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まずは前頁の無料体験を２日分！   お得な割引制度があります。詳しくはＰ１２をご覧下さい。 

 
 

            

コース名 授業概要 

個別指導（条件を満たせば、無料にて個別指導をさせていただくことがあります） 

英語 

数学 

定期考査の点数に応じて４つのコース(超基礎、基礎、標準、応用)に分かれているので、効率よく

成績よく成績をＵＰさせることが可能です。一定の点数に達すると、ワンランク上のコースへ進む

ことができます。学校の進度より、１週間ほど先の単元の予習を行います。 

国語 

理科 

国語と理科は、学校での授業の復習を行います。復習が終了した後、時間の余裕があれば、国語の

授業では読解問題で必要な重要公式を学習します。 

特別講座 

スタトレ講座 

スタディトレーニング講座では、学校の提出物をどのように勉強すれば良いのか指導します。普段か

ら提出物を指導するので、テスト前にあわてて宿題をすることがなくなります。 

また、今まで学習した内容を学習し直すことが望ましい方には、復習授業を行います。 

アドバイス講座 
個別指導で使用しているテキストについて自学自習をします。理解できない個所や解けない問題の

みを講師に質問して、解説を受けることができます。 

入試対策講座 
8 月～3 月の第１・第２土曜日に、兵庫県公立高校過去問題を指導する講座です。志望高別に２つ

のクラスに分けて、少人数制集団授業を行います。 

パソコン活用講座 

理科 

社会 

記憶力 UP

トレーニン

グ講座 

➊速読トレーニングおよび記憶力ＵＰトレーニングにより脳を活性化にします。 

➋テキストの文章を９回速聴し、耳と目で覚えます。 

➌筆記問題を演習します。  ➍小テストを行います。 

国語 自立学習 
40 分間速読トレーニングした後、読解公式を覚えてから文章読解演習をします。 

また、教科書に準拠した問題集を解いて、定期考査範囲の「新出漢字テスト」を行います。 

英語 
英単語 

講座 

ネイティブの発音を聞きながら、日本語を通さずにイラストから英単語を直接覚えます。ゲーム感

覚で楽しく学習した後、覚えたかどうか確認テスト行います。 

定期考査対策特訓 

12 時間特訓 

定期考査の直前の日曜日に、学校の問題集で生徒が分からない問題を解説し、解き直しをします。

学校の問題集を全問正解できるようにして万全の準備で定期考査を受けていただきます。指導教科

は 5 教科で、期末考査および学年末考査の時は副教科を含めた９教科です。 

９時間特訓 朝から夕方まで頑張りたい方には、８時～１８時までの９時間特訓をご用意しています。 

６時間特訓 昼間に頑張りたい方には、１３時～１９時までの６時間特訓をご用意しています。 

理科･社会 

無料暗記特訓 

定期考査の直前の土曜日に、学校の問題集を使って、確認テストを行います。分からない問題があ

れば、講師が解説をします。その後、塾の教材から類題を探し出しますので、理解の確認のため、

演習をしてもらいます。 

個別指導キャリア 中学部 

授業説明 
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費 用（全ての価格は税込） 

 

 15,000 円（税込み） 

 

小学部については前述。 高校部については後述。 

 

 

１：２ 個別指導（※） 

学 年 ２教科以上【週２回以上】 １教科【週１回】

中１・中２ 教科数×１１,800円／月 １3,000 円／月

中３ 教科数×１２,800円／月 １4,000 円／月

※１:塾生のご紹介で入塾された場合は、初月の授業料を半額にさせていただきます。 

※２:ご兄弟で通塾していただく場合は、お二人目以降の方の授業料を１０％割引かせていただきます。 

 

特別講座 

講座名 週１回 講座名 費 用

スタトレ 3,000 円／月 入試対策 ４,000 円／月

アドバイス 3,000 円／月 

 

 

パソコン活用講座 

講座名 週１回 講座名 週１回

理科･社会の記憶力

UPトレーニング 
１教科：３,800 円／月 英 単 語 ２,800 円／月

国語の自立学習 ３,800 円／月 

※：外部生の方で速読専科生は、月４回で５,８００円になります。 

 

 

               定期考査対策特訓(課題テスト・実力テスト前には行いません。) 

講座名 １回あたり 講座名 1 回あたり

12 時間 ２,000 円（９教科対応） 理科社会暗記 0 円

6 時間・９時間 １,000 円（９教科対応） 

 

 

パソコン活用講座 セット割 

２教科セット（理科･社会）※速聴のみ 3 教科セット（国語・理科・社会） 

1 日 1 コマ（70 分） 1 日２コマ（140 分） 

7,600 円／月 → 5,０00 円／月 11,400 円／月 → 7,０00 円／月 

 

 

受験生 応援セット割（中学３年生８月以降）  

スタトレ応援セット アドバイス応援セット 国理社応援セット 

スタトレ講座＋入試対策講座 アドバイス講座＋入試対策講座 3 教科セット＋入試対策講座 

７,０００円/月→５,０００円/月 ７,０００円/月→５,０００円/月 11,０００円/月→9,０００円/月 

 

約 9％割引 

入塾金 
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高校受験対策も万全！ 

 

※：塾生のご紹介で入塾された場合は、初月の授業料を半額にさせていただきます。 

※：ご兄弟で通塾していただく場合は、お二人目以降の方の授業料を低額の方から１０％割引かせて 

いただきます。 

 

・教材費：希望コースやご家庭のご要望に合わせて、年に数冊のテキストをご購入いただきます。 

     １冊 500 円～2,500 円。 

 

・諸費用：２,５00 円（月額） 

各種プリント費、冷暖房費、設備補修費、Ｓ１グランプリ運営費等に充てられるものです。自習席の利用料も含

まれています。自習席の利用可能時間は、月曜～土曜：1６:０0～21:50 となっています。自習席には講師が巡

廻しているので、分からない問題の説明を受けることもできます。 

 

・テスト費用：３,３９0 円（５科目） 

     兵庫模試を年 3 回（８月、１０月、１２月）行います。なお、参加は自由です。 

 

・春・夏・冬の講習費用 

     個別指導キャリアの講習は、授業日・授業時間・指導科目を自由に設定できる「オーダーメイド方式」です。生徒

さん一人ひとりの学習内容が異なるため、その費用も一人ひとり異なります。 

 

 

 

 

中学部：個別指導・スタトレ講座・アドバイス講座 ＋ 自 習 

（月～土曜日） 
授業時間 

１部-前  自習 ６時３０分～７時３０分 

授業        ７時３０分～８時４０分 

個別指導：７０分間 

＋ 

自習：６０分間 

１部-中  自習 ７時００分～７時３０分 

      授業       ７時３０分～８時４０分 

      自習             ８時４５分～９時１５分 

１部-後  授業       ７時３０分～８時４０分 

      自習             ８時４５分～９時４５分 

２部    自習       ７時４０分～８時４０分 

授業             ８時４５分～９時５５分 

中学部：パソコン活用講座 

（月～土曜日） 
授業時間 

１部                     ７時３０分～８時４０分 

７０分間 
２部                                    ８時４５分～９時５５分 

 

 

  

中学２年生の１０月には、高校入試説明会を実施します。受験生に向けて準備すること、最近の入試問題傾向、書く高

校の特色、高校入学してから成績が伸びやすい高校、今までの受験生のエピソードなどを説明します。 

 

高校受験が目前になる中学３年生には、受験勉強の仕方や兵庫県の過去問題を指導する「入試対策講座」をご用意。推

薦入試を受験する生徒には、面接指導、論文指導も無料で実施。また、保護者をまじえた個別面談を年 3 回（８月、

１２月、１月）実施。さらに、電話およびメールでのご相談にも随時受け付けております。 

 

 

時間割 
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「勉強の仕方が分かりません」 

 

そのような生徒のために、この講座をご用意しました。 

 

しかし、   「成績は、勉強時間が増えても必ず上がらない場合があります」 

 

なぜなら、勉強ではなく作業をしている可能性があるからです。作業というのは、「写す」という行為です。勉強と

は、「納得」し、「記憶」し、「思い出す」ことを繰り返しながら、情報を整理していくことだと考えています。下表は、

塾の授業と家庭学習において、それぞれの役割を示したものです。 

 

学習ステップ 個別指導 家庭学習 スタトレ講座 

ステップ１：記 銘 

分かりやすい解説授業。 

分かりやすい参考書。 

・分かりやすい授業。 

・分かりやすいテキスト。 

 

 

・分かりやすい参考書。 

・分かりやすいノート。 

・学校の問題集、塾の問 

題集、参考書。 

・ピンポイント解説。 

ステップ２：納 得 

自分の中で情報を整理し、

納得する。 

 

・生徒が講師に理解した 

内容を説明。（エピソード

記憶法） 

・解説を見て、考え抜く 

習慣をつける。 

・参考書や辞書を使い、 

ノートに整理する方法を

指導。 

ステップ３：保 持 

記憶を定着する。 

 

 

・覚え方、特徴を説明。 

・繰り返し記憶のための口

答テスト。 

・「基礎問題演習」で間違い

問題の繰り返し。 

・用語の繰り返しテスト。 

・覚え方を指導。 

・自分テスト。 

ステップ４：想 起 

記憶された知識を正しく引

出す。 

 

・正しい答えを導くため 

の誘導質問。 

・浅い考え方をせず、辛抱

をして深く考える。 

・標準問題演習。 

・小テスト実施。 

・間違えた問題の解説。 

ステップ５：組合せ 

複数の記憶された知識を正

しく組み合わせる。 

・問題の条件から連想さ 

れる知識を説明し、それ

ぞれ問題に当てはめる。 

・理由を考え、自分で取 

捨選択できるようにす

る。 

・応用問題演習。 

・基本的になし。 

※：□内の「長、」「短」は指導時間を 

  表しています。 

 

 

 

 

 

 

スタトレ講座（スタディートレーニング講座） 

長 

短 

長 

長 

長 

短 

短 

短 

短 

短 

家庭学習の方法が分からない。 

家庭学習の習慣がついていない人の対策がスタトレです。 


