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面倒見地域一番！一緒に“夢”を実現しよう！ 
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小小学学部部  
学学習習ププララザザのの小小学学部部っっててここんんななととこころろでですす……  

小学部では、どのコースでも、「先を考えた」指導を行います。学ぶ楽しさを教え、学習習慣を身につけ、受験や中

学・高校へ進学してから役に立つ基礎学力と考え方の徹底を行ないます。また、同時に続ける学習を大切にし、遊

びや実体験など教科書や問題集だけでなく様々なものを教材として指導しています。 

① ＧＰ文庫…６０冊にも及ぶ小学生に読ませたい本（小冊子式）を小学生文庫として自由に貸出し。読んだ後

は読書ノートに記録。読解ノート（各冊２ページの内容を問う問題集）なども利用します。 

 

 

②計算道場…簡単なたし算、ひき算、かけ算、わり算の練習です。１０題～１００題のテスト（パソコン

で行ないます）を何秒でできるか？間違えたら合うま

で進まず時間がかかってしまいます。現在の最高は９段。

新記録達成に向けチャレンジ！自己記録の認定証も発

行！ 

③検定指導…年３回の漢検ならびに英検受検の受検指導を無料で行います。検定試験ではこれまで、小４で漢検３級、小６で２級に合格したり、

英検では小５から英語を始めた生徒が３級に合格したりしています。また、数検に関しても随時実施、指導しています。 

④書き写し…国語の授業では、単に問題を解くだけでなく、漢検指導と合わせて、朝日小学生新聞の「天声こども語」の書き写しをやらせ、良い文

章の書き方、難しい言葉の意味、今社会で起こっていることについての知識なども学びます。学習プラザは、朝日小学生新聞の「あ

さじゅく」の会員です！ 

⑤課外学習…授業以外にも、会場模試、実験、工作、子どもたちだけで電車に乗る、博物館・水族館見学、リニアモーターカー見学、工場・お店見学、

野外学習、飯盒炊爨、オリエンテーリング、七夕、日食・星空観察、クリスマス会など…実体験を大切にします！ 

 

 

 

 

 

 

 

⑥保護者会・懇談会、個人面談は合計年６回以上！日頃の様子も連絡帳と受講記録で家庭とのパイプもしっかり！ 

「保護者会」や「進学説明会」もしくは「塾長懇談会」など、最低１学期に１回。随時保護者の皆さんと情報交換ができるようになっています。個人面

談も最低１学期に１回こちらから提起しますが、ご希望によりいつでも実施いたします。「保護者会」や「懇談会」では、私立高校や都立高校の先生を

お招きしたり、様々な分野から講師をご招待してお子様の教育や将来に役立つよう情報提供も行っております。 

⑦「なまの情報」と各種機関からの「豊富な情報」で安心の進路・受験指導！ 

学習プラザでは、都立・私立に関り無く、多くの校長先生や副校長先生とのパイプがあるので、直接なまの情報がタイムリーに手に入るのに加

え、東京都認可「東京私塾協同組合」の理事塾でもあるので、テスト会社や受験情報機関はもちろん、東京都教育委員会からも直接情報が入り

ます。安心して何でもご相談ください。 

⑧入退室メールで、生徒の入退出時間やお知らせが保護者の携帯に届くので安心です！ 

生徒が塾に入室した祭と退出した際に保護者の携帯に入室および退出時間がメールで送られます。 

また、塾の行事や休校日などの連絡も随時配信されますので、安心して塾に通うことができます。 

⑨補習はすべて無料！「ジャンプコース」の時間の振替も自由にできます！ 



＜コース案内＞ 

私立中学受験コース四谷大塚 NET 
四谷大塚ジュニアコース・・・小１～小３ 

受   験コース・・・小４～小６ 

（すべて個別指導です。「四谷大塚」を使わないコースもあります。） 

開講以来の第１志望校合格率９７．５％。近年ではもう６年間

「できるまで」指導

 

 

 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 

 

 

                
 

 

 

 

    

 



＜受講例①＞小６受験４科Ａ（「四谷大塚」正会員） 

 月 火 水 木 金 土 日 

4:50～5:50 国語 社会 国語  算数 
週例テスト 

14:00～16:30 

週例テスト 

復習ナビ 

(自宅) 

6:00～7:00 算数 理科 算数  国語 

7:10～8:10 算数 理社補習 算数  算数 

＜受講例②＞小５受験４科Ｂ（「四谷大塚」準会員） 

 月 火 水 木 金 土 日 

4:50～5:50 算数 理科 算数  国語 ５週に１回 

月例テスト 

14:00～16:30 

 6:00～7:00 国語 社会 国語  算数 

7:10～8:10 (算数) (理社補習) (算数)  (算数) 

＜受講例③＞小４受験２科Ｄ（「四谷大塚」準会員） 

 月 火 水 木 金 土 日 

4:50～5:50 国語    算数 ５週に１回 

月例テスト 

14:00～16:30 

 6:00～7:00 算数    国語 

7:10～8:10      

＜受講例④＞小３プレ受験２科 

 月 火 水 木 金 土 日 

4:50～5:50   国語  算数 

  6:00～7:00   算数  国語 

7:10～8:10      

 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



● コースと費用● 

 コース 四谷大塚 週授業時数（分） 週日数 年間教材費 月額テスト費 月額授業料 

小

６ 

受験４科 
Ａ 正会員 国180,算180,理60,社60 ５ 77,000円 16,500円 44,000円 

Ｂ 準会員 国180,算180,理60,社60 ４ 77,000円  6,600円 44,000円 

受験２科 

Ｃ 正会員 国180,算180 ４ 55,000円 16,500円 35,200円 

Ｄ 準会員 国180,算180 ３ 55,000円  6,600円 35,200円 

Ｇ ― 国180,算180 ３ 55,000円  6,600円 35,200円 

＋映像４科 Ｖ 正or準 国60,算60,理60,社60 ＋0～１ ― ― 8,800円 

＋映像２科 Ｗ 正or準 国60,算60 ＋0～１ ― ― 7,700円 

小

５ 

受験４科 
Ａ 正会員 国180,算180,理60,社60 ５ 66,000円 14,300円 41,800円 

Ｂ 準会員 国180,算180,理60,社60 ４ 66,000円  5,500円 41,800円 

受験２科 

Ｃ 正会員 国180,算180 ４ 44,000円 14,300円 33,000円 

Ｄ 準会員 国180,算180 ３ 44,000円  5,500円 33,000円 

Ｇ ― 国180,算180 ３ 44,000円  5,500円 33,000円 

＋映像４科 Ｖ 正or準 国60,算60,理60,社60 ＋0～１ ― ― 6,600円 

＋映像２科 Ｗ 正or準 国60,算60 ＋0～１ ― ― 5,500円 

小

４ 

受験４科 
Ａ 正会員 国120,算120,理60,社60 ４ 55,000円 14,300円 33,000円 

Ｂ 準会員 国120,算120,理60,社60 ３ 55,000円  5,500円 33,000円 

受験２科 

Ｃ 正会員 国120,算120 ３ 44,000円 14,300円 27,500円 

Ｄ 準会員 国120,算120 ２ 44,000円  5,500円 27,500円 

Ｇ ― 国120,算120 ２ 44,000円  5,500円 27,500円 

＋映像４科 Ｖ 正or準 国60,算60,理60,社60 ＋0～１ ― ― 4,400円 

＋映像２科 Ｗ 正or準 国60,算60 ＋0～１ ― ― 3,300円 

小３～１ 四谷大塚ジュニア２科 ― 国120,算120 ２ 27,500円  2,200円 22,000円 

※ 

※ 

※ 

※ 

※ 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全て税込(内税)表示になります。 



 

 

 

開校以来第１志望合格率９7％ 

浦和実業中学校 穎明館中学校 桜美林中学校 共立女子第二中学校 啓明学園中学校 

工学院大学附属中学校 埼玉平成中学校 聖徳学園中学校(特待) 西武台新座中学校 

西武学園文理中学校(一貫、特待、特選) 聖望学園中学校(特待含) 多摩大学聖ヶ丘中学校 

帝京中学校 帝京八王子中学校 帝京大学中学校(特待含) 桐朋中学校 

ドルトン東京学園中学校 日本大学第三中学校 八王子学園八王子中学校 

聖園女学院中学校 三田国際中学校(MST) 明星中学校(MGS含) 明治学院 

明治大学付属中野八王子中学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

公立中高一貫校受検対策コース  

「南多摩・立川国際必勝」コース(定員制)・・・小４～小６ 

 対象校は、都立：南多摩中等教育学校、立川国際中等教育学校、その他都立中 

 

 

 

 

 

 
都立南多摩高校校長先生をお招きしての塾保護者会 会場模試参加風景(文化学園大学杉並中にて) 夏の野外研修合宿(JAXAにて) 



●指導内容● 

● コースと費用● 

コース名 学年 
週授業数(分) 年 間 

教材費 

年  間 

テスト費 

月 額 

授業料 算数 国語・作文 適性 

公立中高一貫必勝 ６年秋～ 60 120 180 22,000円 15,400円 27,500円 

公立中高一貫チャレンジ 

６年夏迄 60 60 120 22,000円 15,400円 25,300円 

５年 60 60 120 33,000円 30,800円 22,000円 

４年 60 60 120 22,000円 15,400円 19,800円 

適性検査問題対策 4～6 ― ― 120 16,500円 30,800円 16,500円 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

都立中受検を考えてる皆さん！受検勉強は大変だけど、「絶対行きた

い！」って気持ちを持って頑張れば大丈夫だよ！学校も勉強は超大変

だけど、友達とか学校生活は超楽しいよ！頑張ってくださいね！ 

・都立武蔵高校附属中学校 TK(緑が丘小学校卒) 

・都立立川国際中等教育学校 MK（緑が丘小学校卒） 

メイン教材 

全て税込(内税)表示になります。 

当塾一貫受検１期生(２名在籍２名合格) 

都立武蔵９倍超、都立立川国際１５倍超に見事合格！ 



ジャンプコース 中学・高校受験準備、公立中進学 

小１～小６ 算数・国語・理科・社会・作文・思考力Ⅰ(文系)・思考力Ⅱ(理系)・パズル 
（無学年制集団個別指導） 

●コースと費用● 

コース名 学年 教科 週時間 年間教材費 年間テスト費 月額授業料 

ジャンプ１単位 
小１～６ 

算数・国語・理科・社会・作文・

思考力Ⅰ・思考力Ⅱ・パズル 

60 6,600円 6,600円 5,500円 

ジャンプ２単位以上 各60 各6,600円 6,600円 各4,950円 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

読書・作文教室コース 小１～小６  

コース名 学年 週授業数(分) 年間教材費 年間テスト費 月額授業料 

読   書 小１～６ 60 － － 8,800円 

※ 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

全て税込(内税)表示になります。 

全て税込(内税)表示になります。 



ＰＯＰ ＥＮＧＬＩＳＨコース 小学生英語 

小４～小６  随時開校 
（無学年制で、開始時期に合わせたカリキュラムの集団指導です。） 

●コースと費用● 

コース名 学年 週授業数(分) 年間教材費 年間テスト費 月額授業料 

ＰＯＰ ＥＮＧＬＩＳＨ 小４～６ 90 11,000円 － 8,800円 

※ 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

プログラミング教室 小１～中学生 毎月第２・４土曜日の月２回開講 

●コースと費用● 

（スクラッチから unity上級コースまで） 

コース名 学年(目安) 月授業数(分) 初回入会金 スタートアップ費用 月額教材費 月額授業料 

ベーシック（ｽｸﾗｯﾁ） 小１～小６ 60×2 11,000円 ― 1,100円 8,800円 

ミドル（ﾊﾟｲｿﾝ) 小４～小６ 90×2 11,000円 5,500円 2,200円 11,000円 

アドバンス（unity） 小６～中学生 120×2 11,000円 7,700円 3,300円 13,200円 

プログレス（unity） 中学生以上 120×2 11,000円 3,300円 16,500円 

全て税込(内税)表示になります。 

全て税込(内税)表示になります。 



中中学学部部  
学学習習ププララザザのの中中学学部部っっててここんんななととこころろでですす……  

中学部では、高校受験を前提に、基礎学力の強化と学校の成績アップ、そして何より一番大切な「本当の実力養成」

＝「できる」「考えられる」「将来に繋がる」に力を入れています。そして、全員がより高い第１志望を目指し、合

格できるように、さらに高校・大学に行って、また社会に出てからも役に立つ知識はもちろん学習態度や考え方ま

で最大限のサポートを行います。 

① 「中学生本科」コースが集団個別指導コースとして新しくなって開講！ 

学習プラザの中学部は、これまで集団指導中心で行ってまいりましたが、今日の忙しく学力低下の中学生の現状に合

わせ、２０１６年度より「集団個別指導」の「中学生ジャンプ」コースを開講致します。「小学生ジャンプ」コース同様、好きな

曜日と時間帯に授業を設定して、各自の目的・目標に向けてのオンデマンド授業を行います。部活や他の習いごとなどで

忙しい中学生、より高い目標を持った中学生、集団授業についていけない中学生などを対象とします。 

② 中３受験記は集団クラス授業。最大でも１２名の完全少人数「集団＋個別対応」授業！ 

学習プラザは、開校以来１クラスの人数は最大１２名、平均でも７～８名と言う少人数集団授業を行ってまいりました。１

人１人の学習状況を講師が常に把握でき、１人１人に的確に指示・指導

ができるようにと教室も小さく設計してあります。集団で授業をし

ながら、問題演習の時間を多く取りいれ、個別対応の時間も十分に

つくる。それが、学習プラザの授業です。個別指導と違って、目標に

対してのカリキュラムがしっかりしていることと、できなかったもの

ややり残しは無料の補習でカバーするので、目標に達成できなかっ

たとか、時間が足りないと言うことがありません。講師も基本１、年

間を通して変わることがなく、必要に応じアシスタントが入ること

もあり１人１人を細かく指導します。 

③ パーフェクトフォローアップ体制！補習はすべて無料！いつでも使える自習室完備！ 

学習プラザでは、当塾の講師も授業をしている個別自立学習のための映像授業が揃っており、休んだときにも映像

で補えます。また、試験対策や復習をしたいときにもいつでも見ることができます。欠席やインフルエンザなどで学級

閉鎖などになっても遅れることなく学習が進められます。また、個別指導の振替はもちろん、クラス授業・個別指導に関

わりなく、授業の補習、定期テスト対策補習、受験対策補習、検定試験対策補習、弱点補習などすべての補習授業は無料

で行います。さらに、塾が空いている時間はいつでも使える「自習室」も完備しております。 

④ 中３の１月と２月は「入試直前必勝講座」時間数が倍！やる気重視で第１志望合格！ 

中学３年生の１月と２月は、入試演習や入試対策のため、通常の授業時間の倍以上の時間になります。また、学習プラ

ザでは、生徒のやる気と意欲を大事にし、一層の学力向上のため、生徒の第１志望校を最大限重視し、最後の最後まで諦

めることなく取り組ませます。これが、確実に第１志望校に合格するための当塾の秘訣です。開校以来の第１志望校合格

率は９５％超。毎年、何名も無理だと思っていた高校に合格しています。 

⑤ 部活、クラブチーム、習い事などとも両立！変則的な時間割や補習・補講も行います。 

中学生は基本的に「集団」クラス指導になります（もちろん「個別指導」も

あります）が、曜日や時間が合わない生徒さんには、変則的な時間割や来

れる曜日での補習・補講で対応し、無理なく通えて「両立」できるよう応援致

します。これまでもクラブチームなどに入って頑張っている生徒さんが無

理なく通い、勉強の面でもしっかり成果を残してくれています。お気軽にご相

談ください。 



⑥ 都立自校作成校対策も万全！自校作成校の合格率は開講以来９７％超！ 

多摩地区での都立自校作成校（八王子東、立川、国立、武蔵、国分寺）を中心に、各校対策を万全に行ないます。自校作

成校開講以来の合格率は、八王子東の１００％を筆頭に、立川、国分寺、新宿などに９７％以上を達成中！ 

⑦ 都立過去問は１０年分以上！ 

推薦作文・小論文対策は勿論、集団討論対策も数塾合同で実施します。

また、一般入試対策の１～２月の直前対策では、都立入試問題の過去問対

策を１０年分以上行ないますので、問題に慣れ、傾向把握は万全です。した

がって、どの生徒も入試当日の得点が自己最高得点となること間違いな

しです。 

⑧ 毎回充実の無料定期試験対策！＋実技４教科プリント対応 

定期試験対策は、試験２週間前から通常授業と土日補習で行います。各

講師は、各学校のこれまでの試験問題や学校の授業ノート、授業プリントを分析し対策を行います。復習授業はもちろん、

学校のノート解説や過去問での演習などたっぷりの演習も行うので安心です。 

⑨ 自習室完備！いつでも自由に来塾して学習ができます。 

 自習室は、開校と同時にご利用いただけますので、基本月～土の午後２時～１０時の間、自由に使うことができます。

「で勉強ができない」「宿題を聞きながらやりたい」「質問がある」…など、塾の勉強だけでなく、学校の勉強も個別ブー

ス（周りが囲まれている）で、集中して学習できます。 

⑩ 検定対策も無料で充実！当塾は、「英検」「漢検」「数検」の順会場塾です。 

学習プラザでは、小学部同様、英検・漢検などの検定にも力を入れています。無料の対策授業や過去問演習で合格を

確実にします。目標は、中３で準２級！ 

⑪ 最低１学期に１回の保護者会、入試・受験・進学説明会、個人面談で家庭とのパイプもしっかり！ 

保護者会は、最低１学期に１回。無い月は「塾長懇談会」ということで、ほぼ毎月保護

者の皆さんと情報交換ができるようになっています。個人面談も最低１学期に１回こ

ちらから提起しますが、ご希望によりいつでも実施いたします。「保護者会」や「懇談

会」では、私立高校や都立高校の先生をお招きしたり、様々な分野から講師をご招待

してお子様の教育や将来に役立つよう情報提供をしています。 

⑫ 「なまの情報」と各種機関からの「豊富な情報」で安心の進

路・受験指導！ 

学習プラザでは、都立・私立に関り無く、多くの校長先生や副校長先生とのパイプがあるので、直接なまの情報がタイ

ムリーに手に入るのに加え、東京都認可団体である「東京私塾協同組合」の理事塾でもあるので、テスト会社や受験情報

機関はもちろん、東京都教育委員会からも直接情報が入ります。安心して何でもご相談ください。 

⑬ 入退室メールで、生徒の入退出時間やお知らせが保護者の携帯に届くので安心です！ 

生徒が塾に入室した祭と退出した際に保護者の携帯に入室および退出時間がメールで送られます。また、塾の行事

や休校日などの連絡も随時配信されますので、安心して塾に通うことができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜コース案内＞ 

本科コース 中学１年生～中学３年生 

英語・数学・国語・理科・社会・漢検対策・英検対策・数検対

策

● コースと費用● 

 

 

 月 火 水 木 金 土 日 

 1:20～ 2:20        

 2:30～ 3:30        

 3:40～ 4:40        

 4:50～ 5:50        

 6:00～ 7:00        

 7:30～ 8:30        

 8:40～ 9:40        

学年 コース 教科(分/週) 日数/週 年間教材費 年間テスト費 月額授業料 

中１～３ 

本科１単位 

教科自由選択 

１単位週60分 

 

★英語、数学は１

教科２単位以上

で受講ください! 

１日 
１教科 

8,800円 

 

教科数×8,800円 

 

※ 受験資料等の費用

も含まれます。 

中３ 

19,800円 

(会場テスト費用は

別。９月に別途徴収

致します。) 

 

中１・中２ 

17,600円 

7,700円 

本科２単位 １～２日 13,200円 

本科３単位 １～３日 17,600円 

本科４単位 １～４日 22,000円 

本科５単位 ２～５日 27,500円 

本科６単位 ２～６日 33,000円 

本科７単位 ２～６日 38,500円 

本科８単位以上 ２～６日 44,000円 

中１～３ 定期試験対策 ９教科全教科（塾生のみ、３単位以上受講者に限る。１～２単位受講者は受講教科のみ） 塾生のみ 0円 

全て税込(内税)表示になります。 



◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

中高一貫校生(私立中)生コース  

私立中学１～３年生 英語・数学・国語・社会・理科(選択) 

●コースと費用● 

学年 コース 年間授業時間数 時間数/週 入会金 年間教材費 年間授業料 

中１～３ 

通 年 １ 講 座 90分×24回or45分×48回 Free 22,000円 2,200円 79,200円 

単 元 別 １ 講 座 45分×12回 Free 22,000円 550円 23,760円 

単元別４講座ユニット 45分×12回×４ Free 22,000円 2,200円 79,200円 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

オンライン英会話コース 中学１年生～高校３年生 

英会語・英作文

●コースと費用● 

学年 コース １回時間数 週回数 年間教材費 月割授業料 

中１～高３ 

ベ ー シ ッ ク コ ー ス Ａ ２５分 １回 0円 8,800円 

ベ ー シ ッ ク コ ー ス Ｂ ２５分 ２回 0円 17,600円 

ハ イ レ ベ ル 留 学 コ ー ス ５０分 ２回 0円 35,200円 

ラ イ テ ィ ン グ コ ー ス ３０分 １回 0円 8,800円 

全て税込(内税)表示になります。 

全て税込(内税)表示になります。 

始めて６カ月で英検準１級に合格！現在留学中！ 



高高校校部部  
学学習習ププララザザのの高高校校部部っっててここんんななととこころろでですす……  

高校部は、難関大受験のための「東進衛星予備校」と、学習プラザ講師が授業をする「学習プラザ高校部」があります。 

●「東進衛星予備校」は、すでにご存知の通り難関大学への合格率が抜群。予備校界のNo1の地位を築いています。東大、

京大をはじめ、国公立大学や、早稲田、慶応、上智、理科大、ＭＡＲＣＨなどの難関大を受験するなら「東進」が最適

です。自分のペース、自分の都合で学習できるので、時間が無い部活生でも無理なく準備ができます。志望校対策も充

実しており、さらに校舎スタッフがアドバイスや進学・受験・進路相談、進行状況のチェック、わからない問題の解説

までとことん面倒を見ます。 

●「学習プラザ高校部」は、小・中学部同様、面倒見のよさを売りものに、学習プラザのベテラン講師が、直接指導しま

す。学校の学習内容から推薦試験対策、内部進学対策、そしてセンター試験対策、私大・国公立２次対策まで、受講生

に合わせた授業と個別対応を行います。少人数なので、質問もし放題。何時間もかかって進む学校の授業もたった１時

間でわかるようになります。是非一度ご体験ください。 

＜コース案内＞ 

共通テスト対策コース 高校２～高校３年生・浪人生 

英語総合・数学ⅠA・数学ⅡB・現代文・古文

●コースと費用● 

学年 コース 教科(分/週) 日数/週 年間教材費 年間テスト費 月額授業料 

高３ 

高２ 

浪人 

共通テスト対策 ５単位 
「英語総合」「数ⅠA」 

「数ⅡB」「現代文」「古文」 

の中から選択(１講座各60分) 

ただし「英語総合」のみ２単位 

３～５日 38,500円 16,500円 44,000円 

共通テスト対策 ４単位 ２～４日 30,800円 16,500円 39,600円 

共通テスト対策 ３単位 ２～３日 23,200円 16,500円 33,000円 

共通テスト対策 ２単位 １～２日 15,400円 16,500円 26,400円 

共通テスト対策 １単位 １日 7,700円 16,500円 16,500円 

 

全て税込(内税)表示になります。 



看護・医療系受験コース  

看護医療系専門「東京予備校」提携 看護・医療系大学・短大・専門学校受験 
高校２～３年生・社会人 英語・数学・国語・理科各科目 

●コースと費用● 

学年 コース 教科(分/週) 日数/週 年間教材費 年間テスト費 月額授業料 

高２～３・社会人 東京予備校 看護医療受験コース 詳しくは別冊「東京予備校案内」をご覧ください。 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

高校個別対応コース 高校１～３年生 

補習・推薦対策・受験対策 英語・数学・国語・理科各科目・社会各科目 

●コースと費用● 

学年 コース 単位(分/週) 日数/週 年間教材費 年間テスト費 月額授業料 

高１～３ 

個別対応１単位 １単位60分 

英語・数学・現代文・古

文、理科、社会から選択 

(英・数は２単位以上) 

１～２日 

1教科 

7,700円 

１回

6,600 円 

(希望者のみ) 

1単位 11,000円 

個別対応２～３単位 １～４日 1単位  8,800円 

個別対応４単位以上 ２～６日 1単位  6,600円 

個別対応フリー 自由 45,400円 

 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

東進衛星予備校コース  

難関大受験対策 高校１年生～高校３年生・浪人生 全教科 

 

 

 

 

 

学年 コース 教科(分/週) 日数/週 年間教材費 年間テスト費 月額授業料 

高校生 東進衛星予備校 詳しくは別冊「東進衛星予備校案内」をご覧ください。 

全て税込(内税)表示になります。 

東京予備校 



個個別別指指導導部部  
 

＜コース案内＞ 

個別指導コース  小学１年生～高校３年生・浪人生 

英語・数学・国語・理科・社会（選択）・作文・英検 等 

●コース案内●

学年 コース 教科(分/週) 日数/週 年間教材費 年間テスト費 月額授業料 

全学年 
個別指導部(１対１) 全教科(選択120) １～２日 6,000円/科 ― 33,000円 

個別指導部(１対２) 全教科(選択120) １～２日 6,000円/科 ― 22,000円 

 

 

 

●通常授業枠●

 月 火 水 木 金 土 日 

 1:20～ 2:20        

 2:30～ 3:30        

 3:40～ 4:40        

 4:50～ 5:50        

 6:00～ 7:00        

 7:30～ 8:30        

 8:40～ 9:40        

 

 

 

 

 

 

 

 

全て税込(内税)表示になります。 



年間授業受講上のお願いとお約束 
●受講上のお願いとお約束 

１．塾のテスト（コンピューターテスト等）は、全員必ず受験して下さい。 
   塾のテストは、中学生が年４回のコンピューターテストに年１回の「全国統一中学生テスト」、小学生受験科

は各コースごとに定められた回数と「全国統一小学生テスト」、「ジャンプコース」は年3回のコンピューター
テストに年2回の四谷大塚「全国統一小学生テスト」があります。高校生は東進のテストを希望制で受験でき
ます。年間予定表に記入されますので必ず受験して下さい。どうしても都合がつかない場合は、必ず事前に申
し出て代替日等の指示を受けてください。 

２．受験学年は、９月以降会場もぎテストを毎月受験して下さい。 
   会場テストは実際の中学や高校、大学で実施されますので、入試本番の実戦練習になります。また、最新の

入試判定や入試情報も手に入ります。さらに、中3生では私立高校の推薦や「併願」を取る際の重要な資料と
なりますので、全員必ず受験して下さい。 

   なお、受験料に関しましてはその都度の実費徴収となりますが、中学3年生は9月に5回分の20,000円(税
別。通常4,500円×5回＝22,500円のところ)を9月分授業料と一緒に振替させていただきます。 

３．各期講習会（春・夏・冬・直前等）に必ず参加して下さい。 
   小学生の「受験」「受検」コース、中学生の「特訓」コースは、講習会も通常授業との一貫授業となりますの

で、一度でも講習会に参加されない場合はコースを変更して頂きます。また、本科コースや他のコースの生徒
さんも、年に幾度とない数少ない復習や集中学習の機会になります。間を空けることによって学習効果を下げ
ることを防ぎ、通常授業での学習効果を上げるためにも必ずご参加下さい。中学１・２年生に関しましては、
必ず予習が入りますので、参加されない場合は通常授業にも支障をきたしますのでご了承ください。 

４．各種検定試験は、毎回必ず受検して下さい。 
   当塾では、英検・漢検など各種検定試験を実施いたします。検定試験は、受験学年では入試でも直接使われ

ますのでもちろんですが、全学年学習う目安と達成度を測り、学習意欲を引き出す絶好の機会です。毎回、必
ず次の級を受検するようにしてください。 

５．学校の成績・家庭情報等指導上必要な情報提供にご協力ください。 
   学校の成績（通知表等）やご家庭の様子・事情など、受験指導や学習指導上必要な情報を求める場合がござ

いますが、その際には的確な指導が可能になるよう、できるだけ正確な資料・情報の提供をお願いいたします。
なお、個人情報に関しましては、情報の保管・管理に関しまして十分な対策を行う他、学習指導以外に利用し
たり、外部への公表は絶対にいたしませんのでご安心ください。 

６．保護者会・進学説明会・個人面談等、塾の行事にはできるだけご参加ください。 
   目まぐるしく変わる教育情勢や受検情勢。また、お子様の様子や状況に合わせたタイムリーな指導を行うた

めにも、塾行事にはできるだけご参加くださいますようお願いいたします。 
 

●事務処理上のお願いとお約束 
１．授業料の納入方法に関して 
   授業料等は、初回以外トラブル回避および税務処理上誠に勝手ではございますが、①山梨中央銀行の自動振

替(当月分を毎月16日)または、②郵ちょ銀行の自動振替(当月分を毎月5日、再振替は20日)でお願い致します。 
２．月割授業料に関して 
   「学習プラザ」では、授業料はすべて年間契約の下、年間授業料の「月割り授業料」となります。「月割り授

業料」とは、年間授業料を１２等分したものです。授業回数は、全ての曜日が年間を通して等しくなるよう設
定してあります。また、定期テスト対策、検定対策など数多くの補習・補講も無料で行っており、全て「年間
指導」という考えによるものです。月ごとの授業回数や補習・補講回数に差が出ますが、ご理解の上ご了承く
ださい。 

３．変更届けに関して 
   コース・クラスの変更、休塾、退塾などの変更の際は、必ず変更希望月の前月25日までに「変更届」をご提

出ください。25日を過ぎてのお申し出は翌々月からの変更となりますのでご了承ください。また、住所や電話
番号、メールアドレスの変更に関しましても変更の際は、速やかにご報告下さいますようお願いいたします。 

４．一度納入した費用に関して 
   一旦納入して頂いた費用に関しましては、クーリングオフ期間(お申し込み日を起算日として8日間)を過ぎ

ますと、理由の如何に関わらずお返しできませんのでご了承ください。また、年間諸費用等分割支払いの場合
は、クーリングオフ期間を過ぎますとお支払いの義務が生じますので合わせてご了承ください。 

５．消費税に関して 
   納入金に関しましては、全て消費税を預からせていただきますのでご了承ください。なお、費用表示に関し

ましては、全て外税(税別)表示となります。表示されている金額に法定の税率分の消費税を別途お預かりさせ
ていただきます。 

★なお、「受講申込書」のご提出により、この内容はご承諾いただけたものと判断させて頂きますので、この内容に
ご納得頂けない場合は必ず事前にお申し出頂き、「受講申込書」はご提出にならないようお願い致します。 

 

 



年間の流れ 
 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 

全

体 

 

保護者会 

面談 

春期講習 

 

 

春期講習 

 

 

 

 

 

 

保護者会 

面談 

夏期講習 

 

 

夏期講習 

通常授業夏期

集中授業 

 

 

 

 

 

 

 

保護者会 

面談 

冬期講習 

保護者懇談会 

 

冬期講習 

保護者会 

面談 

 

保護者会 

面談 

小

学

部 

新年度開始 Ｊ：テスト① 

四谷月例① 

受験テスト① 

四谷合不号T① 

POP ENGLISH① 

四谷月例② 

全国統一小Ｔ 

四谷月例③ 

 

四谷合不号T② 

四谷月例④ 

受験テスト② 

夏期野外学習 

四谷合符号T③ POP ENGLISH② 

四谷合不号T④ 

四谷月例⑤ 

全国統一小Ｔ 

四谷合不号T⑤ 

四谷月例⑥ 

 

四谷合不号T⑥ 

四谷月例⑦ 

受験テスト③ 

新年度保護者会 

四谷月例⑧ 

 

中

学

部 

 新年度開始 ＣＴ① １学期中間Ｔ

対策 

１学期期末Ｔ

対策 

 ＣＴ② 中３会場Ｔ① 

２学期中間Ｔ

対策 

会場Ｔ② 会場Ｔ③ 

２学期期末Ｔ

対策 

会場Ｔ④ ＣＴ③ 

会場Ｔ⑤ 

中３直前対策 

新年保護者会 

中３直前対策 

学年末Ｔ対策 

高

校

部 

ｾﾝﾀー 模試① 新年度開始 

志望大模試① 

ｾﾝﾀー 模試② 難関大模試① 

志望大模試② 

ｾﾝﾀー 模試③ 

東大模試① 

難関大模試② ｾﾝﾀー 模試④ 

志望大模試③ 

難関大模試③ 

志望大模試④ 

東大模試② 

ｾﾝﾀー 模試⑤ 難関大模試④ 

志望大模試⑤ 

ｾﾝﾀー 模試⑥ 

難関大模試⑤ 

ｾﾝﾀー 同日模試 

難関大模試⑥ 

東大模試③ 

(ｾﾝﾀー 模試①) 

 

 

 

◆学校が、春休み・夏休み・冬休みには、各期

講習会を開講致します。通授受業はお休みに

なりますので、必ずご参加くださいますようお願い致します。なお、各講習会は、都度ご案内致します。また、費用も別途となりま

すのでご了承ください。 

◆その他、月曜日が祝日でお休みが多くなりますので、塾専用の年間スケジュールを作成致します。各曜日の授業日数を年間を通して

揃えるため、祝日でも授業があったり、平日でもお休みになることがございます。必ずご確認ください。なお、年間スケジュールは

学校の年間予定表が分かり次第作成致しますので、５月の連休明け発表になります。合わせてご了承ください。 

 

体験はいつでも無料でできます！お気軽にご連絡下さい！ 

 

 

 

東京都認可 東京私塾協同組合加盟塾・理事塾 

 

 

 

 

私立中受験コース 、 都立中高一貫受検コース 

          四谷大塚「ジュニア」コース 、 ジャンプ（算数・国語・理科・社会・作文・思考力・パズル）コース 

小学生英語「POP ENGLISH」 、理科実験教室 、 読書教室 、ロボット教室 

クラス授業：私立難関・都立自校作成校特訓コース 、 本科コース 、 中高一貫生コース 

個   別：「ジャンプ」集団個別指導、「東進中学ＮＥＴ」、完全個別指導（1:1,1:2） 

  補習・推薦入試対策： 高１・高２・高３個別対応コース 

          大 学 受 験：センター試験対策コース 、 日統一対策 、 看護・医療系受験対策 

難関大受験「東進衛星予備校」     ２ 

 個別指導：「１対１」、「１対２」、「１対多(集団個別)」 


