
お友達とお申し込みいただいた方
入塾金 全額OFF

三木湯の山
街道郵便局

２０１８年１月スタート

新規入塾生募集

未来に向かってがんばる瞳がかがやく教室

小・中・高校生 進学指導

大志塾
対象 小１ ▶ 高３

小学６年生対象

中学準備講座のご案内

８６－１２１３１２月中にお申し込みいただいた方
入塾金 ５０％OFF

入塾時にテストはございま
せん。入塾の条件は「勉強
をがんばりたい！」という
気持ちです！

お電話 または
ホームページ
からお申し込み
ください。

入塾面談(三者面
談)を行います。
塾の内容を詳し
くご説明します。

入塾！ 目標に
向かうあなたを
大志塾が全力で
サポートします。

中学校での学習にスムーズに入ることができます。

勉強の仕方を身につけることで中学入学後の部活動との両立もできるようになります。

中学生になることへの自覚が生まれ、勉強することの大切に気づけるようになります。

長かった小学校生活も終わりが近づいてきました。お子さんの日々の成長を見守って来られた保護者の方にとっては、大きなランドセルを背にし

ていた入学式がついこの間のことのように感じられるのではないでしょうか。お子さんはもちろん、保護者の方も春からの中学校生活に期待しつ

つ、不安もあるのではないでしょうか。中学校生活をスムーズにスタートし、楽しい３年間にできるように、できる準備はしっかり進めておきた

いものです。中学生のお子さんをお持ちの保護者の方は「中学校はもっとあっという間よ！」とよくおっしゃいます。そして、「気がつけばもう高

校入試ね」という言葉もよくおっしゃいます。“高校入試”というとまだまだ先のようですが、小学校の半分の３年後と思うと、決して遠い先の話

ではありません。高校入試というゴールが決まっていることを考えれば、スタートは早いほうがいいですね。

国語 金曜日・17 時 05 分～18 時 40 分 算数 月曜日・17 時 05 分～18 時 40分 英語 水曜日・17 時 05 分～17 時 50 分

＜ プレ講座 ＞ 国語・プレ

第１講座・第２講座 ロジカル表現講座

解答作成に必要な「書く力」の基礎を学習す

る講座です。

開講日 1月 19 日・26 日

受講費用 2,160 円(教材費・税込み)

＜ プレ講座 ＞ 算数・プレ

第１講座・第２講座 計算講座

小数・分数の計算や四則混合計算など手順が

大切な計算と文章題を学習する講座です。

開講日 1月 15 日・22 日

受講費用 2,160 円(教材費・税込み)

＜ 物語文完成講座 ＞ 国語・物語文

第１講座 場面・人物をとらえる

第２講座 心情・情景をとらえる

第３講座 心情の変化をとらえる

第４講座 主題をとらえる

解答作成に必要な「書く力」の基礎を学習す

る講座です。

開講日 2月 2日・9日・16日・23日

受講費用 5,400 円(教材費・税込み)

＜ 説明文完成講座 ＞ 国語・説明文

第１講座 指示語・接続語をとらえる

第２講座 段落の要点・段落関係をとらえる

第３講座 事実と意見を読み分ける

第４講座 要旨を読み取る

読み方を身につけ、解答箇所にたどりくつ力

を身につけるための講座です。

開講日 3月 2日・9日・16日・23日

受講費用 5,400 円(教材費・税込み)

お子さんのタイプに合わせて講座をお選びいただけます。

学習塾がはじめてのお子さん １教科からのスタートをお勧めします。（受講例：算数・プレ＋算数・小学＋算数・中学）

学校以外で英語を習っていないお子さん 英語の受講をお勧めします。（受講例：英語・プレ＋英語・単語＋英語・教科書）

中学校のテストで高得点を目指すお子さん 中学内容予習講座の受講をお勧めします。（受講例：算数・中学＋英語・単語＋英語・教科書）

＜ 小学内容復習講座 ＞ 算数・小学

第１講座 文字と式・対称な図形

第２講座 面積と体積

第３講座 比・比例と反比例

第４講座 場合の数・資料の調べ方

中学校で学習する内容につながる単元を復

習する講座です。

開講日 1月 29 日・2月 5日・13 日・19 日

受講費用 5,400 円(教材費・税込み)

＜ 中学内容予習講座 ＞ 算数・中学

第１講座 正の数・負の数

第２講座 正負の数の加法、減法の基本

第３講座 正負の数の加法、減法

第４講座 定着確認

中学校で最初に学習する正の数・負の数を学

習する講座です。

開講日 2月 26 日・3月 5日・12 日・19 日

受講費用 5,400 円(教材費・税込み)

＜ プレ講座 ＞ 英語・プレ

第１講座・第２講座 ローマ字講座

ヘボン式ローマ字の読み書きがスムーズに

できるようになるための講座です。

開講日 1月 17 日・24 日

受講費用 1,080 円(教材費・税込み)

＜ 中学内容予習講座 ＞ 英語・単語

第１講座 アルファベット

第２講座 アルファベット

第３講座 アルファベットと英単語

第４講座 アルファベットと英単語

アルファベットと教科書の初めに出てくる

英単語を練習する講座です。

開講日 1月 31 日・2月 7日・14 日・21 日

受講費用 3,240 円(教材費・税込み)

＜ 中学内容予習講座 ＞ 英語・教科書

第１講座 Lesson1A① 英文に触れる

第２講座 Lesson1A② 英文を覚える

第３講座 Lesson1B①

第４講座 Lesson1B②

教科書内容を使って、英語の勉強のしかたを

学習する講座です。

開講日 2月 28 日・3月 7日・14 日・22 日

受講費用 3,240 円(教材費・税込み)
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８６－１２１３１２月中にお申し込みいただいた方
入塾金 ５０％OFF

ホームページ
ＱＲコードです

お電話 または
ホームページ
からお申し込み
ください。

入塾面談(三者面
談)を行います。
塾の内容を詳し
くご説明します。

入塾！ 目標に
向かうあなたを
大志塾が全力で
サポートします。

２０１７年度 通期

新規入塾生募集
小学１年生～４年生対象

キッズフリーコースのご案内

このような保護者の方におすすめ ▶ しっかりとした学力を身につけさせたい

勉強の習慣を身につけさせたい

勉強以外の習い事もさせておきたい

小学５年生・６年生対象

公立中学校進学コースのご案内

このような人におすすめ ▶ 今よりもっと勉強できるようになりたい

勉強で少し難しいなぁと思うことがあったのでなんとかしたい

スポーツ少年団の練習も勉強もどちらもがんばりたい

時間割と費用

16時 00 分から 16 時 50 分

授業料 2,700 円(月額・週１回・税込み)

学校の時間割や習い事などに合わせて、曜日を選択する

ことができます。

わかるところはどんどん進み、頭を使うところはしっかり頭を使うことが目標です。

分からない問題や間違えてしまった問題は、時間をかけて考えたり、先生に質問した

り、教科書やノートを使って調べたりします。このように教わるから学び取る学習に

成長することで学習への主体性を育みます。

時間割と費用 教科選択制です。

国語 小５(金)・小６(木) 17 時 05 分～18 時 40 分

算数 小５(火)・小６(月) 17 時 05 分～18 時 40 分

英語 今年度の募集は終了しました。次回は来春です。

授業料 4,860 円(月額・１教科・税込み)

分かるから楽しい、できるからうれしいという感情は、勉強を続ける上で大切です。

そういった感情を芽生えさせ、積み重ねていくことが高学年の学習では必要になりま

す。大志塾の授業では、“わかる楽しさできる喜び”をテーマに、中学校・高校の基礎

となる高学年の授業に取り組んでいます。

中学１年生～３年生対象

公立高校入試対策コースのご案内

このような人におすすめ ▶ 部活動と勉強を両立させたい

まじめに取り組んで、定期テストでいい点数をとりたい

高校入試に向けて、真剣に勉強してみたい

高校１年生～３年生対象

大学入試対策コースのご案内

このような人におすすめ ▶ 部活動と勉強を両立させたい

学校の授業がもっとわかるようになりたい

大学受験に向けて、やるべきことをやりきりたい

時間割と費用 週２回で５教科の学習をします。

中学１年生 水曜日・金曜日 19 時 30分～22 時 00分

中学２年生 月曜日・水曜日 19 時 30分～22 時 00分

中学３年生 火曜日・木曜日 19 時 30分～22 時 00分

授業料 17,280 円(月額・税込み) 教材費が必要です。

入塾後、校内順位が半分になったり、３分の１になったりする生徒がいます。このよ

うな成果を出している生徒は、「真面目である」「思いやりがある」「あいさつができる」

といった特徴があります。難しいことをするのではなく、当たり前のことにきちんと

取り組むことで素晴らしい成果を出しましょう。

時間割と費用

１教科 11,340 円(月額・税込み) ベーシックコース

２教科 16,200 円(月額・税込み) ベーシックコース

上記は高１・２生の参考例です。選択する科目により費

用が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

大志塾の授業は、学校の授業の理解度を上げ、大学受験に使える知識と知恵を身につ

けることを目標に進めています。また、完全個別のカリキュラムですので、目の前の

内容を「わかる」まで学習することができます。大学受験も基本は「学校の授業」で

す。学校の授業を理解するところから、受験勉強をスタートさせましょう。

今年度の小学英語(中学準備講座を除く)・中学３年生・高校３年生の募集は締め切らせていただきました。申し訳ございません。


