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信頼の実績3２年　個別指導専門塾



 

プレミアム授業 

（小集団） 
 
 

 

オリジナル授業 

（個別） 

 

２対１での授業となります。通常授業で受講していない科目を追加する場合や、これまで 

学習した中の苦手単元を克服したい場合に最適です。 

 

講師１名が４名前後の小集団を指導します。定着度テスト、演習問題がメインとなるため、

「すべて先生に教わる受け身の勉強」から「自分の弱点を発見し克服する自律型学習」へと

無理なくシフトしていくきっかけ作りができ、成果へと結びつく学習方法を手に入れること

ができます。学習内容な理解できているがなかなか成果が出ないという場合に最適です。 

理解はできているけど…テストで結果が出せない    

そんなお悩みをお持ちの方は 

プレミアム授業で 

成果に結び付く学習方法を手に入れよう！

学習は 

①理解する→②実力にする 

という２段階で成果へと結び

付いていきます。 



・検定対策

講座名 級 回数 料金（税抜）

8回 公立高1の1学期
28,000円～

（32,000円～）

12回 高校卒業程度
42,000円～

（48,000円～）

8回 公立高1の1学期
28,000円～

（32,000円～）

12回 高校卒業程度
42,000円～

（48,000円～）

・テーマ別対策

講座名 難易度 回数 料金（税抜）

中学英語の復習 基礎～標準 8回
28,000円～

（32,000円～）

英語長文読解 基礎～標準 10回
35,000円～

（40,000円～）

英作文 基礎～標準 8回
28,000円～

（32,000円～）

古文の基礎 基礎～標準 8回
28,000円～

（32,000円～）

小論文 標準 8回
28,000円～

（32,000円～）

数ⅠA基礎固め 基礎 8回
28,000円～

（32,000円～）

全学年 数ⅡB基礎固め 基礎 8回
28,000円～

（32,000円～）

数Ⅲ基礎固め 基礎 8回
28,000円～

（32,000円～）

苦手克服物理 基礎～発展 8回

苦手克服化学 基礎～発展 8回

・テーマ別演習

講座名 難易度 回数 料金（税抜）

全学年 PP語彙力強化1 標準～発展 16回 ﾀｰｹﾞｯﾄ・ﾈｸｽﾃｰｼﾞ ﾀｰｹﾞｯﾄで単語力を上げ、ﾈｸｽﾃｰｼﾞで文法と語法を習得します。 36,000円～

全学年 PP語彙力強化2 発展 16回 DUO・ﾈｸｽﾃｰｼﾞ DUOで単語力とﾘｽﾆﾝｸﾞを鍛え、ﾈｸｽﾃｰｼﾞで文法と語法を習得します。 36,000円～

全学年 PPｾﾝﾀｰ英語 標準 12回 ｾﾝﾀｰ対策問題 ｾﾝﾀｰ試験形式の問題でﾏｰｸ問題に慣れ、得点力を上げます。 27,000円～

1・2年 PP英語構文基礎 基礎～標準 12回 ﾌｫﾚｽﾀ英語構文 受験期に入る前に高校英語構文をひと通り復習したい1・2年生へ 27,000円～

全学年 ＰＰｾﾝﾀｰ現代文 標準 12回 ｾﾝﾀｰ対策問題

全学年 ＰＰｾﾝﾀｰ古文 標準 １２回 ｾﾝﾀｰ対策問題

全学年 PPｾﾝﾀｰ日本史 標準 12回 ｾﾝﾀｰ対策問題

全学年 PPｾﾝﾀｰ世界史 標準 12回 ｾﾝﾀｰ対策問題

全学年 ＰＰｾﾝﾀｰ物理 標準 12回 ｾﾝﾀｰ対策問題

全学年 ＰＰｾﾝﾀｰ化学 標準 12回 ｾﾝﾀｰ対策問題

全学年 ＰＰｾﾝﾀｰ生物 標準 12回 ｾﾝﾀｰ対策問題

全学年 PPｾﾝﾀｰ数学ⅠA 標準 12回 ｾﾝﾀｰ対策問題

全学年 PPｾﾝﾀｰ数学ⅡB 標準 12回 ｾﾝﾀｰ対策問題

※　回数については標準的な場合の目安です
（かっこ）なしは高1・2年、ありは3年生料金

現在習っている範囲が６割以上理解できている場合はﾌﾟﾚﾐｱﾑｺｰｽで徹底演習して定着させます。大学受験では「学習時間」ではなく
「演習時間」に比例して学力が伸びていきます。１人で進めると、どうしても甘えが出てしまうため、こちらのｺｰｽで演習量をしっかり確保しましょう。

高校生 プレミアムコース　講座一覧

対象 目的と概要

全学年

数検準2級

中学校範囲の文法から復習します。疑問点に丁寧に対応し、ｶﾞｯﾁﾘした土台を作ります。

ｾﾝﾀｰ試験相当の問題が「早く」「正確に」読める読解力を習得します。

検定の存在感が徐々に増してきています。高校1,2年の内に英検2級
までの習得をお勧めします。

英
検

数
検

英検準2級

英検2級

全学年

国
語

全学年

数検2級

学校の先取りの目標としても、検定が利用できます。海外留学を将来
的にお考えの場合、数検は留学試験に近い内容ですので非常に役立ち
ます。

全学年

対象 目的と概要

理
科

全学年

数Ⅲで不明点が多い生徒向けです。重要公式を理解し、使いこなせるようにします。

英
語

個別指導だからこそできる添削も含めた授業です。

活用も含めて、基礎から理解を深めます。

英
語

ｾﾝﾀｰ試験形式の問題でﾏｰｸ問題に慣れ、得点力を上げます。

ｾﾝﾀｰ試験形式の問題で演習を行うことで、これまでの知識が整理
され、ﾏｰｸ問題にも強くなります。

ある程度理解はできてきているのに得点が伸びてこない理由は
ｽﾋﾟｰﾄﾞと本番形式に慣れていないためです。いつもの個別では
理解を深め、講習期間はｱｳﾄﾌﾟｯﾄで得点力を上げましょう。

対象 使用教材と概要

国
語

地
歴

数
学

※　回数については標準的な場合の目安です
（かっこ）なしは高1・2年、ありは3年生料金

高校生 オリジナル個別コース　講座一覧

大学の入試で利用される学校が増えてきました。またセンター試験がなくなり、検定が基準となることも決まりました。
AO推薦入試などで、加点される大学も多いです。

※　回数については標準的な場合の目安です
（かっこ）なしは高1・2年、ありは3年生料金

28,000円～
（32,000円～）

大学受験に向けて既習範囲の演習についてはﾌﾟﾚﾐｱﾑｺｰｽで進めながら「物理でわからない単元だらけ…」「小論文の対策をしたい」
「古文を一からやりなおしたい」など、ﾋﾟﾝﾎﾟｲﾝﾄで学習したい内容がある場合は、個別授業で強化します。

物理、化学については単元毎に得意、不得意がはっきり分かれることが多いです。
「この単元」といった具体的な単元がある場合は、こちらの講座で解決を目指します。

個別指導だからこそできる添削も含めた授業です。

数ⅠAで不明点が多い生徒向けです。重要公式を理解し、使いこなせるようにします。

数ⅡBで不明点が多い生徒向けです。重要公式を理解し、使いこなせるようにします。

27,000円～

27,000円～

27,000円～

27,000円～

理
科

数
学

6割以上理解できてからは、時間を決めて演習することで得点
が伸びてきます。個別授業で理解を深め、ﾌﾟﾚﾐｱﾑ授業で得点力
を上げていきましょう。



・検定対策

講座名 級 回数 料金（税抜）

4回 中1の1学期程度
12,000円～

（13,000円～）

6回 公立中2終了程度
18,000円～

（19,500円～）

6回 公立中3終了程度
18,000円～

（19,500円～）

6回 公立高1の1学期
18,000円～

（19,500円～）

8回 高校卒業程度
24,000円～

（26,000円～）

4回 中1相当
12,000円～

（13,000円～）

4回 中2相当
12,000円～

（13,000円～）

6回 中3相当
18,000円～

（19,500円～）

8回 高1相当
24,000円～

（26,000円～）

・公立中学校対策

講座名 難易度 回数 料金（税抜）

中1・数学1 基礎 6回
18,000円～

（19,500円～）

中1・数学2 発展 4回
12,000円～

（13,000円～）

中1 中1・英語1 基礎 6回
18,000円～

（19,500円～）

中1・英語2 発展 4回
12,000円～

（13,000円～）

中1・国語 標準 4回
12,000円～

（13,000円～）

中2・数学1 基礎 6回
18,000円～

（19,500円～）

中2・数学2 発展 4回
12,000円～

（13,000円～）

中2 中2・英語1 基礎 6回
18,000円～

（19,500円～）

中2・英語2 発展 4回
12,000円～

（13,000円～）

中2・国語 標準 4回
12,000円～

（13,000円～）

中3・数学1 基礎 8回
24,000円～

（26,000円～）

中3・数学2 発展 10回
30,000円～

（32,500円～）

中３ 中3・英語1 基礎 8回
24,000円～

（26,000円～）

中3・英語2 発展 10回
30,000円～

（32,500円～）

中3・国語 標準 6回
18,000円～

（19,500円～）

・テーマ別対策

講座名 難易度 回数 料金（税抜）

長文読解 基礎～発展 8回
24,000円～

（26,000円～）

中学英作文 基礎～標準 6回
18,000円～

（19,500円～）

国語記述 基礎～標準 6回
18,000円～

（19,500円～）

中学推薦 標準 4回
12,000円～

（13,000円～）

私立対策古文 基礎～標準 8回
24,000円～

（26,000円～）

三関図強化 発展 12回
36,000円～

（39,000円～）

英
検

全学年

英検4級

対象 目的と概要

英検2級

英検5級

学校の先取りの目標としても、検定が利用できます。海外留学を将来
的にお考えの場合、数検は留学試験に近い内容ですので非常に役立ち
ます。
直前のため過去問演習を進めます。

※　回数については標準的な場合の目安です
（かっこ）なしは中1・2年、ありは3年料金

都立、私立にか関わらず推薦用の小論文を添削し強化します。

学
校
対
策

1年生から2年生1学期までの復習。方程式や比例・図形について基礎演習を行います。

都立受験に向けて、過去問と類題演習を繰り返します。

対象

方程式や比例・図形など既習範囲の復習から、２年範囲の先取りまで行います。

これまでの文法をまとめ、疑問文・否定文や過去形については重点的に演習します。

小学校の内容の復習を中心に、文字式の計算、方程式について基礎知識を習得します。

2学期以降に向けて、中学１年生の授業の復習と先取りを行います。発展内容も扱います。

アルファベットの書き方、読み方から、簡単な英文までの理解を目的とします。

私立や独自校受験に向けて、受験に直結する発展的な内容を扱います。

私立高校受験に必要な古文の基礎知識を身に着け、演習します。

難問受験で中心となる三平方の定理、関数、図形を集中的に強化します。

2学期以降に向けて、問題演習を中心に中学校1年生の文法、単語を先取りします。

小学校で学習してきたことを体系的に復習します。小説文、説明文で読解力をつけます。

数
検

全学年

数検5級

数検4級

数検3級

数検準2級

都立受験に向けて問題演習を繰り返し、読解力、語彙力を総合的に鍛えます。

文章読解のコツや文法力を鍛えるとともに、論説文を考察する授業を目指します。

私立や独自校受験に向けて、受験に直結する発展的な内容を扱います。

※　回数については標準的な場合の目安です
（かっこ）なしは中1・2年、ありは3年料金

高校受験に向けて全体的な復習はﾌﾟﾚﾐｱﾑｺｰｽで進めながら「英語の長文読解が苦手」「私立受験に向けて古文を集中的に学習したい」など、
ﾋﾟﾝﾎﾟｲﾝﾄで学習したい内容がある場合は、個別授業で強化します。

都立受験に向けて、過去問と類題演習を繰り返します。

テ
ー

マ
別

全学年

現在の学年相当で読むことができる長文から始めて、英語長文の読解力をアップさせます。

近年出題率が高い英作文を、夏から徹底強化していきます。

課題作文などにむけ、書く力、表現力を身につけます。

目的と概要

英検3級

英検準2級

1年生からの文法、語句を定着させます。進行形など2年の学習内容も先取りします。

対象

目的と概要

英・数・国について、これまでの学習が６割以上理解できている場合は、ﾌﾟﾚﾐｱﾑｺｰｽで演習中心の復習、予習をお薦めします。
社・理についてもﾌﾟﾚﾐｱﾑｺｰｽをお薦めします。不明点が多い場合や発展学習についてはｵﾘｼﾞﾅﾙ個別ｺｰｽでじっくり進めます。

中学生 オリジナル個別コース　講座一覧

大学の推薦入試で利用される学校が増えてきました。またセンター試験がなくなり、検定が基準となることも決まりました。
多くの私立高校の推薦入試では、検定を取得しているだけで内申点に加点されます。

私立高校受験の際に、検定3級以上から内申点に加点する高校が
増えています。1年生のうちから積極的な検定取得をお薦めします。

各級ごとに過去問を利用して直前対策を進めます。



・国私立中学校対策

講座名 難易度 回数 料金（税抜）

標準 8回
24,000円～

（26,000円～）

標準 8回
24,000円～

（26,000円～）

・検定演習

講座名 難易度 回数 料金（税抜）

ＰＰ英検5級 中1の1学期程度 4回 英検ﾌｫﾚｽﾀ5級 18,000円～

ＰＰ英検4級 公立中2終了程度 4回 英検ﾌｫﾚｽﾀ4級 18,000円～

ＰＰ英検3級 公立中3終了程度 6回 英検教本3級 22,500円～

ＰＰ英検準2級 公立高1の1学期 6回 英検教本準2級 27,000円～

ＰＰ数検5級 中1相当 6回 数検教本5級 13,500円～

ＰＰ数検4級 中2相当 8回 数検教本4級 18,000円～

ＰＰ数検3級 中3相当 10回 数検教本3級 22,500円～

ＰＰ数検準2級 高1相当 12回 数検教本準2級 27,000円～

・学年別演習

講座名 難易度 回数 料金（税抜）

中1 ＰＰ中1・英語 公立中1の2学期まで 6回 英語ﾌｫﾚｽﾀ 代名詞と英語の語順、be動詞と一般動詞（現在形）の復習。疑問詞、過去形の復習。 13,500円～

中2 ＰＰ中2・英語 公立中2の2学期まで 6回 英語ﾌｫﾚｽﾀ 1年生全単元、未来文、助動詞の復習。There is(are)文、不定詞、動名詞の復習。 13,500円～

中3 ＰＰ中3・英語1 都立受験対策 4回 過去問 過去問演習を通して、問題形式に慣れます。 9,000円～

中3 ＰＰ中3・英語2 私立・国立受験対策 6回 過去問 過去問演習を通して、問題形式に慣れます。 13,500円～

中1 ＰＰ中1・数学 公立中1の2学期まで 6回 新中学問題集（標準） 正負の数、文字式、方程式、図形の基本の復習。比例と反比例、空間図形の復習。 13,500円～

中2 ＰＰ中2・数学 公立中2の2学期まで 6回 新中学問題集（標準） 1年生全単元、式の計算、連立方程式の復習。1次関数、平行と合同の復習。 13,500円～

中3 ＰＰ中3・数学1 都立受験対策 4回 過去問 過去問演習を通して、問題形式に慣れます。 9,000円～

中3 ＰＰ中3・数学2 私立・国立受験対策 8回 過去問 過去問演習を通して、問題形式に慣れます。 13,500円～

中1 ＰＰ中1・国語 公立入試程度 4回 ﾌｫﾚｽﾀｺﾞｰﾙ 9,000円～

中2 ＰＰ中2・国語 公立入試程度 4回 ﾌｫﾚｽﾀｺﾞｰﾙ 9,000円～

中3 ＰＰ中3・国語1 都立受験対策 4回 過去問 過去問演習を通して、問題形式に慣れます。 9,000円～

中3 ＰＰ中3・国語2 私立・国立受験対策 6回 過去問 過去問演習を通して、問題形式に慣れます。 13,500円～

中1 ＰＰ中1・理科 公立中1の2学期まで 4回 マイクリア 植物、水溶液などを中心に復習。苦手な人が多い単元の光と音、力の復習。 9,000円～

中2 ＰＰ中2・理科 公立中2の2学期まで 4回 マイクリア 1学期の化学分野の復習。2学期物理分野の電気、磁界の復習。 9,000円～

中3 ＰＰ中3・理科 都立受験対策 4回 過去問 過去問演習を通して、問題形式に慣れます。 9,000円～

中1 ＰＰ中1・社会 世界地理・歴史前期 4回 ﾌｫﾚｽﾀｺﾞｰﾙ 世界諸地域、ｱｼﾞｱの復習。ﾖｰﾛｯﾊﾟ、ｱﾌﾘｶの予習。原始～鎌倉時代の予習と復習。 9,000円～

中2 ＰＰ中2・社会 日本地理・歴史中期 4回 ﾌｫﾚｽﾀｺﾞｰﾙ 日本諸地域、九州、中国四国の復習。近畿、中部の予習。鎌倉～江戸前期の予習、復習。 9,000円～

中3 ＰＰ中3・社会 都立受験対策 4回 過去問 過去問演習を通して、問題形式に慣れます。 9,000円～

英
語

国
語

公立入試向け対策教材を使用して、読解問題を解くための
基礎的な考え方から習得する。漢字、語彙、作文、古文など
学年と進捗状況に応じて進める。

数
学

※　回数については標準的な場合の目安です
（かっこ）なしは中1・2年、ありは3年料金

※　回数については標準的な場合の目安です

休み明けのﾃｽﾄに向けて、課題の不明点を解決し、類題演習します。

無学年

教本を使用して各単元ごとの復習を行った後、数検ならではの
問題の演習と過去問演習を行い本番に備えます。

休み明けに課題テストがある国私立中学校の場合は、課題の不明点をｵﾘｼﾞﾅﾙ個別ｺｰｽで解決した後に、ﾌﾟﾚﾐｱﾑｺｰｽでその解決した
課題についてｱｳﾄﾌﾟｯﾄを繰り返すことで、「わかる」から「できる」に変わります。

英
検

無学年

対象

使用教材と概要

数
検

現在習っている範囲は６割以上理解できている場合や、理科、社会についてはﾌﾟﾚﾐｱﾑｺｰｽで徹底演習して定着させます。

※　回数については標準的な場合の目安です

数学課題対策

理
科

社
会

対象

教本を使用しながら、覚えていない単語や熟語を書きだしﾃｽﾄを行い、
過去問を使用して本番に備えた演習を進めます。

対象

範囲内の知識についてはある程度身についていて、あとは細かいチェックを行ったり、過去問などの演習が必要な場合に最適です。

使用教材と概要

中学生 プレミアムコース　講座一覧

目的と概要

英語課題対策

休み明けのﾃｽﾄに向けて、課題の不明点を解決し、類題演習します。

国
私
立



・検定対策

講座名 難易度 回数 料金（税抜）

4回 中1の1学期程度 12,000円～

6回 公立中2終了程度 18,000円～

8回 公立中3終了程度 23,000円～

8回 公立高1の1学期 23,000円～

8回 高校卒業程度 23,000円～

4 回 小3終了相当 12,000円～

4 回 小4終了相当 12,000円～

6 回 小5終了相当 18,000円～

6 回 小6終了相当 18,000円～

8回 中1終了相当 23,000円～

・公立中学進学、内部進学対策

講座名 難易度 回数 料金（税抜）

小3算数 標準 4回 12,000円～

小３ 小3国語 標準 4回 12,000円～

小3算国 標準 8回 23,000円～

小4算数 標準 6回 18,000円～

小４ 小4国語 標準 6回 18,000円～

小4算国 標準 10回 32,500円～

小５算数 標準 6回 18,000円～

小5 小５国語 標準 6回 18,000円～

小５理社 標準 8回 23,000円～

小6算数 標準 8回 23,000円～

小6国語 標準 8回 23,000円～

小6理科 標準 6回 18,000円～

小6社会 標準 6回 18,000円～

・公立一貫校受験対策

講座名 難易度 回数 料金（税抜）

小4理系 標準～発展 6 回 18,000円～

小4文系 標準～発展 6 回 18,000円～

小5記述 標準～発展 8 回 24,000円～

小5作文 標準～発展 8 回 24,000円～

適性検査Ⅰ 発展 12 回 36,000円～

適性検査Ⅱ 発展 12 回 36,000円～

適性検査Ⅲ 発展 10 回 32,500円～

小6

6年生で習う社会を全て復習（予習）します。

小５

対象

6年生で習う理科を全て復習（予習）します。

目的と概要

6年2学期までに習う範囲の復習と、3学期の予習を進めます。

小4

資料の読み取りや実験観察などの記述などバランスよく演習します。

個別指導だからこそできるコースです。作文を添削指導し作文力に磨きをかけます。

実験と観察から考察と所見を述べる理科分野での記述力を高めます。

5年生までに習った範囲の復習を行います。

苦手とする生徒が多い単元である割合や図形を中心に5年生範囲を復習します。

作文を書くための表現力を鍛えます。また社会の基礎知識習得も目指します。

出題頻度が高い問題を中心に演習を行います。合格するための記述力を高めます。受
験
対
策

算数の計算力を高めます。また理科では基礎知識習得を目指します。

物語文、説明文を読み、読解力を強化します。漢字、語句についても演習します。

作文・読解中心の演習を進めます。

小学校のうちに身につけておきたい読解力を鍛え、語彙力も増やします。

対象 目的と概要

学
校
対
策

これまでの復習を中心に、計算のルールと単位について重点的に復習します。

学年相当の漢字の練習を行い、読解問題を解くための基礎作りを行います。

上記2講座を組み合わせて、効率よく算数と国語を学習します。

復習を中心に計算力を強化するとともに、図形についての理解を深めます。

上記2講座を組み合わせて、効率よく算数と国語を学習します。

小6

英検5級

小学生のうちにどんどん先の級にチャレンジしていきましょう。
ゆくゆくは大学受験、就職活動などでも評価対象となります。

各級ごとに過去問を利用して直前対策を進めます。
3級以降は英作文と面接があります。

英検4級

英検3級

英検準2級

無学年

数検9級

まずは学年相当の級からスタートさせましょう。
より上の級を目指すことにより先取り学習を進められます。

私国立小学校の生徒の場合は、中学校で差をつけるため、
数検で先取りを進めましょう。直前のため過去問演習を進めます。

数検8級

数検7級

漢字や語句の知識を深め、読解力も強化します。

英検2級

数検6級

数検5級

小学生 オリジナル個別コース　講座一覧

対象

英
検

目的と概要

公立一貫校受験で必要となるのは、「文章内容を読み取り、自分の意見を作文として書く力」「資料や実験結果を読み取り、考察しまとめる力」
「条件を整理し、結果を推理しながら計算、試行錯誤する力」が試されます。

※　回数については標準的な場合の目安です

無学年

数
検

大学の推薦入試で利用される学校が増えてきました。またセンター試験がなくなり、検定が基準となることも決まりました。
多くの私立高校の推薦入試では、検定を取得しているだけで内申点に加点されます。

小学校で習ったことが土台となり、中学校の学習につながります。苦手を早めにつぶし、中学校で良いスタートが切れるようにしましょう。
国私立内部進学の生徒については、進学テストがある場合は、対策を行います。

※　回数については標準的な場合の目安です

※　回数については標準的な場合の目安です



・国私立中学受験対策

講座名 難易度 回数 料金（税抜）

小4受験算数 標準～発展 8 回 32,500円～

小4 小4受験国語 標準～発展 8 回 32,500円～

小4受験社理 標準 6 回 18,000円～

小5四谷算数 標準～発展 12 回 36,000円～

小5 小5四谷国語 標準～発展 8 回 32,500円～

小5四谷社理 標準 8 回 32,500円～

小6受験算数 標準～発展 12 回 36,000円～

小6受験国語 標準～発展 8 回 32,500円～

小6受験社会 標準 8 回 32,500円～

小6受験理科 標準 8 回 32,500円～

・検定演習

講座名 難易度 回数 料金（税抜）

ＰＰ英検5級 中1の1学期程度 4回 英検ﾌｫﾚｽﾀ5級 9,000円～

ＰＰ英検4級 公立中2終了程度 6回 英検ﾌｫﾚｽﾀ4級 13,500円～

ＰＰ数検9級 小3終了相当 4 回 数検教本9級 9,000円～

ＰＰ数検8級 小4終了相当 4 回 数検教本8級 9,000円～

ＰＰ数検7級 小5終了相当 4 回 数検教本7級 9,000円～

ＰＰ数検6級 小6終了相当 6 回 数検教本6級 13,500円～

・過去問演習

講座名 難易度 回数 料金（税抜）

PP適性Ⅰ 公立一貫校受験 6 回 過去問 13,500円～

PP適性Ⅱ 公立一貫校受験 6 回 過去問 13,500円～

PP適性Ⅲ 公立一貫校受験 4 回 過去問 9,000円～

PP私国立文系 私国立受験 8 回 過去問 18,000円～

PP私国立理系 私国立受験 8 回 過去問 18,000円～

・「読む力」演習

講座名 難易度 回数 料金（税抜）

ＰＰ読むとく 基本～標準 8回 児童用本 プロの音声を聞きながら、文の区切りを理解していきます。語彙ﾃｽﾄも行います。 18,000円～

検索

速読？　いいえ、速聴読です！子どもの成長に伴う「ことば」の獲得、そこで重要なのは「映像」と「音声」の一致です。

文字を覚える前の段階では、音声によってモノを意識し、イメージを浮かべます。その後、文字を覚え、文字を読む段階に進みますが、

このとき注意したいのは、文字が読めること＝文章が理解できることと簡単には結びつかないということです。

文章になれていない子の多くは、黙読する際に一文字単位で読むくせがあり、文字をまとまりとしてとらえる読み方ができないのです。

音声サポートのある速聴読だからこそ、低学年の子どもや、読書の苦手な子どもでも、読書の楽しさを実感することができるのです。

本番を想定して過去問を使用し、時間配分、飛ばす問題の選択など実戦形式で演習します。

対象 使用教材と概要

受
験

受験生 過去問を使用して、問題形式に慣れ、合格点を目指します。

小学生 プレミアムコース　講座一覧

受
験
対
策

※　回数については標準的な場合の目安です

無学年

対象 使用教材と概要

数
検

※　回数については標準的な場合の目安です

四谷の予習シリーズを使用しながら、カリキュラム通りに進んでいる生徒向けです。四谷の講習用テキストを進めます。
受験期の６年生は、まずは苦手分野の克服を目指し、その後は目標校に向けてバランスよく仕上げていきます。

対象 使用教材と概要

読むとく

読書量を増やしながら、漢字、語彙力も同時に伸ばしていく「読むとくﾒｿｯﾄﾞ」という学習方法です。

教本を使用して各単元ごとの復習を行った後、数検ならではの
問題の演習と過去問演習を行い本番に備えます。無学年

対象 目的と概要

四谷予習シリーズがカリキュラム通りに進んでいる生徒向けです。
これまで学習してきたことを体系的に復習します。後半は予習範囲も含まれます。

教本を使用しながら、覚えていない単語や熟語を書きだしﾃｽﾄを行い、
過去問を使用して本番に備えます。

英
検

無学年

四谷予習シリーズがカリキュラム通りに進んでいる生徒向けです。
これまで学習してきたことを体系的に復習します。後半は予習範囲も含まれます。

過去問と類題演習を通して、本番に備えます。小６

範囲内の知識についてはある程度身についていて、あとは細かいチェックを行ったり、過去問などの演習が中心の場合に最適です。

※　回数については標準的な場合の目安です




