
中学生科 塾科

特色 1 数学の指導 に自信 あ り

数学は一斉授業と個別授業の長所を取り入れた板書解説十

個別の問題練習指導

8名 までの少人数制だからこそ可能な当塾の指導方針です。

特色 2 教科書 に沿 つた予習中心の授業

公立高校入試は100%近く教科書から出題されます。

もっとも重要な教科書をメインテキストとして、

予習中心の授業をします。

派手さはありませんが、一番効率が上がります。

特色 3テ ス ト範囲に合わ した中学別問題練習

定期テスト前には5科目とも各中学校のテスト範囲に合わせ

た問題練習で得点を上がる学習をします。

社会・理科は1回 ずつ無料講習をし、

テスト前日は翌日のテスト科目の対策授業をします。

授業科目 曜 日 授業時間
授業料

(税込)

募集

人数

新小 5 算・国・英 水 ・金 週 2回 60分 12,500円 4名

新小 6 算・国・英 月・木 週 2回 70分 131500円 3名

新中 1
数・英中心

国 。社・理
水・土

週 2回 105分
11月 より120分

16,500円

18,500円
10名

新中 2
数・英中心

国・社・理
月・木

週 2回 105分
11月 より120分

16,500円

18,500円
11名

新中 3

数・英中心

国・社・理

8月 より5科

火・金

火・金・土

週 2回 120分

週 2回～ 3回

240分～480分

18,500日

18,500円 ～

33,000円

1名

入会金 9,000円 (兄弟が塾生の場合は無料)、 プリンMt維 持費等は不要です。

特 色 4 レベ ル ご との ク ラス 制             *新 中1は 3月 から中 1数学・英語の内容に入つていますので、早めの入会をお勧めします。

Aク ラスー高高・―高に進学希望の生徒対象のクラスです。     *新
小 5新小 6は現在のクラスの曜日です。今後、曜日違いのクラスを増設します。

Bク ラスー桜井高・西高などに進学希望の生徒対象のクラスです。

1対 3ク ラス

教師1人が生徒 2、 3名を個別指導します。定期テスト前にはABク ラスの生徒と

ともに社会、理科、国都の無料講習やテスト対策授業を受講できます。

(4～ 10月 )授業時間授業料 (税込 ) (11月 ～)授 業時間授業料 (税込 )

週 1回 75分 11,000円 週 1回 85分 12,500円

週 2回 75分 16,500日 週 2回 85分 18,500円

マンツーマンクラス

教師1人が生徒1名を個別指導します。科目は自由です。

授業時間 授業料 (税込 )

週 1回 75分 15,500円

週 2回 75分 29,500円

小学生科

授業時間 授業料 (税込 )

週 2回各 70分 13,500円
授業時間 授業料 (税込 )

週 2回各 60分 12,500円

開校40年 にあたり、理想の塾形態を作りたいという思いから、定員4名 の塾を始めまし大

個別授業ではありません。講義を行う極ミニ版の塾とお考えください。

現在の1対 3ク ラスを発展させた形で、成績が上がる理想的な授業を目指します。
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高被生科
「難いけれは難しいほど人数が少なしヽ方がいしヽ」

そのコンセブトに暮づいて、
=●

生は英語圭r斗以外、マンツーマン授業と生lt 2名 のベア授業にしてし`ます。

授美科目は選べます。通常は
=字

をしていて、テス ト範匡の|し学がわからないので、テス ト前は化字を教えてl・ しい

マンツーマンで 120分 してほしい、他の塾に行っていて貢胃に答えるだけでいいので、 60分にしてほしい等

=々
な要望にも柔敦に対応致 します。

這去 3年の桜丼高校生の国公立大学n‐学は67%です。

高 3英語は4月 より共通テス ト¬けの授業を開始します。平

'28年
度センター言_EO英語で■丼高校の生徒が満点を取りました。

授業時間 授業時間 授業料 (月 額 )

マンツーマン授業 月4回 各 80分 18,500円

ペア授業 月 4回 各 120分 18,500円

高 3共通テス ト対策

英語授業 (8名 定員)

月 4回 各 90分 12,500円

2講座受講は2,000円割引、 3講座受講は51000円害」引

さらに英語共通テス ト対策授業が 10,500円 になります。

お申込み・お問い合わせはホームページのお問い合わせフォームからメールでご連絡、

または TEL866-7592までお電話ください。(平 日・土曜18時30分～22時 )

高松高校生 東大、京大、呑大困事祇 」喬人 大は 神戸大 ナJllブく [所盾田、出1)

高松一高生 名古屋大、東京学業た 大市大 広大、岡大 香人 同識 碧 、立命館

高[潜排生 筑皮人 同大 香六 愛境六 青ネ )臥 立命気 善 、関大

高松西高生 香大 1勧j11市立大学 立命譲 関大

高松三木高生 香大医学部
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