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必ずお�みください



夏期��開�にあたって

ー�⾵�にできることー

そうは�っても、気が付いたらNetflixに 
くぎ付けになっていたり、Instagramのリ 
ールをだらだらと⾒てしまったりと、エ 
ンターテイメントが��している昨�に 
おいては、なかなか⾃�を律し、⽬標に 
向けて⾃発的に�り�む事が�しいと� 
じる�も�いのではないでしょうか。

�⾵�の夏期��においては、AIにはな 
い��と��のある�師陣が��の�� 
��をご提供いたします。例年の夏期� 
�の��時間�に８⽉�常授業の時間� 
をプラスし、できるだけ⽬標に向けて� 
�に向き�う時間を�く�保しました。

��は、��を�えます。��は�ども 
の成�を⼤きく左右します。�⾵�で� 
につく、⽬標に向けて「やり抜く⼒」 
（＝��知�⼒）はお�さまの現在の成 
�につながるだけでなく、�来、お�さ 
まを「��から必�とされる�間」に� 
てます。

        �⾵��� ⽇下��

「夏休みって、�当にたくさん時間があ 
って良かった、、、」

と、２�期が�まってから�に受�⽣が 
よく⼝にします。

夏休みには、

・⾃�の�点を��したり、

・英�など��の��をしたり、

・前の�年の�復�をしたり、

・時間を�って��問に�り�んだり

する時間を⼗�にとることができます。

��＋クラブや�い事がある⽇々では思 
うように時間が�れないことでも、夏休 
みという�期休暇となると�きなだけ時 
間を�ることができます。

そういった時間がお�さまを⼤きく成� 
させます。���には���ばなかった 
���が、いよいよ���の基�に�づ 
いてくることが��できる可�性も�め 
ています。



⼩�⽣

１：１/１�２個別指�
�回同じ�師が、�について筆算や��の 
書き順に�るまで丁寧に指�します。苦⼿ 
な単元はじっくり重点的に�ぶことが可� 
です。

⼩�⽣の指�形�

０２

１�４個別指�

仲間を�識しながら、かつ�師が�につ 
き、得�不得�によって�易度・�度�� 
をしながら��を�めることができます。

����団指�

中���を�野に�れ、�体に向けた授業 
を�く⼒を�てます。仲間を�識し、�� 
のスピード�が�われます。
※主に⼩６�期のみの��となります

夏休みには��の授業がある時期 
に�べ、「⾃�の��」をする時 
間が��にあります。この�� 
に、��中�⽣、��⽣になった 
時に重�となる「����」の� 
�と、�中⼒や�を�く��を� 
めて�えます。

夏休み�けには�内で�⼒テスト 
を��します。範囲はこれまでの 
�範囲となるため、夏期��にお 
いて主に１�期、そして前�年の 
復�を⾏い、模�で�得点を�る 
ための�戦⼒を�えていきます。

�内�⼒テストには�⽤問題も� 
まれるため、��や�算などの基 
�の��はもちろん、「�えさせ 
る問題」に�しても時間をかけて 
⼿ほどきしていきます。また、復 
�が��に�成した場�は２�期 
��の先�り��も⾏い、��期 
への�策にも⼒を�ぎます。



算数/国語/英語
から選択 少人数集団指導 １：４個別

１：１個別
１：２個別
1コマ75分

中学受験
１：１個別
１：２個別

1コマ75分

国語／英語 ー 各75分×5コマ
各￥8,250   

算数 ー 75分×10コマ
￥23,650   

３教科 ー 75分×20コマ
￥40,150   

夏期�中授業 受�料

コースと授業料

⼩�⽣

０３

１：１個別指導
【１～5コマ】

１コマ当たり￥6,600
【6～10コマ】

１コマ当たり￥6,500
【11コマ以上】

１コマ当たり￥6,400
 
 

１：２個別指導
【１～5コマ】

１コマ当たり￥4,400
【6～10コマ】

１コマ当たり￥4,300
【11コマ以上】

１コマ当たり￥4,200

１：１個別指導
【１～5コマ】

１コマ当たり￥8,250
【6～10コマ】

１コマ当たり￥8,150
【11コマ以上】

１コマ当たり￥8,050
 
 

１：２個別指導
【１～5コマ】

１コマ当たり￥5,500
【6～10コマ】

１コマ当たり￥5,400
【11コマ以上】

１コマ当たり￥5,300

※１：４個別は、上記受講料に加え８月通常授業の授業料が必要です。



中�⽣

１：１/１�２個別指�
苦⼿単元の克服はもちろんのこと、�団授 
業よりもさらにレベルの�い��、��� 
�策に��した指�が可�です。�師が� 
回�わることがない、専任�師制です。

中�⽣の指�形�

０４

１�４個別指�

仲間を�識しながら、かつ�師が�につ 
き、得�不得�によって�度��をしなが 
ら��を�めることができます。きめ�か 
な��別�策もお任せください。

����団指�

中�⽣として、受�を�識したスピード� 
をつけ、��量をこなします。�体に向け 
た授業に�する、�く⼒を�います。

※１�４か����団指�かは、��とクラスによって� 
動します。�しくは授業料と時間�をご�ください。

夏休みはまとまった��時間が�保 
できる貴重な期間です。この�い夏 
休みをどのように�ごすかが��の 
成�を⼤きく左右します。

１年⽣
夏休み��は��内�の�易度が上 
がります。夏期��では１�期内� 
の�成と２�期に��予�の単元の 
予�に�り�み、��期に向け万� 
の体制を�えます。

２年⽣
中�⽣活�り�し地点の２年⽣は、 
�年度に�える����を�野に� 
れ、��範囲の復�と�点克服に⼒ 
を�れます。また、�半には２�期 
��の先�り��を⾏い、�期テス 
トに�する��をしていきます。

３年⽣
９⽉には�路を決めるうえで重�な 
成��料となる�⼒テストがありま 
す。夏期��では、�⼒テストや� 
�に向け、基�の��と�点克服を 
狙います。また、２�期��の先� 
り��で�期テストに向けた��を 
⾏い、内申点�策にも�⼒します。 
夏期��では��時間を⼗�に�保 
しているので、��問題や��問を 
利⽤して��問題を「�し」で�く 
�戦⼒や�中⼒を�えます。



 【緑台校】集団指導 １：４個別
１：１個別
１：２個別
1コマ75分

５教科セット 75分×45コマ　￥61,600 -  

英数セット 75分×30コマ　￥55,000 -  

英数セット　＋理社国 各75分×5コマ　各￥2,750 -  

英／数　単科 75分×15コマ　￥27,500 -  

理社国　単科 各75分×5コマ　各￥6,270 -  

コースと授業料

中�⽣

 集団指導 １：４個別
１：１個別
１：２個別

1コマ75分

５教科セット 75分×70コマ　￥114,900 ー  

英数セット 75分×40コマ　￥88,000 ー  

英数セット　＋理社国 各75分×10コマ　各￥8,030 ー  

英／数　単科 75分×20コマ　￥44,000 ー  

理社国　単科 各75分×10コマ　各￥17,050 ー  

中３

夏期�中授業 受�料

中１・２

０５

１：１個別指導
【１～5コマ】

１コマ当たり￥7,150
【6～10コマ】

１コマ当たり￥7,050
【11コマ以上】

１コマ当たり￥6,950
 

１：２個別指導
【１～5コマ】

１コマ当たり￥4,950
【6～10コマ】

１コマ当たり￥4,850
【11コマ以上】

１コマ当たり￥4,750

１：１個別指導
【１～5コマ】

１コマ当たり￥7,700
【6～10コマ】

１コマ当たり￥7,600
【11コマ以上】

１コマ当たり￥7,500
 

１：２個別指導
【１～5コマ】

１コマ当たり￥5,280
【6～10コマ】

１コマ当たり￥5,180
【11コマ以上】

１コマ当たり￥5,080

※集団指導・１：４個別は、上記受講料に加え８月通常授業の授業料が必要です。

※集団指導・１：４個別は、上記受講料に加え８月通常授業の授業料が必要です。



��⽣

１：１/１�２個別指�
⼀�ひとりの⽬標に向け、何をいつまで 
に、どれだけすべきかを�体的にご提�し 
ます。きめ�かな指�を�現します。�回 
同じ�師がお�さまの指�に当たります。

��⽣の指�形�

０６

１�４個別指�

��によって異なる�度に�り�い、⼤� 
��を�野に�れて�⼒アップ、��の� 
策（�期テスト�策）を万�にします。

����団指�

⼤���や模�・�期テストに�点を当 
て、�必�な⼒をつけるために�師が⼒� 
く�っ�っていきます。
※主に�３のみの��となります。

��１年⽣、２年⽣は、�活動や 
⽇々の��の��で�しく、��内 
�の「復�」に⼗�な時間を�保す 
ることは�しいと思います。そこ 
で、夏期��では不⾜していた「復 
�」の時間を�保し、⼤���へ向 
けての⼟�を築きます。�に国�立 
��の２年⽣は、この夏休みに�期 
的な�⼒につながる����がスタ 
ートできるかが重�なポイントとな 
ります。�しいことを�めなければ 
ならないのではなく、とにかく、 
「基�の��」が⼤切です。

��３年⽣は１�期中にはクラブ活 
動に⼒を�れていた⽣徒も��し、 
��的に受���を�める時期で 
す。この夏休みという�い時間にど 
れだけ��に��に向き�えるかが 
���の�否に⼤きく��します。 
�早�きし、�駄な時間をなくし、 
他�より�しでも�くの��時間を 
�保する。わからなかった問題をう 
やむやのまま�わらせず、�かるま 
で��的に��する。わかった問題 
を⾃�の⼒で�けるまで�り�し復 
�する��をつける。こういった⼀ 
⾒当たり前のようなことに愚�に向 
き�うことこそが�利への正攻�と 
�えます。�では⼀�ひとりの受� 
⽣に、こういった�を�んでもらえ 
るよう⽇々指�していきます。



 集団指導 １：４個別
１：１個別
１：２個別

1コマ75分

英語 ー 75分×10コマ　￥29,700  

数学 ー 75分×10コマ　￥23,100  

２教科 ー 75分×20コマ　￥52,800  

 集団／１：４ １：１個別
１：２個別

国公立大学コース
理系／文系　全科目

理系：75分×60コマ　￥181,700
文系：75分×50コマ　￥163,600  

看護栄養系国公立コース
数Ⅲなしの国公立理系全科目

75分×50コマ　￥163,600  

私立大学コース
理系／文系　私大全科目

理系：75分×45コマ　￥149,800
文系：75分×35コマ　￥105,800

※理系で数Ⅲが必要ない場合は文系扱いとなります

 

単科１科目 週75分×１コマあたり　￥13,420  

週１受験カウンセリング
週１回の目標確認と勉強のお悩み相談

5回　￥10,000  

コースと授業料

��⽣

おすすめ
オプション

�３

夏期�中授業 受�料

�１・２

１：１個別指導
【１～5コマ】

１コマ当たり￥8,800
【6～10コマ】

１コマ当たり￥8,700
【11コマ以上】

１コマ当たり￥8,600
 

１：２個別指導
【１～5コマ】

１コマ当たり￥5,830
【6～10コマ】

１コマ当たり￥5,730
【11コマ以上】

１コマ当たり￥5,630

１：１個別指導
【１～5コマ】

１コマ当たり￥8,250
【6～10コマ】

１コマ当たり￥8,150
【11コマ以上】

１コマ当たり￥8,050
 

１：２個別指導
【１～5コマ】

１コマ当たり￥5,500
【6～10コマ】

１コマ当たり￥5,400
【11コマ以上】

１コマ当たり￥5,300

※集団指導・１：４個別は、上記受講料に加え８月通常授業の授業料が必要です。

※集団指導・１：４個別は、上記受講料に加え８月通常授業の授業料が必要です。



０８

必ずお�みください

特別な事由がない場合、塾生の夏期講習の不参加は、入塾時の同意書第4項により認 
められません。

塾生は全員参加となるため、お申し込みは必要ありません。今年度より、１：１／ 
１：２個別指導に関しましても夏休み期間は「夏期講習」とし、1コマ75分授業とな 
ります。

春期講習は年間カリキュラムの一部です。欠席されますと2学期以降の授業内容の習 
得が大変困難になります。そのため、 講習期間の一部しか来られない場合や、やむ 
を得ない事情があって受講されない場合は教室まで必ずご相談ください。

受講コースは通常授業と同じになります。１：１／１：２個別指導を受講の方には 
夏期講習のプランニングをご提案させていただきます。なお、夏期講習よりコース 
変更される場合は、教室までご相談ください。

夏期講習期間中の欠席は、 補講ができません。１：１／１：２個別指導に関しまし 
ては、前日までにお申し付けいただきますと別日にて補講させていただきます。

塾生の講習費用は 7/26 にお引き落としさせて頂きます。 なお、集団指導と１：４ 
指導に関しましては、夏期講習期間中に「夏期集中授業」と「8月通常授業」の両コ 
マ数（時間）を消化しますので、別途8月通常授業料が必要です。１：１／１：２個 
別指導に関しては授業料表の金額に8月通常授業料が含まれます。

夏期講習の授業料は塾生の兄弟姉妹が集団授業に同時に参加される場合、お値段の 
低い方のご兄弟様を20％減額します。

小学生(算数・国語)と、中学１年生・２年生には、夏期講習明けに塾内学力テストを 
行います。実施日や時間割等につきましては別途送信の「学力テストのご案内」を 
ご覧下さい。

中３生には、夏期講習終了時期の8/28(日)に兵庫Vもしを外部会場で実施いたしま 
す。受験会場や時間割等につきましては、別途送信の「兵庫Vもしのご案内」をご覧 
下さい。

１．夏期講習について

２．夏期講習の費用について

３．学力テストとその費用について

　　受験料 小学生：2,500 円、中学１年・２年生：3,200円（全員必須受験）

４．兵庫Vもしとその費用について

　　兵庫Vもし特別会受験料　中３生：4,900円（全員必須受験）





緑台校
〒 666-0129

川西市緑台 2-1-78
TEL. 072-792-7997

 
清和台校

〒 666-0142
川西市清和台東 1-3-86

TEL. 072-799-0022
 

六甲校
〒 657-0029

神戸市灘区日尾町 2-2-7
TEL. 072-862-1104


