
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小学部 できるから勉強が楽しくなる！ 
小学校の６年間はお子さんのあらゆる可能性を伸ばす大切な時期であり、スポーツや芸術などの習い事に

も挑戦しやすい時期でもあります。スポーツや芸術ができるようになるのと同じく、勉強もできるように

なってほしいと願うのは多くの保護者の方が思うことです。勉強もスポーツや芸術と同じで「できる」こ

とによってうれしくなり、次が楽しくなるものです。勉強との両立をしながら、あらゆることに挑戦する

子どもたちを応援し、支えることができるのが大志塾の小学部です。 

 

通常授業 新小学２年生～新小学６年生は３月２７日(月)スタート 小学部は、週１日１科目から選択できます。 

新小学１年生の授業は、7 月から始まります。全学年入塾金 10,000 円＋税が必要です。 

基礎国語・基礎算数だけの受講はできません。通常の国語・算数と併せて受講してください。基礎国語・基礎算数はお子さんのペースにより使用するテキストの冊数が変わります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 授業曜日 授業時間帯 対象 授業料(月額・税別) 教材費(年額・税別) 

Kid’s 月曜日～金曜日(曜日が選択できます) 16:00～16:50 教科書に沿って国語または算数を学習したい 1 年生～4 年生 2,500円 1 教科 3,600 円 

基礎国語 小５ 金曜日  ／  小６ 木曜日 16:30～17:00 現在の学年よりもさかのぼって漢字などを復習したい 5・6 年生 1,500円 1 冊 1,290円 

国語 小５ 金曜日  ／  小６ 木曜日 17:05～18:40 読解問題がもっと解けるようになりたい 5・6 年生 4,500円 6,600円 

基礎算数 小５ 火曜日  ／  小６ 月曜日 16:30～17:00 現在の学年よりもさかのぼってイチから復習したい 5・6年生 1,500円   1 冊  650円 

算数 小５ 火曜日  ／  小６ 月曜日 17:05～18:40 教科書の内容をより確実にできるようにしたい 5・6年生 4,500円 6,600円 

英語 First Step 水曜日 17:55～18:40 はじめて英語を学習する 5・6 年生 2,500円 7,500円 

英語 Second Step 水曜日 17:05～17:50 学校以外で英語を学習した経験のある 5・6年生 2,500円 7,500円 

授業

家庭学習

テスト

大志塾の学習サイクル 成果を出すためには「勉強の仕方」・「練習量」・「勉強に取り組む気持ち」の３つが大切です。

大志塾の子どもたちが成果を出せるのは、「勉強の仕方」がシンプルで分かりやすいからです。 

大志塾に向いているお子さん 
成績を伸ばすためには、「練習量」をこなしたり、「勉強に取り組む気持ち」を伸ばしたりする環境も必要です。

大志塾に向いているかどうかチェックしてみましょう。 

大志塾の勉強の仕方 × 大志塾との相性 ＝ 学力向上！ 

正しい練習と確かめの繰り返しで力はつきます
授業 知識の習得

新しい知識を学び、問題を解くときにど

のように活用するのかまで授業内で一緒

に練習します。

家庭学習 知識の定着

授業で身につけた解き方を使って問題に

取り組みます。単語など覚えるものは声

に出して練習します。

テスト 知識の活用

練習してきた内容がどのくらいできるよ

うになっているかを確かめるテストを行

います。

元気にあいさつできる子 
挨拶は大切なコミュニケーションです。 

 

向上心のある子 
「わからない」をそのままにしません。 

 

宿題をきちんとできる子 
練習があってこその成績向上です。 

 

 友達と共に頑張れる子 
苦楽を共にできる仲間は大切です。 

 

何事にも素直な子 
表情豊かに勉強に取り組みましょう。 

 

 言い訳をしない子 
失敗は成長に必要な場合もあります。 

 

三木湯の山 
街道郵便局 

８６－１２１３ 

大志塾 三木 

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 
お申し込み方法 

お電話または
ホームページ
からお申し込
みください。

体験授業(各
学年の新学期
の１週目)に
参加できます。

入塾面談(三
者面談と入塾
作文)を行い
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。

お申し込み特典 

３月１０日金曜日までに 
お申し込みいただいた方 

入塾金 

５０％ＯＦＦ 

お友達といっしょに 
お申し込みいただいた方 

入塾金 

全額ＯＦＦ 

入塾テストはござい

ません。「勉強をがん

ばりたい！」という

気持ちが入塾の条件

です！ 

ご兄弟で同時在籍の場合

は、授業料から 2,000円

を減額します。 

他にも特典がいくつかご

ざいます。 

未来は変えることができる。 

自分の思い描く未来をつくろう！ 

大志塾があなたの未来づくりをサポートします 



中学部 「わかる」楽しさ、「できる」喜び 
大志塾では、仲間と競い、励まし合いながら学習する「一斉授業」、学んだことを定着させるための「家庭学習」、

学んだことを確かめる「確認テスト」を成績を上げるための基本サイクルとして、がんばる子にとことん向き合

い、わかるまで、できるまで学習指導を進めています。勉強はわかると楽しくなり、できるとうれしくなります。

そのような経験を重ねた子どもはより前向きに学習に取り組むようになり、さらによい結果が出せるようになりま

す。また、塾での活動を通して、知識だけでなく、勉強の仕方やさまざまなものの見方や考え方も身につけ、より

よい未来への一歩を踏み出しましょう。 

志望校合格のカギは「テストの順位と通知表を上げること！」 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

新中学１年生 まずはプレレッスン 
４月から中学校に入学する子どもたちは、中学校の授業見学や部活動体

験などを通して期待に胸をふくらませていることと思います。また、同

時に少しの不安も抱えているかもしれません。中学校の勉強は「難しい」

と言われますが、勉強内容は学年相応になっています。急に難しくなる

のではなく、小学校の時の勉強方法ではうまくいかなくなることがあ

り、今までのように点数をとることが難しくなるのです。そこで、順調

に中学校生活を始めてもらうための「プレレッスン」講座に参加し、期

待通りの中学校生活を送れるよう、しっかり備えましょう。 

新中学２年生 苦手をなくし得意を伸ばそう 
学校生活にも慣れてきた２年生は、苦手科目を作らないこと、あるいは苦手科目を克服することを目標にしましょう。また、得意科目を作っ

て、ものすごく得意と言えるところまで伸ばしましょう。受験勉強をスムーズに進めるための土台を２年生のうちに作っていきましょう。 

＜大志塾で学ぶこと＞ ① 毎回の確認テストに一生懸命取り組み、できることを積み上げていきましょう。 

②「わかるまで！できるまで！」粘り強く学習に取り組みましょう。 

新中学３年生 受験に向けて内申＆実力ＵＰ 
中学校生活もいよいよ最終学年です。受験と言ってもまだピンとこない人も多いと思います。あと 1 年をどのように過ごすかで進学する高

校が決まります。兵庫県の入試に合った対策を行うことで、合格という最高の成果を手に入れましょう。 

＜大志塾で学ぶこと＞ ① 普段から学習計画を立て、今できることを今きちんとする習慣を身につけましょう。 

② 満点を目指す気持ちを持って学習に取り組みましょう。 

高校部 第１志望校を母校にしよう！ 
「なりたい自分」「あこがれの大学に合格する自分」を強く思い描き、目標を決めましょう。高校生ともなる

と、「まあこんなものかな」という感情が生まれ、現状の自分をなかなか変えづらくなっている人も多いかと

思います。人間は無意識のうちに自分の位置に応じた振る舞いをするところがあるようで、「できる人」は「で

きる人」としての振る舞いをするそうです。指導の経験からもなるほどと思います。「部活が…」、「学校が…」

とばかり言っていると「あこがれの大学」は遠くへ離れて行ってしまいます。まずは、自分から一歩近づく

努力をしてみましょう。あなたに合った受験勉強をスタートさせ、あこがれの大学を母校にしましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プレレッスン 算数から数学へ 

来塾曜日  火曜日（3/7・14・21） 

時 間 帯  17時 05分～18時 40分 

授 業 料  4,200円(3回分・税込) 

第 1回   正の数・負の数 

第 2回    正の数・負の数の加法・減法の基本 

第 3回    正の数・負の数の加法・減法 

プレレッスン スタートダッシュ英語 

来塾曜日  水曜日（3/８・1５・2２） 

時 間 帯  17時 55分～18時 40分 

授 業 料  2,100円(3回分・税込) 

第 1回    アルファベット 

第 2回    アルファベットと英単語 

第 3回    英単語と簡単な英文 

新中学１年生 ３月２９日水曜日から始まります！ 

来塾曜日  水曜日・金曜日 

時 間 帯  19時 30分～22時 00分  

指導教科  国語・社会・数学・理科・英語  

入 塾 金  10,000円(税別) 

授 業 料  16,000円(月・税別) 

教 材 費  18,800円(年・税別) 

新中学２年生 ３月６日月曜日から始まります！ 

来塾曜日  月曜日・水曜日 

時 間 帯  19時 30分～22時 00分  

指導教科  国語・社会・数学・理科・英語  

入 塾 金  10,000円(税別) 

授 業 料  16,000円(月・税別) 

教 材 費  19,600円(年・税別) 

新中学３年生 ３月７日火曜日から始まります！ 

来塾曜日  火曜日・木曜日 

時 間 帯  19時 30分～22時 00分  

指導教科  国語・社会・数学・理科・英語  

入 塾 金  10,000円(税別) 

授 業 料  16,000円(月・税別) 

教 材 費  19,600円(年・税別) 

定期テストと通知表の目標 

公立高校の募集定員と過去の入試データから、次の

数値を定期テストと通知表の目標とし学習に取り組

んでいます。 

小野高校(普通科)以上を目指す生徒は上位 12％以

内(通知表合計 39 以上)、三木高校(普通科)以上を

目指す生徒は上位 35％以内(通知表合計 32以上)、

三木他北高校・三木東高校以上を目指す生徒は上位

65％以内(通知表合計 27以上) 

高校生 ３月６日月曜日から始まります！ 

時間割は受講する授業により異なります。 

部活動がある子は週 1日から受講できます。 

入 塾 金  10,000円(税別) 

授 業 料  選択する授業により異なります。 

ウイングネット・学研プライムゼミ・Ｚ会の教室映像 

大志塾オリジナルゼミ から授業を選択できます。 

前学年３学期

２９.７２

１学期
３１.２１

２学期
３２.４６

塾生の通知表推移(9 計) 上がった通知表を見せてくれる時の子どもの表情は、本当に

誇らしげで輝いています。日頃から真面目に学習に取り組み、

定期テストに向けてたくさん勉強をした成果です。通知表が

上がる子どもはいい意味で点数や順位にこだわります。どん

なテストであっても次につながる反省をします。大志塾の指

導方針の一つに「結果を責めない」というものがあります。

「結果」は過去のものであり、それを変えることはできませ

ん。その結果をどう感じているのか、次のテストではどうい

う自分になりたいのかということを確かめて、次のテストに

向けて前向きな準備をします。これが未来デザインです。 

もっとできるようになりたいと思うのは子どもの純粋な気持

ちです。その気持ちを大切にし、その気持ちにこたえることが

大志塾の使命だと考えます。学 

ぶということは時として容赦な 

く苦しみを与えることもありま 

す。そこを共に乗り越え、達成 

の喜びを感じましょう。 

塾長 三原吉勝 

三木湯の山 
街道郵便局 

８６－１２１３ 

大志塾 三木 

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 

３／６ 

新学年 

スタート 


