
科目 学年 内容 料金月額（税込） 

算数 小３～小６  
週１回で 5,500 円 

週２回で 7,700 円 

週３回以上は 9,900 円 

国語読解力 小２～小６  

英語 小３～小６  

能力開発 小２～小６  

　中１から中３の秋までは学校の定期テストで良い成績を修めることを最優先
に授業を行います。その積み重ねが何よりの高校入試対策となるからです。
　英語・数学・理科・社会の授業は、予習部分と復習部分に分かれます。
　予習部分では、これから学校で習う内容を先取りする形式で進めます。これ
により学校の授業に臨む際に安心感と余裕が生まれ、塾で学習した内容を学
校で再び習うことで理解がより深まります。また、復習部分では、既に習ったこ
とを忘れかけた頃に実施し、再確認・再定着を図ります。
　演習中は個別に対応するため、講師が各生徒の机を回りながら丸付け・解説
を行います。授業内容・宿題の量は、勉強と部活・学校行事と両立できるよう配
慮しながら決定します。
　中３レギュラーコースは、岡崎・刈谷・豊田西・豊田北・刈谷北・豊田南を目指す
人のためのコースで、夏以降は３時間×週３回授業を行いますのでたっぷり演
習ができます。さらに、愛知県公立の問題に強くなると志望校合格が近づくの
で、入試前には入試模擬問題集・過去問パターン集で合格力を高めます。
　中３てっぱんコースは豊田東・豊田・豊野・三好・松平・豊田工業・猿投農林を目
指す人のためのコースで、”これさえできれば大丈夫”という基本的な内容を
徹底的に反復します。
　中１・中２レギュラーコースは教科書の基本から応用まで、重要事項は繰り返し
演習を行います。定期試験対策はもちろん、時間をかけて根本的な学習能力を
向上させつつ、受験のために必要な力をコツコツと養成します。

英語・数学・理科・社会を週に１コマ70分ずつ行います。国語は定期試験前に映
像授業で。このコースには約２割・８，２００円の割引が適用されています。

■教材費と講習会費、中３生は年に３回の愛知全県試験代（3700円）が別途必要です。

■コース詳細は当塾ホームページをご覧ください。

■上記はすべて、首都圏大手の学習塾・市進が提供するウイングネットと学研の映像授
業です。■ベーシックウイング・メディカルコースは見放題（受講回数無制限）です。

　「通常個別」は講師１名に対して生徒２名まで、「完全個別」は講師１名に対し
て生徒１名です。勉強が得意な子からそうではない人まで、それぞれの目標・
習熟状況に応じて指導します。

■１回の授業は５０分です。左表の中から都合のよい

曜日・時間を選ぶことができます。各時間定員１２名

です。■算数・国語読解力は週１回か週２回を選ぶこ

とができます。自信がない人は週２回受講してくだ

さい。■週３回以上の受講でも料金は9,900円です

ので、実質「通い放題」になります。■「能力開発」

は、市販の優良教材も利用して論理的思考力の養

成を行います。■教材費は別途必要です。詳細は当

塾ホームページをご覧ください。■能力開発は、内

部生（算数・国語読解力・英語の受講生）のみ受講で

きます。■お休みした場合、左表の時間に振替を行

うことができます。

　「小学生のうちに学習能力を伸ばして、中学校に入ってから好成績を維持す
る」。当塾の小学生の授業はそれを目指した指導を行います。
　そのためには、算数・英語だけでなく、文章を読む力（読解力）と筋道立てて
考える力（論理的思考力）の養成が大切です。

　東大・京大・名大などの難関国立大対策の「学研プライムゼミ」、地元国公立・
地元私大対策の「アドバンスウイング」、定期試験対策・弱点科目対策の「ベーシ
ックウイング」は全科目に対応しています。苦手科目ほど自力ではなく、塾の力
を利用したほうが効率的に勉強できます。

　当塾の塾生は、通常の授業にプラスして下記のオプション講座を受講するこ
とができます。ベーシックレベル（基礎～標準）とアドバンスレベル（標準～応用）
があります。

■上記は週１回・月４回・１科目の料金です。■中学生
は英語/数学/理科/社会から、小学生は算数/国語
読解力/英語から科目を選ぶことができます。■体
調不良などのやむを得ない事情により欠席する場
合、授業開始前までにご連絡いただければ１科目に
つき月１回まで振替授業を受けることが出来ます。
■教材費・講習会費（夏期講習・冬期講習・春期講
習）は別途必要です。■中３生は８月以降、愛知全
県模試（受験料3,700円）を３回実施します。■授業
曜日・授業時間は相談の上、変更することがありま
すので予めご了承下さい。■小学生は５０分コース
をおすすめします。小学生個別授業は主に夕方に
行います。なお、当塾では私立中学受験指導は行
っておりません。

  コース・講座名

ＩＮＰＵＴ講座

基礎読解力養成講座

論理力養成講座

演習プラス講座

学力再生講座

論理エンジン

英検対策講座

月例模試コース

月例模試フォロー

入試対策復習講座

特別補強

覚えるのが苦手な人のためのコースです

文章の意味を理解するのが苦手な人のための講座です

筋道立てて考えるのが苦手な人のための講座です

問題を解く量が足りていない人のための講座です

中１の最初から一気に復習するための講座です

入試用読解力を高めるための講座です（中３夏以降）

準２級～５級の一次試験対策講座です

毎月、全国模試を受験し、勉強の意識を高めます

模試の直しと翌月の対策問題に取り組みます

ウイングネット映像授業で５科目３年間の復習をします

塾長が担当する補強で、当塾の塾生は無料で参加できます

実施内容

上記は中学生の授業時間例で

す。平日はおおむね18時以降に

授業を行います。中１生は終了時

刻が遅くならないように配慮して

授業を組みます。

１コマ 14：00～15：10 
２コマ 15：20～16：30 
３コマ 16：40～17：50 
４コマ 18：00～19：10 
５コマ 19：20～20：30 
６コマ 20：40～21：50 

コース 学年 内容 
学研プライムゼミ 高２～高３生 難関国立大対策 

アドバンスウイング 高２～高３生 地元国公立・地元私大対策 
ベーシックウイング 高１～高３生 定期試験対策・弱点科目対策 
メディカルコース 高３生 看護系専門学校対策  

真面目に勉強をする面白さ

（お問い合わせは火曜・金曜日以外の１６時以降にお願いします。全コース入塾金無料。）

小学生・中学生 
通常個別 

（生徒２名まで） 
完全個別 

（生徒１名） 
標準コース（週１回 70 分） 11,000 円 16,500 円 

ロングコース（週１回 105 分） 16,500 円 24,750 円 
ショートコース（週１回 50 分） 7,860 円 11,800 円 

■講師1名に生徒２名までの個別指導です。■授業日程や授業内容は相談の上、決めま
す。■テスト前などに授業回数を増やすことができます。■科目自由。

　学校の課題を解いていくと、特に数学と理科で「ココとココとココが分から
ない」ということがあります。それを講師が手際よく説明する人気コースです。

コース 授業時間・回数 月額（税込） 
学校課題サポートコース 70 分×月４回 13,000 円 

時期  曜日 時間 月額（税込） 
中３レギュラーコース 

（４月～７月） 
水曜日 
日曜日 

19：15～21：25 
18：45～21：25 

22,000 円 

中３レギュラーコース 
（８月以降） 

水曜日 
土曜日 
日曜日 

18：45～21：55 
15：00～18：10 
18：45～21：55 

28,800 円 

中３てっぱんコース 
（４月～７月） 

火曜日 
土曜日 

19：15～21：25 
18：30～21：40 

23,220 円 
中３てっぱんコース 

（８月以降） 
火曜日 
土曜日 

18：00～21：10 
18：30～21：40 

中２レギュラーコース 
月曜日 
木曜日 

18：45～21：25 
18：45～21：25 

22,000 円 

中１レギュラーコース 
月曜日 
木曜日 

18：40～20：40 
18：40～20：40 

19,800 円 

■５科目指導します。■定員：中３・中２レギュラーコースは１６名、中３てっぱんコース・中１レギュ
ラーコースは13名です。■教材費・模擬試験代・講習会費は別途必要です。■中３生は８月以
降、愛知全県模試（受験料3,700円）を3回実施します。■９月以降の中１レギュラーコース木曜
日は開始時間が18：00になります。※このチラシに記載の金額はすべて消費税込みです。

授業時間例
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中学生 ５科目少人数コース

中学生 ５科目個別総合コース

中学生 充実のオプション講座

高校生 実力養成・弱点対策

小学生 少人数コース

高校生 学校課題サポートコース（個別）

小学生・中学生 個別コース

曜日 時間 

月曜日 
16：40～17：30 

17：40～18：30 

火曜日 17：00～17：50 

水曜日 
17：00～17：50 

18：00～18：50 

木曜日 
16：40～17：30 

17：40～18：30 

金曜日 18：00～18：50 

学年 時間・回数 授業日 料金（税込） 

中２・中３ 
７０分×週４コマ 

（月 16 コマ） 
応相談 

通常料金44,000円 

→割引料金35,800円 

2022

教科書内容をそれぞれの学校に進
度に合わせて行います

全科目の土台である読解力をその
子のレベルに合わせて指導します

文法問題を解くことと単語の練習
が中心で、中学校の予習です

パズルなどを使用し、論理的思考
力と集中力を養成します。


