
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 人間教育 渡辺塾 
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令 和 ４ 年 度 

前期：７月２１日（木）～８月５日（金）  

後期：８月１５日（月）～８月２６日（金） 

※お休みの日程にご注意ください。 
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◎小学生リトライ学習指導 
 
◇対象：小３・小４・小５・小６ 

 

生徒一人ひとりのレベルに合わせ、「自分でできる」ようになるまで繰り返し学習をさせ

る指導スタイルです。まず、保護者の方と面談をし、学習内容についてご相談させてい

ただき、それに合わせてテキストを決め、受講開始となります。 

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…7 月 21 日～8 月 5 日、8 月 15 日～8 月 26 日から 10 日以上 25 日まで自由選択 

 

月 ７月 ８月 

日 21 22 23 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 

曜 木 金 土 月 火 水 木 金 土 月 火 水 木 金 

日

程 
              

月 ８月 

日 8/6～8/14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 

曜 

お休み 

月 火 水 木 金 土 月 火 水 木 金 

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】日数は最低１０日間以上自由に選択してください。       

選択日数 受講料 選択日数 受講料 選択日数 受講料 

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. 

12日･24時間 \28,600. 16日･32時間 \37,400. 20日･40時間 \46,200. 

13日･26時間 \30,800. 17日･34時間 \39,600. 21日･42時間 \48,400. 

 ※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。 

 
※１：２個別指導コースもございます（希望制） 

詳細は次頁（Ｐ.３補習コース）をご覧ください。 
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◎１：２個別指導 対象：小３～高３ 

先生と生徒１：２による個別指導です。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１回からご希望の回数を選択できます。 

・日程…７月２１日～８月５日／８月１５日～８月２６日 全２５日から選択 

・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 

⑨20:00～20:50 ⑩21:00～21:50 上記１０コマの中から選択（１授業５０分） 

 

 

◇小学生（３年生・４年生・５年生・６年生） 

＜中学受験コース＞ ＠１授業５０分 

・学年・・・小学４年・５年・６年 

・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。 

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。３１回以上も選択できます。 

＜補習コース＞ ＠１授業５０分 

・学年・・・小学３年・４年・５年・６年 

・教科・・・国語・算数・社会・理科・英語（英検取得）・作文（創造力ＵＰ） 

・費用・・・選択回数により異なります。 

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。２５回以上も選択できます。 
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◇中学生＠１授業５０分 
・教科・・・国語・数学・英語・社会・理科 

【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. 

【３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 \26,400. ２０回 \39,600. 

６回 \14,300. １４回 \29,700. ２２回 \42,900. 

８回 \18,700. １６回 \33,000. ２４回 \46,200. 

１０回 \23,100. １８回 \36,300. ２６回 \49,500. 

※受講料には消費税が含まれています。教材費は実費頂戴します。 

※４回以上選択してください。２５回以上も選択できます。 

◇高校生 ＠１授業５０分 
・教科…英語（リーディング･ライティング）・数学(Ⅰ･Ａ･Ⅱ･Ｂ･Ⅲ･Ｃ)・国語（古文・ 

漢文･現代文･小論文)・社会(日本史･世界史･政経)・理科（化学・物理・生物） 

【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. 

【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. １２回 \26,400. ２０回 \39,600. 

６回 \14,300. １４回 \29,700. ２２回 \42,900. 

８回 \18,700. １６回 \33,000. ２４回 \46,200. 

１０回 \23,100. １８回 \36,300. ２６回 \49,500. 

※受講料には消費税が含まれています。教材費は実費頂戴します。 

※４回以上選択してください。２５回以上も選択できます。 
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～夏期講習の目玉講座!!～ 
中学生（全）集団授業(国語・理科・社会) 

◇対象：中学生全学年 
中学生を対象とした『国語』・『理科』・『社会』の集団授業（理社は無学年式）を行います。中

学１年生～中学３年生までの内容を授業するので、学年を超えた授業を受ける事ができます。

通常の集団授業を選択していない生徒さんでも受講が可能です。強制ではなく、個別指導の授

業スケジュールに合わせて選択してください。なお、授業予定及び費用につきましては、下記

の表をご覧ください。 

＠『中学生集団授業』（授業曜日・授業時間） 

教科 授業日程 時間 

社会 

中１ （未定）全３回 18:00～19:50 

中２ （未定）全３回 18:00～19:50 

中３ （未定）全８回 20:00～21:50 

理科 

中１ （未定）全３回 18:00～19:50 

中２ （未定）全３回 18:00～19:50 

中３ （未定）全８回 20:00～21:50 

国語 中３ 毎週木曜日（7/21･28･8/4･18･25） 全５回 20:00～21:50 

※中学１年生は中２内容の授業を選択する事ができます。（中３内容は選択できません） 

※中学２年生は中１内容の授業を選択する事ができます。（中３内容は選択できません） 

※中学３年生は全ての授業が対象となります。 

※集団授業は欠席しても振替授業がありませんのでご注意ください。 

【費用】 中１理科・社会 各＠￥6,600（税込）／理科社会セット ＠￥11,000（税込） 

     中２理科・社会 各＠￥6,600（税込）／理科社会セット ＠￥11,000（税込） 

     中３理科・社会 各＠￥16,500（税込）／理科社会セット ＠￥30,800（税込） 

     中３国語（全５回） ＠￥11,000（税込） 

※通常授業とは授業内容が異なるので、通常授業を選択している生徒さんも選択していない 

生徒さん（新規の生徒さん）も改めてご検討ください。 

 ※日程は決まり次第別途お知らせいたします。 

◇『中学３年生スピーキングテスト』（ＥＳＡＴ－Ｊ）対策模試（２回） 
保護者の皆様はすでにご承知の通りですが、令和４年１１月２７日（日）に中学校英語スピー 

キングテスト（ＥＳＡＴ－Ｊ）が行われる事になりました。それに伴い、渡辺塾ではこの夏 

期講習期間内にＥＳＡＴ－Ｊ対策模試を行う事と致しました。しかも、ただ模試を受けるだ 

けではなく、対策教材もセットにして、さらに、模試も２回受けられるようにしました。 

夏期講習前半に１度模試をトライしてみて、その後対策教材で学習し、講習後半で２回目の 

模試を受けるのがお勧めです。是非ご検討ください。 

 

【費用】 ＥＳＡＴ－Ｊ模試(２回)＋対策教材（１冊）   ＠￥6,600（税込） 

 ※模試の日程は自由に選ぶことができます。 
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◎プラス特別講座 
 
☆ｅラーニング自立型演習授業 

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。 

  【費用（税込）】 

  ＠￥６，６００ 中学全学年５教科（英語・数学・国語・理科・社会）使い放題 
 

◇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時から各教室を自習室として開放します。学校の宿題や受験勉強
などに利用してください。 

 

◎外部生のご父兄へ 
○入塾金免除 

夏期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

にも入塾金（通常税込16,500円）が免除されます。 
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◎在塾生のご父兄へ 
在塾生は原則的に必ず夏期講習を受講してください。（個別指導４コマ以上） 

 

○兄弟割引 

兄弟姉妹で夏期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 

夏期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７月１４日（木）までに申込用紙に記入し、費用を添えて提出してください。 

 

○夏期講習個別説明会 

下記の日程で夏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２日・９日・１６日 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ください。メール、ファックスでも受け付けております。

ファックス送信の際は裏表紙のファックス送信票を切り取ってご利用ください。 

 時間等が決まりましたら、こちらからご連絡差し上げます。 

【本部浮間教室】 

Tel：03-3967-5420 

Fax：03-3967-5860 

本部 E-mail：watanabejuku@nifty.com 
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