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勉強に集中できない理由はたくさんあります。 

勉強のやり方がわからない。部活動中心の生活になっている等… 

私たちは、生徒との対話を通して生徒との絆を作っていくところから始めます。 

私生活や部活、進学等、子どもの立場になって一緒に考えていきます。 

大切なお子さんを私たちに託してみませんか。 

ご期待に応えられるようスタッフ一同全力で頑張ります！ 
 

 

講師１名に対して、生徒３名までの完全個別指導 

１人ひとりの能力に応じた指導ができます。 

大手学習塾ではマネができない、親身な指導を心がけています。 

塾長は地元で 25 年間、卒業生 800 名の実績があります。 

■地元小中高の授業傾向に詳しい 

学校の宿題フォロー 

■各学校の情報分析が明確 

■中間・期末テスト対策（中学・高校） 

■長期休暇（春・夏・冬）の課題に詳しい 

 

■都立推薦入試対策（面接・集団討論・作文） 

■私立併願校対策 

■指定校推薦・公募推薦・AO入試対策 

■各大学の入試問題（傾向と対策） 

■薬学・看護・福祉系進学に詳しい 



 

個別指導なので生徒一人一人に合わせた指導が可能です。前の学年に戻って復習をしたり、次の単元の

予習をしたり、生徒によって内容は様々です。学校の宿題や指導科目以外の教科もしっかりとフォローし

ます。受験のためだけでなく、その後の進路・人生のことも視野に入れて指導を行います。 

授業を休んだ場合は、後日その分の指導を「振替授業」として行います。 

振替授業には規則があります。 

 授業を休む時には必ず連絡をしてください。翌日までに連絡がつかない場合は 

振替授業を行うことが出来ません。 

 振替授業は、テスト週間中に行うことは出来ません。ただし、祝日・臨時休校・講師都合での振替はテ

スト週間中に行うことが出来ます。 

 13ページの「注意事項」もご確認下さい。 

中間・期末テストの２週間前からテスト最終日までを「テスト週間」と定めています。 

テスト週間中は、入会時に決められた指導教科に限らず、全教科の中から自由に指導を受けることがで

きます（通常コース受講者のみ）。主要５教科はもちろん、実技教科の対策もいたします。 

テスト期間中、指導回数を増やしたい生徒は追加指導を受けることができます。料金は、各コース「月額

指導料金」欄をご参照ください。 

 

塾生は自習室を利用することが出来ます。自宅での勉強がなかなか進まない、受験勉強を集中して

やりたいという時には、自習室をご利用ください。 

分からない所を先生に質問するのも OK！自習室は指導日以外でもご利用いただけます。(要連絡) 

漢検（日本漢字能力検定）、数検（実用数学技能検定）、英検（実用英語技能検定）を、年に 2 回ずつ当塾

を会場として実施しています。学年に関わらず、生徒個人のレベルに合わせた級を受検できます。（検定

料は別途実費負担） 

実施時期…漢検・英検 6月/10月ごろ 数検…7月/10月ごろ 

学校の成績だけでは分からない総合的な学力を試すことを目的として、学力模試を年３回実施しております。

小学５・６年生・中学１・２年生は学期ごとの復習をメインに、受験生は総合問題で実力を試すことが出来ます。 

その他、外部で実施されている模擬試験（Ｖ模擬・Ｗ模擬など）を当塾から申し込むことも可能です。 



 

ケース① Mちゃん(中 2)の場合 

【週 2回通塾 (月) 18：40～数学、(木) 17：00～英語】 

私は数学が得意！ 数学の授業ではどんどん先取り学習！もうすぐ中

3 の 1 学期で習う内容が全部終わるの！今度塾でやる数検では、がん

ばって 3級にチャレンジするわ！ 

でも英語は苦手…学校の補習中心で進めてるわ。次の中間テストでは

60 点が目標！テスト前には追加指導でも英語をやって、絶対に目標点

を取りたいわ！ 

ケース② K くん(中 3)の場合 

【週 3回通塾（月）18：40～英語、(水)20：20～数学、(金)18：40～理科】 

僕は行きたい高校があるんだ！でも今の実力じゃ足りない・・・ 

だから 3年生になってから理科も増やして、入試の対策を進めているよ！ 

塾内の学力模試では自分の本当の実力が分かるんだ。僕は学校のテストで

は数学でいつも良い点数を取れるんだけど、模試の全国偏差値ではまだまだ

志望校には足りないことが分かったんだ。 

自分の苦手分野も分かるし、模試を受けて本当に良かったよ！ 

ケース④ Rちゃん(高 3)の場合 

【週 4 回通塾 (火) 15：10～・17：00～英語、（水）17：00～数学、

（金）17：00～英語】 

私は大学受験のために、英語の実力を上げたいの！2 コマ連続の授業

ではとても効率的に進められて、徐々に偏差値が上がってきてるわ！

得意の数学は、週 1回の授業で入試問題を進めているのよ！ 

授業の後は自習室でその日にやったことをしっかり復習しているわ。 

ケース③ S くん(高 1)の場合 

【週 1回通塾 (水) 20：20～数学】 

僕は部活に燃えてる！だけど毎日遅くまで部活で、数学の授業に付

いていけなくなっちゃって・・・だから塾では、数学をやっているよ！だ

んだん学校の授業も分かるようになってきているんだ！ 

試合前で部活が長引くときは、振替授業を利用しているよ！安心して

部活に専念出来るんだ！部活と勉強の両立にはとてもいいよ！ 

生徒によって、塾に通う目的は様々 

秀新ゼミナールにはこんな生徒たちがいます 



 

 

受講コースのご案内 
 

当塾では、より広く皆様のご要望にお応えするため、様々な目的に

合わせたコースをご用意しております。それぞれの目的に合わせて、

コースをお選びいただくことが出来ます。 

 

１. 通常コース（全学年） 

２. 特別コース 

２.1 基礎力アップコース（小学生・中学生） 

２.2 ハイレベル・難関高校受験コース（中学生） 

２.3 大学受験準備コース（高 1・2 年生対象） 

大学受験コース（高３・高卒生対象） 

２.4 都立理社対策コース（中学３年生対象） 

２.5 私立中学校・都立中高一貫校受験コース（小学４～６年生） 

 

 

番外編 

◎ 定期テスト対策や検定試験の対策に！ 

追加指導チケット(中学生・高校生対象) 

 



 

通常コース 
小学３年生～高卒生／週１回～ 

 

★ ご希望の日時に合わせて、ご希望の教科を選べるコースです。 

★ それぞれの能力や目標に合わせて指導を行います。 
 

※ 指導教科：国・数・英・社・理の５教科から、ご自由に選べます。 

週１回指導の場合…１教科 週２回指導の場合…最大２教科 

週３回指導の場合…最大３教科 週 4 回以上も同様 

ただし、週３回以上の場合には、５教科対応致します。 

 

 

月額指導料金 ※10 円未満は四捨五入、()内は税込料金 
 

小学生 小３・４…１回６０分、小５・６…１回９０分 
 

学年／回数 
週１回 

（月４回） 

週２回 

（月８回） 

週３回 

（月 12 回） 

週４回 

（月 1６回） 

週５回 

（月２０回） 

追加指導 

（1 回分） 

小３・４ 
¥8,000 

(¥8,640) 

¥16,000 

(¥17,280) 

¥22,800 

(¥24,620) 

¥28,800 

(¥31,100) 

¥34,000 

(¥36,720) 

¥2,000 

(¥2,160) 

小５・６ 
¥11,200 

(¥12,100) 

¥22,400 

(¥24,190) 

¥31,200 

(¥33,700) 

¥40,000 

(¥43,200) 

¥48,000 

(¥51,840) 

¥2,800 

(¥3,020) 
 

中学生 １回９０分 
 

学年／回数 
週１回 

（月４回） 

週２回 

（月８回） 

週３回 

（月 12 回） 

週４回 

（月 1６回） 

週５回 

（月２０回） 

追加指導 

（1 回分） 

中１・２ 
¥11,600 

(¥12,530) 

¥23,200 

(¥25,060) 

¥32,400 

(¥34,990) 

¥41,600 

(¥44,930) 

¥50,000 

(¥54,000) 

¥2,900 

(¥3,130) 

中３ 
¥12,000 

(¥12,960) 

¥24,000 

(¥25,920) 

¥33,600 

(¥36,290) 

¥43,200 

(¥46,660) 

¥52,000 

(¥56,150) 

¥3,000 

(¥3,240) 
 

高校生・高卒生 １回９０分 
 

学年／回数 
週１回 

（月４回） 

週２回 

（月８回） 

週３回 

（月 12 回） 

週４回 

（月 1６回） 

週５回 

（月２０回） 

追加指導 

（1 回分） 

高１・２ 
¥12,800 

(¥13,820) 

¥25,600 

(¥27,650) 

¥36,000 

(¥38,880) 

¥46,400 

(¥50,110) 

¥56,000 

(¥60,480) 

¥3,200 

(¥3,460) 

高３ 
¥13,600 

(¥14,690) 

¥27,200 

(¥29,380) 

¥38,400 

(¥41,470) 

¥49,600 

(¥53,570) 

¥60,000 

(¥64,800) 

¥3,400 

(¥3,670) 

高卒 
¥14,400 

(¥15,550) 

¥28,800 

(¥31,100) 

¥40,800 

(¥44,060) 

¥52,800 

(¥57,020) 

¥64,000 

(¥69,120) 

¥3,600 

(¥3,890) 
 

 

自分のペースで、都合に

合わせて勉強したい！ 

定期テストの前にはテス

ト対策で他の教科も教え

てもらいたいなぁ。 



 

特別コース 

基礎学力アップコース 
小５～中３／週３回～ 

 

★ 基礎学力の強化をねらいとしたコースです。 

★ 勉強が苦手な生徒、学校の授業についていけない生徒を対象としています。 

★ 指導教科：国語・数学(算数)・英語・理科・社会からお選び頂けます。 

こんな生徒にオススメ！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ 特徴その① 苦手科目を徹底カバー！ 

指導教科を５教科からお選びいただけます(週３回契約の場合最大３教科、週４

回契約の場合最大４教科)。 

苦手教科に絞って基礎を徹底的に指導します。 

 

★ 特徴その② 「分からない」を残さない！ 

その日の授業に決めた目標を達成できるまで、居残り指導を致します。 

 

 特徴その③ 定期テスト前にはテスト対策も！ 

学校のテストの点数が少しでも上がるように、定期テストの 10 日前からはテ

スト対策授業に切り替えます。 

 
※１３ページの注意事項もご確認下さい。 

学校の授業が全然わかん

ない！授業についていけ

ないよ！ 

授業中にはできてたのに、テ

ストの点数がいつも悪い…。

なんでだろう…。 

成績が良くないのに、家で全然勉

強しないわ…。どうやって勉強さ

せればいいかしら…？ 

あれ？これ前の学年で習ったやつ

なのに、やり方忘れちゃった…。 

みんな出来てるのにどうしよう…。 

月額指導料金（１回９０分） ※10 円未満は四捨五入、()内は税込料金 
 

学年／回数 週３回（月12回） 週４回（月16回） 週５回（月20回） 追加指導(1回分) 

小学５・６年生 ¥28,800(¥31,100) ¥36,800(¥39,740) ¥44,000(¥47,520） ¥2,400(¥2,590) 

中学１・２年生 ¥30,000(¥32,400) ¥38,400(¥41,470) ¥46,000(¥49,680） ¥2,500(¥2,700) 

中学３年生 ¥31,200(¥33,700) ¥40,000(¥43,200) ¥48,000(¥51,840） ¥2,600(¥2,810) 

 



 

特別コース 

ハイレベル・難関高校受験コース 

中学３年生／週３回～  
 

★ 先取り学習をメインとしたコースです。 

★ 学校の授業が物足りない生徒や、難関高を目指す生徒を対象としています。 

★ 指導教科：国語・数学・英語の３教科 
 

こんな生徒にオススメ！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ 特徴その① 先取り学習で学年に関係なくどんどん進めます！ 

難関高校や上位高校では学校では学習しない内容も出題されます。 

理解したらどんどん先に進めて、早い段階で入試対策に移行します。 

 

★ 特徴その② 数検や英検などの対策も万全！ 

高校入試の際に、数検・英検・漢検の３級以上の級を持っていると加点になる

ことがあります。入試対策にもつながるので、検定の受検対策も致します。 

 

★ 特徴その③ それぞれの志望校に合わせた対策！ 

高校によって入試問題の形式は様々です。それぞれの志望校に合わせた対策を、

きめ細かく行います。 
 

※１３ページの注意事項もご確認下さい。 

学校の授業でやる問題じゃ物足りない。

もっと早く先に進めて、難しい問題にも

チャレンジしたいなぁ。 

英検や数検でどんどん上の級を取りた

いけど、学校の授業だけじゃ全然足り

ない。どうやって勉強しよう…。 

都内のトップレベルの私立高校を目

指したい！ 

都立の上位高校も受けてみたい！ 

月額指導料金（１回９０分） ※10 円未満は四捨五入、()内は税込料金 
 

学年／回数 週３回（月12回） 週４回（月16回） 週５回（月20回） 追加指導(1回分) 

中学３年生 ¥40,800(¥44,060) ¥52,800(¥57,020) ¥64,000(¥69,120) ¥3,400(¥3,670) 

 



 

特別コース 

大学受験準備コース／大学受験コース 
高校１・２年生 週３回～／高校３年生・高卒生 週３回～ 

 

★ 大学受験を目指す生徒を対象としたコースです。 

★ 基礎力アップから始めて、入試本番までに応用力を養います。 

★ 指導教科：英語・現代文・古典・数学ⅠＡ/ⅡＢ/Ⅲ・物理・化学・生物・ 

日本史・世界史・政治経済・小論文 

 

大学受験準備コース 

 高校１・２年生を対象として、大学受験のための基礎となる学力を養成します。 

 どの学部でも受験科目に必須となることが多い英語を中心に、それぞれの志望学部に合

わせた科目を基礎から始めます。 

 それぞれに合わせた学習プランを作成し、計画的に学習を進めていくことで、大学入試

に必要な実力を着実につけることが出来ます。 

 志望する学部や大学を決めるお手伝いも致します。 

 

 

 

 

 
 

大学受験コース 

 高校３年生、高卒生を対象として、実際の入試問題を解ける応用力を養います。 

 それぞれの入試科目、志望校、志望学部に合わせた対策を行います。 

 センター試験/一般入試対策はもちろん、各種推薦入試の対策も可能です。 

 入試本番までの学習計画を立て、志望校合格まで徹底的にサポート致します。 

 

 

大学には行きたいけど、何から勉強

すればいいんだろう？ 

学校の勉強だけじゃダメなのかな？ 

将来の夢のため、絶対大学に行

きたい！高１だけど、今から大

学受験の勉強を始めるわ！ 

絶対に志望校に 

合格するぞ！ 

部活も引退したし、本格的に

受験勉強を始めるわよ！！ 

月額指導料金（１回９０分） ※10 円未満は四捨五入、()内は税込料金 

 

大学受験準備コース 週３回（月12回） 週４回（月16回） 週５回（月20回） 追加指導(1回分) 

高校１・２年生 ¥34,800(¥37,580) ¥44,800(¥48,380) ¥54,000(¥58,320) ¥2,900(¥3,130) 
 

大学受験コース 週３回（月12回） 週４回（月16回） 週５回（月20回） 追加指導(1回分) 

高校３年生 ¥37,200(¥40,180) ¥48,000(¥51,840) ¥58,000(¥62,640) ¥3,100(¥3,350) 

高卒生 ¥39,600(¥42,770) ¥51,200(¥55,300) ¥62,000(¥66,960) ¥3,300(¥3,560) 
 



 

特別コース 

都立理社対策コース 
中年３年生限定／週１回～ 

 

★ 都立高校の理科と社会の対策を行うコースです。 

★ 都立高校が第一志望で、理社の実力を上げたい生徒に向けたコースです。 

※特別コース受講者、もしくは通常コースで週２回以上の契約の生徒のみ受講可 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ 特徴その① 都立理社の対策を徹底！ 

理科と社会の授業を定期的に行うことで、都立入試に必要な分野を徹底します。 

上記の内容を入試本番までに身につけるための勉強の進め方も指導致します。 

 

★ 特徴その② 過去問や模擬問題で本番の形式に慣れる！ 

都立高校の出題形式は一般の問題集などの形式と大きく異なります。 

早い段階から都立高校独特の形式に慣れることで、効率的に勉強を進められます。 

 

地理分野 

世界や日本の諸地域の気候・くらし・農業・

工業などの知識 

グラフや表の読み取り能力 

地形図の読み取り能力 

歴史分野 

縄文時代から現代まで、キーワードを見つけ

て、年代や年号を判断できるかどうか 

公民分野 

日本国憲法、基本的人権、国会・内閣・裁判

所の役割と三権分立、地方自治などについて

の知識 

経済のしくみ、景気変動、税や財政政策など

についての知識 

化学分野 

化学式の知識、また化学反応の様子を化学反応式

で表現できるかどうか 

実験方法の理解と｢比｣を用いた計算 

生物分野 

植物・動物の身体に関する基礎知識 

生物の成長のしくみと遺伝の規則に関する知識 

物理分野 

身近な物理現象(光・音・力)に関する知識 

電流に関する計算問題を解く力 

運動とエネルギーの法則に対する理解 

地学分野 

火山・地震・地層に関する知識の整理 

天気の変化と天体の動きの正確な理解 

月額指導料金（１回９０分） ※10 円未満は四捨五入、()内は税込料金 
 

学年／回数 週１回（月４回） 週２回（月８回） 追加指導（1回分） 

中学３年生 ¥10,000(¥10,800) ¥20,000(¥21,600) ¥2,500(¥2,700) 

 

※週 1 回指導…理科と社会を隔週で行います。 

週 2 回指導…理科と社会を週 1 回ずつ行います。 



 

特別コース 

私立中学校・都立中高一貫校受験コース 

小学４～６年生／週２回～ 指導教科：国語・算数 
 

★ 私立中学校や、都立の中高一貫校の受験対策を行うコースです。 
 

★ 中学受験に必要な様々なテクニックを指導致します｡問題を解くコツ、家庭学習

のやり方など、きめ細かく指導していきます。 
 

★ 大手進学塾に通われている方のフォローも致します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※各教科の指導回数は自由にお選びいただけます。 

例）週３回(月１２回)指導の場合 

算数・週２回、国語・週１回、算数と国語を月に６回ずつなど 
 

私立中学受験でいちばん苦労すると言われているのが、特殊な計算方法（特殊算）。 

つるかめ算、旅人算、仕事算などは毎年よく出題される計算方法です。 

公立の小学校では学習しないものが多いので、志望校の 

出題傾向に合わせて対策することが重要！ 

その他にも、図形やさまざまな文章題など、 

独特のテクニックが必要となります。 

都立中高一貫校の入試では、問題の読解力がとても重視されています。算数の問題は、 

通常の計算問題ではなく、会話文の展開の中から様々な問題が出題されるので、 

文章の中からどのようなことが問われているのかを読み解く能力がとても重要です。 

また、国語の問題では、自分の意見を決まった字数でまとめる能力が重視されています。 

選択問題ではなく、本文の要約や作文などの問題が中心なので、 

文章を書く練習は必須となります。 

つる？かめ？ 旅人？ 仕事？ 

月額指導料金（１回９０分） ※10 円未満は四捨五入、()内は税込料金 

 

学年／回数 週３回（月12回） 週４回（月16回） 週５回（月20回） 追加指導(1回分) 

小学４年生 ¥38,400(¥41,470) ¥49,600(¥53,570) ¥60,000(¥64,800) ¥3,200(¥3,460) 

小学５・６年生 ¥40,800(¥44,060) ¥52,800(¥57,020) ¥64,000(¥69,120) ¥3,400(¥3,670) 

 



 

追加指導チケット 
中年生・高校生 指導教科：５教科からご希望に合わせて 

 

★ 定期テストおよび検定試験の対策のための追加指導に使えるチケットです。 

★ まとめてご購入いただくことで通常の追加指導よりも割安になります。 

★ 定期テスト・検定試験の前に集中して勉強が出来るので、部活や習い事に力を入れて

いる生徒におすすめです。 

こんな生徒に！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用方法 

① ご購入頂いた回数分のチケットをお渡しいたします。 

 右の見本と同じものをお渡しいたします。追加指導を

実施した日にちを記入し、回数を記録します。 
 

② 各定期テスト前および各種検定試験(漢検・英検・数検)

の対策のための追加指導にお使いいただけます 

定期テスト・検定試験の２週間前からテスト当日までの

期間にご利用いただけます。 

５教科の中からご希望の科目を選べます。 
 

③ 使用期限は学年ごと 

ご購入頂いた年度の学年末テスト当日までを使用期

限と致します。学年をまたいでのご使用は出来ません

ので、ご注意ください。 

料金表（１回９０分） ※10 円未満は四捨五入、()内は税込料金 下段：通常の追加指導の料金(税込) 
 

学年／回数 １０回分 １５回分 ２０回分 25 回分 

中学１・２年生 
¥26,000(¥28,080) 

通常(¥31,320) 

¥37,500(¥40,500) 

通常(¥46,980) 

¥48,000(¥51,840) 

通常(¥62,640) 

¥57,500(¥62,100) 

通常(¥78,300) 

中学 3 年生 
¥27,000(¥29,160) 

通常(¥32,400) 

¥39,000(¥42,120) 

通常(¥48,600) 

¥50,000(¥54,000) 

通常(¥64,800) 

¥60,000(¥64,800) 

通常(¥81,000) 

高校１・２年生 
¥29,000(¥31,320) 

通常(¥34,560) 

¥42,000(¥45,360) 

通常(¥51,840) 

¥54,000(¥58,320) 

通常(¥69,120) 

¥65,000(¥70,200) 

通常(¥86,400) 

高校 3 年生 
¥31,000(¥33,480) 

通常(¥36,720) 

¥45,000(¥48,600) 

通常(¥55,080) 

¥58,000(¥62,640) 

通常(¥73,440) 

¥70,000(¥75,600) 

通常(¥91,800) 

 

部活や習い事が忙しくて普段はあんまり塾に行けないけど、

学校のテストでは良い点数を取りたい！ 

部活が休みのテスト前は塾にたくさん行けるんだけどなぁ。 

テスト前に、よく分からない

部分だけを教えてもらいた

いなぁ。 

受験のために、今のうちから

学校の成績を良くしておき

たい！検定も取りたい！ 

購入日：　　　　　　年　　　月　　　日

回数：　　　　　　回分

有効期限：２０１７年度学年末テスト当日まで

回数 ① ② ③ ④ ⑤
指導日 2017/6/10 2017/6/12

印 済 済
回数 ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩
指導日

印

回数 ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮
指導日

印

回数 ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳
指導日

印

回数 ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕
指導日

印

定期テスト追加指導チケット

生徒番号：　17542　　　生徒氏名：　秀新　太郎



 

 

入会時にかかる費用 
 

全コース・全学年共通 

内訳 金額（税込） 合計 

入会金 ¥5,000(¥5,400) 
￥17,000(¥18,360) 

年間維持費 ¥12,000(¥12,960) 
 

教材費※ 

学年 内訳 金額（税込） 

中学生 

学校教科書準拠教材 

５教科分※ 
¥7,500(¥8,100) 

塾用教材 

宿題用教材 

 
 

１冊あたり 

約¥1,000～2,000 

小学生 

高校生 

高卒生 
 

※ 必要な教材をこちらで判断し、ご提案させて頂きます。年度途中でも新たなテキストを購

入することがあります。 

※ 中学生のみ、学校教科書に準拠した教材を 5 教科分購入して頂いております(定期テスト

対策として)。５教科分に加えて、塾用教材もご購入頂きます。 

 

塾内学力模試（年 3 回） 

学年 金額（税込） 実施時期 

小 5・６／中１・２ ¥12,000(¥12,960) 

［１回分 ¥4,000(¥4,320)］ 

７月・１２月・３月 

小６(受験生)／中３ 6 月・8 月・10 月 
 

※ 年度途中で入塾される場合は、年度内の残りの回数分のみのご請求となります。 

 

 

指導曜日・時間帯 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 全コース・全学年共通 

時間／曜日 月 火 水 木 金 土※ 

13：30～15：00      Ａ※ 

15：10～16：40 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ※ 

17：00～18：30 Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ※ 

18：40～20：10 Ｄ Ｄ Ｄ Ｄ Ｄ Ｄ※ 

20：20～21：50 Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ Ｅ  

・上記よりご都合に合わせてお選びください。 

・個別指導のため、定員になり次第、締め切りとなるコマがあります。ご了承ください。 

・毎月 29・30・31日は、第５週目のため通常指導はお休みとなります。 

※土曜日は希望者が多い場合およびテスト前などの臨時の場合のみ開講いたします。 

 



 

注意事項 
 

全コース共通 

◎振替授業について 

 私用の場合の振替期限は、通常コースは 1 ヶ月、特別コースは２週間とさ

せて頂きます。祝日・臨時休校・講師都合での振替期限は通常コースは半

年間、特別コースは１ヶ月とします。 

 欠席する場合は振替希望日を決めてからご連絡ください。期限を過ぎた場

合、振替授業は出来ません。 

 振替授業の際、特別コース受講者は科目を変更することは出来ません。 

◎コースの変更について 

 通常コースから特別コースへの変更は随時受け付けております。 

 特別コース受講者が他の特別コースに変更を希望する場合は、学力等に基づ

いてこちらで判断させて頂く場合があります。 

 

基礎学力アップコース（小学生・中学生） 

 指導教科は、学期ごとに変更が可能です。学期の途中で変更することは出来

ません。定期テストの前などに指導教科以外の指導を希望される場合は、追

加指導をご利用ください。 

 教科によって実力にばらつきがある場合でも、個々の能力に合わせて授業を

進めますのでご安心ください。 

 

ハイレベル・難関高校受験コース（中学生） 

 指導教科を、国語・数学・英語の３教科に限定し、入試対策をメインに指導

するコースです。学校の授業内容は基本的には取り扱いません。 

 定期テストの前などに理科・社会の指導や国・数・英の学校の授業内容の指

導をご希望の場合は、追加指導をご利用ください。 



 

特別講習 
（春期・夏期・冬期講習） 

 

★ 当塾では、春・夏・冬の長期休暇中に、特別講習を実施しております。（自由参加） 
 

春期講習 ‥･３月下旬 ～４月上旬（約８日間） 

夏期講習 ‥･７月下旬 ～８月下旬（約 35 日間） 

夏期合宿 ‥･８月中旬（３泊４日） 

冬期講習 ‥･１２月下旬～１月上旬（約 10 日間） 
 

★ 集中的に指導を行うことで、成果をより確実なものにいたします。 

 

★ 詳しいスケジュール等は、講習開始の１か月前にお知らせいたします。 

なお、特別講習への参加は強制ではありません。 

 

★ 夏期講習に参加する場合、８月分の通常授業を休塾することができます。 

 

★ 夏の長期休暇中には､合宿も実施しております。（自由参加、小学５年生以上） 

本人の目的に応じて、３０時間程度の集中学習を行います。長時間、継続して勉強す 

ることで、通常ならば不可能と思われる成果を上げることができます。 

 

 

無料体験授業 

当塾では、無料体験授業を随時受け付けております。 

生徒も講師も人間同士、相性が合うかどうかは体験してみないと分かりません。 

入塾をお考えの際には、まずは無料体験授業で、秀新ゼミナールの指導力を体

験してみてください！ 

 

 

 

注意事項 

 無料体験授業は１回限りとさせて頂きます。 

 指導教科は、国語・数学(算数)・英語の３教科からお選びください。 

 ご希望の日にち・時間帯をご連絡ください。 

（P.12「指導曜日・時間帯」をご参照ください） 

 定期テストの前は大変混み合いますので、ご希望に添えない場合があります。お申し

込みの際は、定期テストの前を避けて頂くことをお勧めいたします。

塾の授業ってどんな感じな

のかなぁ？分からない所っ

て質問出来るのかなぁ？ 



 

入塾の流れ 

 

①まずはお問い合わせください。 

 直接ご来塾頂くかお電話でご連絡ください。ご希望があれば、お電話でも塾

の指導方針などをご説明いたします。 

ご来塾の際はお子様同伴でも､保護者の方だけでも構いません。 

 無料体験指導を随時実施しております。お気軽にお申し込みください。 

 

②入塾をご希望の場合、入塾手続きを行います。 

 直接ご来塾頂くかお電話でご連絡ください。 

 受講コースをお選びください。（P.5～P.10） 

 指導を希望する曜日・時間帯をお決めください。（P.12「指導曜日・時間帯」） 

 指導を希望する科目をお決めください。（各コースのページをご参照ください） 

 

③通塾曜日･時間および初回授業日を決め、通塾を開始します。 

 それぞれの目標や希望に沿って授業計画を立て、指導を進めていきます。 

 初回授業時に諸経費のお見積もりをお渡し致します。ご確認の上お支払いください。

  

教育・進路相談 

 教育相談及び進路相談は随時行っております。お気軽にお問い合わせ下さい。 

 進学のためだけの指導で終わることなく、その先の進路や人生までも視野に入れた

長期的な進路のアドバイスを積極的に進めています。 

 就職を希望する生徒には、希望する進路の現状や内情の説明・就職試験の対

策・面接の練習など、徹底的にバックアップ致します。 

 

特 典 
同時入会特典 

 お友達と 2 人以上で入会する場合は、入会金（5,400 円）を全額免除致します。 

 入会者全員が対象となります。 
 

きょうだい入会特典 

 兄弟姉妹で通塾される場合、月額指導料金を 10％割引致します。 

 兄弟姉妹で特別講習に参加される場合、講習料金を 10％割引致します。 

 入会金は１家族単位となりますので、兄弟姉妹が入会する際には入会金は不要です。 
 

講習特典 

 春期講習・夏期講習を受講してからご入塾される場合、入会金（5,400 円）

を全額免除致します。 
 



 

ＦＡＱ（よくあるご質問） 

Ｑ．通常コースと特別コースの違いは何ですか？授業の形式や使用するテキス

トなどに違いはありますか？ 

Ａ．どちらも個別指導なので、授業の形式には違いはありません。特別コース

はコースによって進め方や学習内容・使用テキストが決まっているので、

学習する目的がはっきりとしている場合にはお勧めです。通常コースは、

週１回からの通塾が可能なので、それぞれの都合に合わせて通塾出来ます。 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ．特別コースを取っている場合、定期テストの前に受講している科目以外の

対策はしてもらえますか？ 

Ａ．通常授業では受講している科目以外の指導は致しません。定期テストの前

でも、指導教科の変更は出来ません。受講科目以外の指導をご希望の場合

には、追加指導をご利用ください。振替授業の場合も教科を変更すること

は出来ません。 

 

Ｑ．数学は得意だけど、英語がものすごく苦手です。基礎学力アップコースを

受講する場合、数学も基礎だけしか出来ませんか？ 

Ａ．それぞれの実力に合わせて進めていきますので、苦手な教科は基礎からじ

っくりと、得意な教科はさらに実力を伸ばす内容の授業を実施致します。 

 

この他にも、ご質問がある場合はご遠慮なくお問い合わせください！ 

 

おもな違い 

・指導料金：通常コースよりも特別コースのほうが割安 

・振替期限 

通常コース：私用の場合→１ヶ月（祝日などの場合→半年） 

特別コース：私用の場合→２週間（祝日などの場合→１ヶ月） 

・科目変更 

通常コース：定期テストの前や振替授業の場合→可 

特別コース：いかなる場合も不可 

 



 

お問い合わせ 

電話：042-319-9930 

メール：shushin@fuga.ocn.ne.jp 
受付時間 平日 13:30～22:00 

 

アクセス 

東京都府中市美好町 2-8-8 佐伯ビル１階 

JR 南武線・京王線「分倍河原」徒歩９分 

京王バス「第四中学校」徒歩２分 

 

 

 

 

 

 

ホームページ 

http://www.shushin.sakura.co.jp 
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｢秀新ゼミナール｣をお友だち追加す

ると、LINE のトーク画面からお気軽

にお問い合わせ頂けます！ 
 QR コードはこちら→ 
ID はこちら→@xat.0000183938.j9y 

からの問い合わせも可能です！ 


