
日程：８月１日～２２日 ※日曜日はお休み【全１９日間】 

人間教育渡辺塾 本部浮間教室 TEL：３９６７-５４２０ 
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－２－ 

◎小学生一斉リトライ学習指導 
◇対象：小３・小４・小５・小６ 
「一斉リトライ学習指導」とは、一人ひとりの能力やスピードに合わせた教

材を持たせ、自分のペースで各教科を進めさせていく一斉個別指導です。 

自分の力で問題を解き、解らない問題は自分で解答を読み、丸付けをして、

先生のところに持っていきます。そこで、先生がチェックをし、『ＯＫハン

コ』をもらったら次のページへ進みます。このルーティーンを繰り返すこと

で個別指導が陥りやすい『頼りグセ』がなくなり、自立学習の習慣が身につ

きます。 

講習日程も各ご家庭の予定に合わせて講習日数,日程を自由に選択できるのが

特徴です。 

＠学年…小学３年・４年・５年・６年（１･２年生はご相談ください） 

＠日程…８月１日～８月２２日の中で、８日以上１９日まで自由選択 

月 ８月 

日 １ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 10 11 12 13 14 15 

 
曜 土 月 火 水 木 金 土 月 火 水 木 金 土 

日

程 
             

月 ８月  

日 17 18 19 20 21 22 ※８月２日・９日・１６日・２３日は 

 日曜日でお休みです。 

 １０日はお休みではありません。 

 

曜 月 火 水 木 金 土 

日

程 
      

※選択された日程をご記入ください。 

＠時間・教科…午後１２時００分～午後１時５０分（国語・算数各５０分） 

 ＠費用                            

選択日数 受講料 選択日数 受講料 選択日数 受講料 

8日･16時間 \19,800. 12日･24時間 \28,600. 16日･32時間 \37,400. 
9日･18時間 \22,000. 13日･26時間 \30,800. 17日･34時間 \39,600. 
10日･20時間 \24,200. 14日･28時間 \33,000. 18日･36時間 \41,800. 
11日･22時間 \26,400. 15日･30時間 \35,200. 19日･38時間 \44,000. 

※受講料には教材費（10％）が含まれます。時間数には休憩時間(10 分)も含

まれます。日数は最低８日間以上自由に選択してください。 

※「プラス個別」・「プラス作文教室」・「プラス検定対
策」コースもございます。詳細はお尋ねください。 
 



－３－ 

☆小学生１：２個別指導（１回５０分） 
先生１人に対し、生徒２人までの個別指導です。受講教科,回数,内容など

一人ひとりの目的、目標にあわせて回数を選択できます。 

＠日程・・・8/1･3･4･5･6･7･8･10･11･12･13･14･15･17･18･19･20･21･22 

＠時間・・・①12:00～12:50 ②13:00～13:50 ③14:00～14:50 

④15:00～15:50 ⑤16:00～16:50 ⑥17:00～17:50 

⑦18:00～18:50 ⑧19:00～19:50 ⑧20:00～20:50 

⑩21:00～21:50 （１日１０コマから選択） 

＝中学受験コース＝ 

受講教科，回数，内容など志望校に合わせてご相談させていただき、個々

のカリキュラムで授業を進めていきます。 

＠学年・・・小学４年生・小学５年生・小学６年生 

＠教科・・・受験国語・受験算数・受験社会・受験理科 

＠費用・・・選択回数により異なります。（最低４回以上） 

選択回数 受講料 選択回数 受講料 選択回数 受講料 

４回 \9,900. １４回 \29,700. ２４回 \46,200. 

６回 \14,300. １６回 \33,000. ２６回 \49,500. 

８回 \18,700. １８回 \36,300. ２８回 \52,800. 

１０回 \23,100. ２０回 \39,600. ３０回 \56,100. 

１２回 \26,400. ２２回 \42,900. ３２回 \59,400. 

※受講料には消費税（10％）が含まれます。教材費は実費頂戴します。 

 ※１回単位で選択できます。３３回以上も選択できます。 

＝補習コース＝ 

受講教科,回数，内容など一人ひとりの目的、理解度にあわせます。 

＠学年・・・小学３年生・小学４年生・小学５年生・小学６年生 

＠教科・・・国語・算数・社会・理科 

＠費用・・・選択回数により異なります。（最低４回以上） 

選択回数 受講料 選択回数 受講料 選択回数 受講料 

４回 \8,800. １２回 \24,200. ２０回 \37,400. 

６回 \13,200. １４回 \27,500. ２２回 \40,700. 

８回 \16,500. １６回 \30,800. ２４回 \44,000. 

１０回 \20,900. １８回 \34,100. ２６回 \47,300. 

 ※受講料には消費税（10％）が含まれます。教材費は実費頂戴します。 

 ※１回単位で選択できます。２７回以上も選択できます。 

○教室開放 
講習期間中、午後１２時から教室を自習室として開放します。 



－４－ 

◎中学１年生 

☆１:２個別指導（１回５０分） 
先生１人に対し、生徒２人までの個別指導です。受講教科,回数,内容など一

人ひとりの目的、目標にあわせて回数を選択できます。 

＠日程・・・8/1･3･4･5･6･7･8･10･11･12･13･14･15･17･18･19･20･21･22 

＠時間・・・①12:00～12:50 ②13:00～13:50 ③14:00～14:50 

④15:00～15:50 ⑤16:00～16:50 ⑥17:00～17:50 

⑦18:00～18:50 ⑧19:00～19:50 ⑧20:00～20:50 

⑩21:00～21:50 

＠教科・・・国語・数学・英語・社会・理科 

＠費用・・・選択回数により異なります。（最低４回以上） 

選択回数 受講料 選択回数 受講料 選択回数 受講料 

４回 \9,900. １２回 \25,300. ２０回 \38,500. 

６回 \14,300. １４回 \28,600. ２２回 \41,800. 

８回 \17,600. １６回 \31,900. ２４回 \45,100. 

１０回 \22,000. １８回 \35,200. ２６回 \48,400. 

※受講料には消費税（10％）が含まれています。教材費は実費頂戴します。 

 ※１回単位で選択できます。２７回以上も選択できます。 

☆ｅラーニング自立型演習授業（１回 50 分） 

インターネットを利用した学習形態で、主にＰＣやタブレットを用い、解説

映像を見て演習し、自ら学ぶための『気づき』を誘導・指導する授業です。

受講教科,回数,内容など一人ひとりの目的、目標にあわせて自由に選択でき

ます。回数は講習期間中無制限です。（サブスク制） 

【ｅラーニング授業の流れ】 

① 教科の単元ごとに映像授業を視聴する。 

② 授業視聴後、確認問題を解く。 

③ 習熟度により『演習問題Ａ』・『演習問題Ｂ』を解く。 

④ 『確認テスト』を解き、合格すれば次の単元へ進む。 

  ※別途専用教材が必要になります。 

中
学
生 

教科回数 受講料  

高
校
生 

教科回数 受講料 

１教科 \4,400. １教科 \5,500. 

２教科 \8,800. ２教科 \11,000. 

３教科 \12,100. ３教科 \15,400. 

４教科 \15,400. ４教科 \19,800. 



－５－ 

◎中学２年生 

☆１:２個別指導（１回５０分） 
先生１人に対し、生徒２人までの個別指導です。受講教科,回数,内容など一

人ひとりの目的、目標にあわせて回数を選択できます。 

＠日程・・・8/1･3･4･5･6･7･8･10･11･12･13･14･15･17･18･19･20･21･22 

＠時間・・・①12:00～12:50 ②13:00～13:50 ③14:00～14:50 

④15:00～15:50 ⑤16:00～16:50 ⑥17:00～17:50 

⑦18:00～18:50 ⑧19:00～19:50 ⑧20:00～20:50 

⑩21:00～21:50 （１日１０コマから選択） 

＠教科・・・国語・数学・英語・社会・理科 

＠費用・・・選択回数により異なります。（最低４回以上） 

選択回数 受講料 選択回数 受講料 選択回数 受講料 

４回 \9,900. １２回 \25,300. ２０回 \38,500. 

６回 \14,300. １４回 \28,600. ２２回 \41,800. 

８回 \17,600. １６回 \31,900. ２４回 \45,100. 

１０回 \22,000. １８回 \35,200. ２６回 \48,400. 

※受講料には消費税（10％）が含まれています。教材費は実費頂戴します。 

 ※１回単位で選択できます。２７回以上も選択できます。 

☆ｅラーニング自立型演習授業（１回 50 分） 

インターネットを利用した学習形態で、主にＰＣやタブレットを用い、解説

映像を見て演習し、自ら学ぶための『気づき』を誘導・指導する授業です。

受講教科,回数,内容など一人ひとりの目的、目標にあわせて自由に選択でき

ます。回数は講習期間中無制限です。（サブスク制） 

【ｅラーニング授業の流れ】 

⑤ 教科の単元ごとに映像授業を視聴する。 

⑥ 授業視聴後、確認問題を解く。 

⑦ 習熟度により『演習問題Ａ』・『演習問題Ｂ』を解く。 

⑧ 『確認テスト』を解き、合格すれば次の単元へ進む。 

  ※別途専用教材が必要になります。 

中
学
生 

教科回数 受講料  

高
校
生 

教科回数 受講料 

１教科 \4,400. １教科 \5,500. 

２教科 \8,800. ２教科 \11,000. 

３教科 \12,100. ３教科 \15,400. 

４教科 \15,400. ４教科 \19,800. 



－６－ 

◎中学３年生 

☆１：２個別指導（１回５０分） 
先生１人に対し、生徒２人までの個別指導です。受講教科，回数，内容など

一人ひとりの目的、目標にあわせて回数を選択できます。 

＠日程・・・8/1･3･4･5･6･7･8･10･11･12･13･14･15･17･18･19･20･21･22 

＠時間・・・①12:00～12:50 ②13:00～13:50 ③14:00～14:50 

④15:00～15:50 ⑤16:00～16:50 ⑥17:00～17:50 

⑦18:00～18:50 ⑧19:00～19:50 ⑧20:00～20:50 

⑩21:00～21:50 （１日１０コマから選択） 

＠教科・・・国語・数学・英語・社会・理科 

＠費用・・・選択回数により異なります。（最低４回以上） 

選択回数 受講料 選択回数 受講料 選択回数 受講料 

４回 \9,900. １４回 \29,700. ２４回 \46,200. 

６回 \14,300. １６回 \33,000. ２６回 \49,500. 

８回 \18,700. １８回 \36,300. ２８回 \52,800. 

１０回 \23,100. ２０回 \39,600. ３０回 \56,100. 

１２回 \26,400. ２２回 \42,900. ３２回 \59,400. 

※受講料には消費税（10％）が含まれています。教材費は実費頂戴します。 

 ※１回単位で選択できます。２４回以上も選択できます。 

☆ｅラーニング自立型演習授業（１回 50 分） 

インターネットを利用した学習形態で、主にＰＣやタブレットを用い、解説

映像を見て演習し、自ら学ぶための『気づき』を誘導・指導する授業です。

受講教科,回数,内容など一人ひとりの目的、目標にあわせて自由に選択でき

ます。回数は講習期間中無制限です。（サブスク制） 

【ｅラーニング授業の流れ】 

⑨ 教科の単元ごとに映像授業を視聴する。 

⑩ 授業視聴後、確認問題を解く。 

⑪ 習熟度により『演習問題Ａ』・『演習問題Ｂ』を解く。 

⑫ 『確認テスト』を解き、合格すれば次の単元へ進む。 

  ※別途専用教材が必要になります。 

中
学
生 

教科回数 受講料  

高
校
生 

教科回数 受講料 

１教科 \4,400. １教科 \5,500. 

２教科 \8,800. ２教科 \11,000. 

３教科 \12,100. ３教科 \15,400. 

４教科 \15,400. ４教科 \19,800. 



－７－ 

◎高校生 

☆１：２個別指導（１回５０分） 
先生１人に対し、生徒２人までの個別指導です。受講教科，回数，内容など

一人ひとりの目的、目標にあわせて回数を選択できます。 

＠日程・・・8/1･3･4･5･6･7･8･10･11･12･13･14･15･17･18･19･20･21･22 

＠時間・・・①12:00～12:50 ②13:00～13:50 ③14:00～14:50 

④15:00～15:50 ⑤16:00～16:50 ⑥17:00～17:50 

⑦18:00～18:50 ⑧19:00～19:50 

＠教科・・・英語（リーディング･ライティング）・数学(Ⅰ･Ａ･Ⅱ･Ｂ･Ⅲ) 

国語（古文･現代文･小論文） 

社会（日本史･世界史･政経･他）・理科（化学・物理・生物） 

＠費用・・・選択回数、学年により異なります。 

＝１年生・２年生＝ 

選択回数 受講料 選択回数 受講料 選択回数 受講料 

４回 \9,900. １２回 \25,300. ２０回 \38,500. 

６回 \14,300. １４回 \28,600. ２２回 \41,800. 

８回 \17,600. １６回 \31,900. ２４回 \45,100. 

１０回 \22,000. １８回 \35,200. ２６回 \48,400. 

※受講料には消費税（10％）が含まれています。教材費は実費頂戴します。 

 ※１回単位で選択できます。２７回以上も選択できます。 

 

＝３年生・既卒生＝ 

選択回数 受講料 選択回数 受講料 選択回数 受講料 

４回 \9,900. １４回 \29,700. ２４回 \46,200. 

６回 \14,300. １６回 \33,000. ２６回 \49,500. 

８回 \18,700. １８回 \36,300. ２８回 \52,800. 

１０回 \23,100. ２０回 \39,600. ３０回 \56,100. 

１２回 \26,400. ２２回 \42,900. ３２回 \59,400. 

※受講料には消費税（10％）が含まれています。教材費は実費頂戴します。 

 ※１回単位で選択できます。３３回以上も選択できます。 

 ☆ｅラーニング自立型演習授業 

    ※中学生のページ（Ｐ.４・５・６）をご覧ください。 



－８－ 

◎プラス特別講座 
 

◇プラス個別指導［５０分］（リトライ指導の小学生） 
 
リトライ指導を受講している小学生が、講習の授業に加えて選択できる形の 
先生と生徒１：２の個別指導です。 
また、「プラス個別」では、ご父兄のご負担を考慮し、通常の個別指導より 
費用が割安になります。 
 
＠費用…１回￥１,６５０.（税込）  
＠日程・時間…個別指導の日程・時間と同じです。３ページの個別指導を 

ご覧ください。 
 

◇プラス検定対策［５０分］（リトライ指導の小学生） 
 
漢検・英検・数検の過去の出題傾向から、問題演習を中心に各級ごとの対策
授業を行っていきます。また、英検の２次試験（面接）対策もできます。 
 
＠費用…１回￥１,６５０.（税込）  
＠日程・時間…個別指導の日程・時間と同じです。３ページの個別指導を 

ご覧ください。 
 

○教室開放（全生徒） 
 
夏期講習期間中、午後１２時から１０時まで、自習室を開放します。 
特に予約は必要ありませんので、学校の宿題や受験勉強などに利用 
してください。 
 
 
 
 
 
 

※今年の夏期講習は新型コロナウィルスの影響で日程等を
大幅に変更いたしました。受験生はじめ、生徒の皆様、

保護者の皆様にはご迷惑をおかけし、誠に申し訳ござい

ません。 
渡辺塾といたしましては引き続き感染防止に努めてまい

りますので、ご理解・ご協力のほど宜しくお願いいたし

ます。 
人間教育渡辺塾 塾長 渡辺浩 



－９－ 

◎外部生のご父兄へ 
○入塾金免除 

講習のみの受講は入塾金がかかりません。また、夏期講習から継続して入

塾される場合には入塾金（通常税込16,500円）が免除されます。 

○兄弟割引 

兄弟姉妹で講習を受講される場合に、弟妹の受講料から2,200円（税込）

を減免させていただきます。 

○無料送迎 

講習中も家から塾まで送迎いたします。送迎の利用に特別な費用はいただ

きません。希望者は申し込みの際にお申し出ください。 

◎在塾生のご父兄へ 
在塾生は原則必ず講習を受講してください。 

○兄弟割引 

兄弟姉妹で講習を受講される場合に、弟妹の受講料から2,200円（税込）

を減免させていただきます。 

○無料送迎 

講習中も家から塾まで送迎いたします。送迎の利用に特別な費用はいただ

きません。希望者は申し込みの際にお申し出ください。 

○申込期限 

在塾生は可能な限り７月２１日（火）までにお申し込みください。日程等

が決まりましたら、後程講習費をご請求させて頂きます。（現金納入） 

○春期講習個別説明会 

下記の日程で春期講習の説明会を行います。お知り合いで塾をお探しの方

がいらっしゃいましたら、是非ご紹介ください。 

日程：７月4･11･18（土） 時間：午後12時～9時（お１人様30分程度） 

◎お問い合わせ 
お問い合わせはお気軽にお電話下さい。メール、ファックスでも受け付けて

おります。その際は裏表紙のファックス送信票を切り取ってご利用下さい。 

 
人間教育 渡辺塾 

本部浮間教室：TEL０３－３９６７－５４２０ 

Fax０３－３９６７－５８６０ 

HP：https://watanabejuku.com 

E-mail：watanabejuku@nifty.com 

mailto:watanabejuku@nifty.com
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