塾が初めての方も安心です。担任がしっかりサポートいたします。

目的に合わせて選べる!

2013 ホーム・スクール
（合同休講日：7/28・31・8/1・4）

■小学生進学（3・4） 90分 × 4日間 + 補習教室
■小学生受験（3・4） 90分 × 4日間 + 個別80分×3日間 + 補習教室
■小学生進学（5・6） 90分 × 6日間 + 補習教室
■小学生受験（5・6）180分 × 8日間 + 補習教室
■中学生本科（1・2）
150分 × 9日間 + 補習教室
■中学生本科（3） 180分 × 9日間 + 補習教室

●英語：3つのキーワードで分かる英文法 ●数学：速さ・割合・図形など
関係を表す式を完全マスターし、数学を得意科目に! ●国語：論文・作文・
読書感想文●社会：歴史先取りー天皇制から貴族・武士まで、中世日本教
えます ●理科：計算が多く苦手になりやすい化学分野の先取り学習

英・数・国 17,850円
英数国理社 23,100円
英・数・国 17,850円
英数国理社 23,100円

9：00〜12：00

19：40

18：30〜 21：00

小4

●授業を4日間＋個別指導を3日間受講します。算数と
国語の基本的な内容を、分野と分野のつながりを示しな
がら、
受験の土台となる分野を集中的に学習します。

算

国

16,800円

19：40

18：30〜 21：00

小3

●算数：文章題・数・図形の知識を確認しながら、問題を
解く手順を中心に学習します。
●国 語：作 文を取り入 れながら、言 葉 の 使 い 方と文 の
構成を理解させます。表現と読解の集中学習をします。

算

国

6,300円

●授業を4日間＋個別指導を3日間受講します。

算

国

16,800円

小6

●5年生の範囲も含め、
中学校での学
習に直結する重要事項を総復習。解説
と演習の繰り返しで定着させます。

算

国

9,800円

小6

受験クラス

●総復習を中心に問題を整理し図示する力を
全国版
養い、難問を短時間で解く力を身に付けさせま
す。県南と千葉県の中学校の入試必出事項を 統一テスト
整理し、演習により解法を完全マスターします。 （志望校判定付）

算 国 社 理 35,400円

小5

●4教科とも、
新指導要領で削減されて
いた学習内容も指導します。基礎を丁
寧に学びながら応用力を身に付けます。

算 国 社 理 16,500円

小5

●受験勉強をステップアップするために、
全国版
身に付けておかなければならない知識と
原理を整理します。そしてその使い方を 統一テスト
学び、基本的な解法技術をマスターします。（志望校判定付）

小4

●積み重ねが大切な算数と国語に科目
をしぼって総復習をします。立式と計算、 全国版
図形の性質の理解、
読み取りと表現の 統一テスト
基本を身につけます。

算

国

8,400円

小4

●まず立式と計算、図形の性質の理解、読
み取りと表現の基本を身につけます。さら
全国版
に集中講座と同様クラス指導に個別指導を 統一テスト
加えて、受験算数・国語の基礎造りをします。

算

国

18,900円

小3

●計算ルール、読み書きを確認しながら、算数の文
全国版
章題と国語の読み取り問題の解き方を学びます。 統一テスト
わかる楽しさ、解ける嬉しさを実感できる講習会です。

算

国

6,300円

全国版
統一テスト

算

国

16,800円

進学クラス

18：30〜21：00

小3
受験クラス

※中学生の3教科は日によって終了時間が2種類に分かれます。 ※時間帯は一例です。教室により異なる場合があります。

期間：8月17日（土）〜8月31日（土）全クラス無料補習教室：8月30日（金）

進学クラス

（合同休講日：8/21・25・28）

全教科の広い範囲を復習し、総合力を強化できます。
前学年の内容も含め、1学期までの学習内容を総復習します。既習分野を確実に身に
つけることにより、
2学期からの学習の土台を強化します。

■小学3年生進学
90分 × 4 日間+補習教室＋診断テスト
■小学3年生受験
90分 × 4 日間+個別80分×3日間＋補習教室＋診断テスト
■小学4年生進学
90分 × 6 日間+補習教室＋診断テスト
■小学4年生受験
90分 × 6 日間+個別80分×3日間＋補習教室＋診断テスト
■小学生進学（5・6）110分 ×10日間+補習教室＋診断テスト
■小学生受験（5） 210分 ×10日間+補習教室＋判定テスト
■小学生受験（6） 300分 ×10日間+補習教室＋判定テスト
■中学3年生
230分 ×10日間+補習教室＋茨城統一テスト
■中学1・2年生
110分 ×10日間+補習教室＋茨城統一テスト

学習内容が大幅に増えた 1 年生。5 科目とも、
茨城
まず 1 学期の復習をしっかりして今後の土台を
統一テスト
強くします。後半は 2 学期の予習をして万全の
（志望校判定付）
準備をします。

本科クラス

英数国理社 16,950円
英・数・国 10,800円
英数国理社 16,950円

18：30〜20：20
18：30〜20：20

18：30〜20：20
18：30〜20：20

（休講日：8/9〜16）

夏の個別講習
サマーマイティー

小3

●授業を4日間＋個別指導を3日間受講
します。

28日間 OPEN

2コマ6,300円〜受講できますす。

小中学生は、本科の夏期講習とセット受講ならさらにお得です。
■学びたい科目を教わりたい分だけ受講したい。
こんな方に
■夏から受験勉強を始めたいけど、
いきなりグループ授業は不安。
お勧めします。
■一学期の成績が今一つだった。夏休み中に挽回したい。
■塾に通う日と時間を自分の都合に合わせたい。

クオリティーの高い教育を
低い費用で提供します。

8月31日（土）夏期総合講習生
全員参加テスト

欠席フォローも万全!
全教室で、無料補習が受けられます!!

中学生に茨城統一テストは欠かせません!

全クラス休講日の8月8日と8月30日に講習生なら誰でも
利用できる
「無料補習教室」
があります。休んだ授業の補習
や質問をまとめて解決できます。

一番受験者数が多く最も正確に志望校判定ができます。

中3受験生は志望校を決定する夏の大事なテスト。県内で

分かる授業が評判です! 合格力に差を
つけます!!
蓄積し磨かれた指導ノウハウと情熱を持った教師が授業を
担当します。入試問題を分析し、
予想する力。テレビ解説を
担当する情報力を生かした講習会です。

中1・中2生も受けられます。

小学生は全国レベルの学力統一テストで、
今の学力を診断します!!
私立中学受験生は全国の志望校判定を正確にします。
公立進学生は非受験型問題で、
全国標準レベルでの学力を
診断します。

※表示価格は受講料です。集中講座はテキスト代が全教科分で、小学生1,500円
（税込）、中学生2,000円
（税込）
が別途必要になります。
総合講習はテキスト代が小・中学生とも1教科あたり600円
（税込）
と、
テスト代が3,000円
（税込）
が別途必要となります。
※集中講座・総合講習・夏の個別講習ともに入会金はありません。よって、記載以外の費用は一切ありません。
※教室によって時間が異なる場合があります。
※本科小学生英語は夏だけの募集はしておりません。

算

算

算

国

21,900円

国

国

9,800円

18,900円

算 国 社 理 25,800円

9：30〜12：30

9：30〜11：00

9：30〜11：00

9：30〜11：00

9：30〜11：00

11：55〜12：50
11：00〜12：50

10：00〜12：30
10：00〜16：00

9：55〜10：50
9：00〜10：50

10：40〜12：30
9：00〜12：30

9：00〜10：30

9：00〜10：30

9：00〜10：30

9：00〜10：30

※サマーマイティーは、取手教室・戸頭教室・守谷本部教室・
新守谷教室・龍ヶ岡教室で開講します。

1コマ（80分）で2科目受講できます。
問題の解き方を理解するには、生徒が悩んだ時間と同じくらい教える時間がかかります。
だから効果が出る個別指導は先生 1 人に生徒は 2 人までです。

小 学 生
中学受験生
中 学 生
高 校 生

6,300円
7,875円

6,825円 ~

80分
×
2コマ

8,400円 ~

※２コマ単位でお申し込みください。
※テキスト代は実費、その他の費用は一切かかりません。

合 格 実 績
■私立中学・公立中等教育学校：江戸川学園取手／茗溪
学園／取手聖徳／土浦日大／清真／常総／霞南至健／芝
浦工大柏／専修大松戸／麗澤／干葉日大一／聖徳大附属
／和洋国府台／西武台／二松学舎柏／市川／国府台女子
／東邦大付東邦／秀明八千代／春日部共栄／和洋九段／
明大明治／共栄学園／北豊島／足立／千代田女学園／聖
学院／江戸川女子／駒込／東京家政大／上野学園／かえ
つ有明／頌栄女子／星美学園／並木
■国立高校：お茶の水女子大学付属／東京工業大学付属
／東京芸術大学音楽学部附属
■東京私立高校：開成／巣鴨／明大明治／早稲田実業／
専修大附属／中央大附属／日大豊山／豊島岡女子／淑徳
巣鴨／創価／東洋女子／岩倉／文京学院大／女子美術大
付属／共栄学園／東京家政学院／修徳／潤徳／北豊島／
東京電機大学／明治学院／郁文館／駒込／正則／順天／
関東第一／戸板女子／佼成学園女子／京華女子／城西大
附城西／武蔵野／東京成徳
■埼玉・神奈川私立高校：早稲田大学本庄／浦和学院／
獨協埼玉／桐光学園／桐蔭学園
■干葉私立高校：芝浦工大柏／専修大松戸／東邦大付属
東邦／成田／和洋国府台／我孫子二階堂／中央学院／聖
徳大附／二松学舎柏／東京学館／干葉商大付／流通経済

大柏／柏日体／西武台干葉／麗澤／東葉
■静岡県立・私立高校：（県立）磐田南／（私立）浜松日体
／
（私立）不二聖心女子学院
■茨城私立高校：江戸川学園取手／土浦日大／岩瀬日大
／東洋大牛久／つくば秀英／常総学院／茗溪学園／鹿島
学園／つくば国際大学／つくば国際大学東風／愛国竜ヶ
崎／取手聖徳／茨城／明秀学園日立／霞ケ浦／茨城キリ
スト／常盤大学／水城／水戸葵陵／水戸短大附
■国立高専：東京工専／茨城工専
■干葉県立高校：東葛飾／小金／鎌ヶ谷／鎌ヶ谷西／柏
／柏南／柏中央／柏陵／柏の葉／松戸／松戸六実／松戸
馬橋／我孫子／我孫子東／印旛明誠／沼南／沼南高柳／
東金／野田中央／清水／流山おおたかの森／流山北／流
山南／幕張総合／成田国際
■茨城県立高校：土浦一／土浦二／土浦工業／竜ヶ崎一
／竜ヶ崎二／竜ヶ崎南／取手一／取手二／取手松陽／守
谷／つくば工科／竹園／並木／藤代／藤代紫水／水海道
一／水海道二／下妻一／伊奈／日立二／岩井／牛久／牛
久栄進／茎崎／石下紫峰／水戸桜ノ牧
■大学：筑波／千葉／茨城／早稲田／立教／青山学院／
東京理科／成城／東京電機／山梨学院／茨城県立医療／
人間科学

ミ ン

総合案内

ナ

ゴウカク

ホーム・スクール 7 0120-958-375
フリーダイヤル

お問い合わせ資料請求は…
右記フリーダイヤル、
またはEメール
にて、お気軽にお問い合わせくださ
い。お待ちしております。

受験クラス

学力
統一テスト

算 国 社 理 16,500円

︵税込︶ ︵税込︶ ︵税込︶ ︵税込︶

サマー
マイティー

小中学生は8月31日（土）に実施する
学力・茨城統一テストを受験できます。全

進学クラス

受験クラス

※中学3年生は午前の部、
午後の部のどちらかになります。 ※時間帯は一例です。教室により異なる場合があります。

期間：7月25日（木）〜8月30日（金）

受験クラス

進学クラス

︵税込︶

中1

本科クラス

英・数・国 10,800円

9：00〜12：50
14：00〜17：50

︵税込︶

中2範囲の入試での出題率は40％と高く、
また
茨城
成績が上がるか下がるかに分かれるとき。この
夏1年 生 の 内 容からの 総 復 習をして力をつけ、 統一テスト
2学期からの学習と入試に備えます。
（志望校判定付）

英数国理社 30,900円

9：00〜12：50
14：00〜17：50

︵税込︶

中2

本科クラス

英・数・国 19,200円

︵税込︶

夏に挽回し、
これから本格的に受験勉強をスタート
茨城
させたい中3生に最適。入試問題をテレビ解説す
る分析力で既習範囲の必出項目を総復習します。 統一テスト
（志望校判定付）
新しい入試に対応して合格に導く講習です。

︵税込︶ ︵税込︶

中3

進学クラス

学力
統一テスト

算 国 社 理 23,100円

10：30〜12：30

︵税込︶

6,300円

18,900円

︵税込︶

国

国

︵税込︶

算

進学クラス

●算数：文章題・計算・図形のポイントを集中学習して、
算数の基礎学力を繰り返し学習で定着させます。
●国語：文章の読み取りの仕方と表現力を養います。
また作文を実際に書くことで、文の構成を学びます。

算

11：00〜12：30

︵税込︶

小4

受験クラス

18：30〜21：00

︵税込︶

中1

英数国理社 29,400円

15：25

14：00〜 17：00

︵税込︶

中2

●英語：長文問題が好きになる解法の作法 ●数学：パターンで解
ける方程式の応用問題 ●国語：もう苦手なんて言わせない! 文法
徹底攻略 ●社会：歴史先取りー江戸時代はこれで完璧だ
●理科：覚えることが多くて大変な生物分野の先取り学習

英・数・国 21,550円

︵税込︶

●英語：ライバルには教えたくない長文問題の解法 ●数学：入試
で50点と配点は高いが苦手意識の強い一次関数と図形を徹底攻略
●国語：古文は簡単だ! 古文基礎演習 ●社会：公民はまず人権か
ら! 人権徹底研究 ●理科：苦手な子が多い計算問題の完全理解!

︵税込︶

中3

受験クラス

8,400円

︵税込︶ ︵税込︶

●受験学力の基礎となる分野に内容をしぼり込み、反復
学習で身に付けます。
集中学習が可能な夏の前半を利用して、得意な分野を
つくります。

国

9：30〜12：30

︵税込︶

小5

進学クラス

算

10：30〜12：30

︵税込︶

●算数：面積・立体・四角形の性質をマスターし、
図形分
野の完全理解!!
●国語：作文を実際に書きながら、
文の構成を理解させ
ます。書き手の立場になることで読み取る力をつけます。

算 国 社 理 24,150円

︵税込︶ ︵税込︶

小5

受験クラス

元を絞り込むことにより、
苦手な分野、応用力を必要とされる問題も短期に完全克服

︵税込︶ ︵税込︶

18,900円

︵税込︶

国

︵税込︶

算

︵税込︶

●夏までには絶対マスターしておかなければならない
入試重要事項を徹底的に強化します。
学習分野を絞り、
内容理解と解法を掘り下げることによ
り各教科の得点力を鍛えます。

11：00〜12：30

︵税込︶

小6

︵税込︶ ︵税込︶

8,400円

︵税込︶

国

できます。

本科クラス

個
別
講
習

算

︵税込︶ ︵税込︶

各教科の最重要分野・多くの生徒が特に苦手とする分野を集中講義します。分野・単

本科クラス

夏の

●算数：図形の基本から立体の体積・容積をマスターし、
図形分野の完全理解!!
●国語：作文を実際に書きながら、
文の構成を理解させ
表現力を養います。読解力が飛躍的に向上します。

進学クラス

各教科の最重要分野を徹底的に学んで鍛えます。

本科クラス

夏
期
総
合
講
習

小6

︵税込︶

期間：7月25日（木）〜8月8日（木） 全クラス無料補習教室：8月8日（木）

︵税込︶ ︵税込︶

夏
期
集
中
講
座

夏期講習

SINCE 1971

英検・漢検・数検準会場指定校

茨城統一テスト協議会加盟塾

http://www.homeschool.co.jp

E-mail info@homeschool.co.jp

