演習を行い、先取学習の習慣化を目指します。 新高2・3生 計16コマ 54,600円

⑭英語基礎 基礎力をつけ、新学年では大幅に偏差値アップしたい生徒様向けです。
1対2の個別授業8コマでは文法理解させながら単語演習も進め、 新高１生 計16コマ 59,800円

英会話授業を通してリスニング、スピーキングにも強くさせます。 新高2・3生 計16コマ 61,600円

⑮英語発展 基礎力を早めに完成させ、難関大を狙っていきます。
平均点以上とれている生徒は、更なる英語力の高みを目指して、 新高１生 計16コマ 59,800円

英会話授業も行い、英語の必須4技能を総合的に向上させます。 新高2・3生 計16コマ 61,600円

⑯英検突破準2 すでに英検３級取得済みで、６月に英検準2級にチャレンジする生徒様はこちら。
英検準2級は高校1年生程度の文法と単語力を要します。 新高１生 計8コマ 33,400円

面接、英作文試験を含めて、万全の対策を行います。 新高2・3生 計8コマ 34,300円

⑰英検突破2級 すでに英検準２級取得済みで、６月に英検２級にチャレンジする生徒様はこちら。
英検2級は高校終了程度の文法と単語力を要します。まずは共通学力 新高１生 計16コマ 59,800円

テストの７割程度を目指す英検２級取得をひとつの目標としましょう。 新高2・3生 計16コマ 61,600円

⑱英検突破準1級 すでに英検２級取得済みで、６月に英検準1級にチャレンジする生徒様はこちら。
大学受験で要求される英語レベルが年々高くなってきています。推薦入試で 新高１生 計24コマ 86,200円

有利になり、受験の際の加点が大きい準1級にチャレンジしましょう。 新高2・3生 計24コマ 88,900円

⑲化学 弱点を発見して、理解不足の単元の基礎力を固めます。
受験でも出題される学校で習う範囲内に絞り、ﾌﾟﾚﾐｱﾑ授業で徹底的に演習 新高１生 計12コマ 31,500円

します。基礎知識を定着させ、発展問題で演習を行い、苦手から得意へ。 新高2・3生 計12コマ 31,500円

⑳物理 演習を重ねることで、あいまいな知識を確実なものにします。
学校で習う範囲内に絞り、ﾌﾟﾚﾐｱﾑ授業で徹底的に演習します。 新高１生 計12コマ 31,500円

基礎知識を定着させ、発展問題で演習を行い、知識定着へ。 新高2・3生 計12コマ 31,500円

㉑古文 古文を正確に読むために古典文法からトレーニングを行います。
古文を正確に早く読むためには古典文法の理解と古文単語が必須です。

文法を効率的に理解し、古文単語力をアップさせるトレーニングを行います。 全学年 計12コマ 31,500円 11
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回数
　 左記表の割引が適用されます。

割引額 なし -2,000円 -5,000円 -10,000円

※講習会の追加総コマ数に応じて

　　※すべて税抜き価格となります。
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【大学受験対策】カリキュラムコース

【大学受験対策】セミオーダーコース



【料金一覧表】

●1対2　個別授業 　（税抜）

●1対4　プレミアム授業　（税抜）●コンテンツ利用料　（税抜）

●講習会追加総ｺﾏ数に応じて、下記割引が適用されます。（税抜）

２回

４回

6回 22,500 22,500 23,850 22,500

8回

12回

16回

２回

12回

6回

8回

60,000

コンテンツ

12

１対２個別

回数

なし -2,000円 -5,000円

15,000 15,000 15,900 15,000 15,000 15,900 16,800

23,850 25,200

30,000 30,000 31,800 30,000 30,000 31,800

４回

50,40047,700

67,200

22,500

7,500 7,500

新中１生

新中２生

7,950

新高２生

8,400

新高３生

45,000

33,600

小学生

60,000 60,000 63,600

7,500 7,500

英会話オレコ(2回)

0 ～ 7 ｺﾏ 8 ～ 15 ｺﾏ 16 ～

共通

5,250

10,500

15,750

21,000

31,500

60,000

45,000

プレミアム

割引額

45,000 45,000 47,700

回数

16回 42,000

新中３生

7,950

63,600

１対２個別１対２個別

新５年 新６年

回数 非受験
新高１生

中学受験中学受験

7,000

4,000

英会話GET(4回） 4,000

英会話GET(2回） 2,000

-10,000円

23 ｺﾏ ｺﾏ24 ～

料金

terrace（テラス） 3,000

速読英語 3,000

英会話オレコ(4回)

カリキュラムコース セミオーダーコース



【料金一覧表】

●小学生　（税抜） ●コンテンツ利用料　（税抜）

右記料金追加

●中学生 　（税抜）

右記料金追加

●高校生　（税抜）

右記料金追加

４回

6回 なし

ー1000 33,800 33,800 35,600

28,800

コンテンツ 料金

英会話オレコ(4回)

英会話オレコ(2回)

英会話GET(4回）

英会話GET(2回）

3,000

3,000

7,000

4,000

4,000

2,000

回数

４回

6回

12回

2回毎

８回

26,100 26,100

８回

12回

2回毎

なし 27,450 27,450

回数

４回

6回

８回

12回

2回毎

なし 26,100 26,100

ー２000 52,900 52,900

8,200 8,200

ー1000 35,600 35,600

新高１生 新高2生 新高3生

37,400

割引（税抜）

１対２個別

26,100

なし 17,400 17,400 17,400

１対２個別

理科・社会　映像授業（2科目）

8,650 8,650 9,100

なし 18,300 18,300 19,200

8,200

ー1000 33,800 33,800 33,800

ー２000 50,200 50,200 50,200

割引（税抜） 非受験 中学受験 中学受験

小学生 新５年 新６年

１対２個別

回数

なし 17,400

ー２000 50,200

8,200 8,200

割引（税抜） 新中１生 私立 公立

新中２生 新中３生 新中３生

8,650

1,200

55,600

800理科・社会　映像授業（1科目）

600オリジナル学習アプリ 

学びエイド 1,600

読むとくメソッド 1,200

terrace（テラス）

速読英語

17,400 18,300

50,200 52,900

27,450
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フルオーダーコース



【お願いとご注意】

●日程確認については、ＧＲＯＷ教育システムをご利用下さい。（紙ベースではお渡ししておりません）

●遅刻、欠席の際は必ず前日20時までに保護者サイトまたは各教室へメールご連絡ください。

●当日のご欠席については、お振替致しかねますので、予めご了承下さい。

●教室内での食事は、休憩時間のみ可能です。お飲み物については常時お飲みいただいて構いません。

●通塾の際は、事故等に十分お気をつけください。また、西永福教室・永福町教室については駐輪場

　 がないため、近隣に迷惑がかからないように、区の駐輪場などをご利用下さい。

●暑い寒いなど、それぞれの体感温度に個人差がございますので、調整しやすい服装でいらして下さい。

●講習期間内の授業の振替は全コマ数の20％(小数点以下切り捨て)までとさせていただいております。

●3月７日（土）までのお取り消しの場合は全額ご返金いたします。

　 お申し込み内容の変更についても3月７日（土）までにご連絡をお願いいたします。

期間内にご入塾された方が対象です。ご紹介された方が通塾後１か月継続が条件です。

ご紹介してくれた方・された方の両方にプレゼントします。

図書カード 3,000円分

〇 キャンペーン期間 お友達をさそって、いっしょに勉強ができるようになりましょう！

文

書

、

イ

ラ

ス

ト

、

画

像

、

写

〔お友達紹介キャンペーン〕

２月２２日(月)　～　３月３１日(水)
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