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★ご注意★ 

・ゼミは定員に達し次第締め切らせていただきますので満席の際は全員サービスをお選びください。なおゼミテキスト代は有料です 

 

（サービスにつきまして） 

・個別指導の無料追加サービスは、ご選択いただいている冬期講習の形態で（例えば1対2で受講されている場 

合はその形で）受講していただきます。また、無料追加分の受講日時は科目によっては講師手配の都合上こち

ら側で決めさせていただく場合がございますのでご了承下さい。 

・無料追加分の授業につきましては、欠席時の振替はご容赦ください。ゼミ欠席時の振替授業は設定しておりま

せん。 

 

 

 

★ 冬期講習個別指導（120分）を７回以上でお申込書をご提出の方には 

☛個別指導（90分）1 コマを無料にて追加サービスいたします！ 

★ 冬期講習個別指導（120分）を１０回以上でお申込書をご提出の方には 

★ ☛個別指導（90分）2 コマを無料にて追加サービスいたします！ 

★ 冬期講習個別指導（120分）を１５回以上でお申込書をご提出の方には 

☛個別指導（90分）4 コマを無料にて追加サービスいたします！ 

 

 

 

 

① 7回以上お申込みの方は、高校受験対策ゼミを 1科目あたり 3,500円で受講できます（税／テキスト代別途） 

② 10回以上お申込みの方は、高校受験対策ゼミ3科目すべて受講料無料になります！（税／テキスト代別途） 

※ 高校入試対策ゼミは早期に満席となる可能性がございます。 

※ ①②のサービスにつきましては上記『全員サービス』との併用はできません。ご了承ください。 
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～ 今 年 度 の 冬 期 講 習 の あ ら ま し ～ 

 

１． 個別指導は 1コマ 2時間！ご希望のスケジュール設定がより可能なように、1日に 4コース設

定をすることで対応しています。これにより 1日 2～3 コマ以上の受講もスムーズに行えます。 

 

２．さらに、１２月第１週より『プレ講習』として受講設定しています。これにより冬期講習期間中の

スケジュール以外でもコマが取りやすくなっています。たとえばプレ講習は高校生の２学期末テス

ト対策にも利用できます！ぜひメインの冬期講習とあわせてご利用下さい！ 

 

３．高校入試対策も万全！中学 3 年生には国語／英語／数学のゼミを用意しています。私立高

校入試対策としてもぜひご利用ください。（冬期講習受講者対象講座です。定員あり） 

  ゼミの日程は冬期講習と重ならないように 1月の土・日・祝日を中心に実施します。 

さらに、ゼミ受講者には特典として私立高校入試直前の 2 月 7 日（日）にチューター付の無料

勉強会を開催します！ 

   

４．年末・年始も頑張りたい方へ！今年も恒例の『年末年始特別入試対策特訓』を開講します！ 

  今回も 2日間・3日間コースを選択できるようになっていますのでよりスムーズなスケジュール調

整が可能です。年の瀬・三が日に家でダラダラしたくない方、やる気のある方の参加をお待ちし

ています。 

 

５．小・中学生には 1月 10日（日）に今年度の集大成として、相対評価で高い信頼度の志望校合

格度判定の出る「兵庫模試」を実施します。特に中 3生は全員受験するようにしてください。 

 

６．自宅では勉強に集中できない方のために、講習期間中に自習スペースを用意いたします。 

  冬期講習ご参加の方は会員様と同様に連日無料でご利用いただけます！ 

 

 

★冬期講習スタートの２週間以上前から受講可能な『プレ講習』を午後・夜

間の時間帯に設定しました。受講の仕方としては、12 月 19 日（土）からの

冬期講習をメインにスケジュールを立てながら、回数の足りないところやス

ケジュールの合わない所を プレ講習でフォローしていくようなパターンが
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理想です。またプレ講習は高校生の 2 学期末テスト対策にも利用できます！ 

※注意点…プレ講習はレギュラー授業の時間帯と同時間枠でも実施しますので、会員の方は

レギュラー授業と重ならないように受講スケジュールをお立てください。 

 

 

 

 

 

 

 

冬期特別講習日程 前期：12 月 19 日（土）～12 月 28 日（月）20 日・27 日も開講 

後期： 1 月 4 日（月）～ 1 月 11 日（月） 10 日は兵庫模試 

時間帯(A)9:50～ (B)12:40～ (C)14:50～ (D)18:40～   講習は原則 120 分授業です。また(C)のあと

にレギュラー授業がありますのでレギュラー会員の方はスケジュールに注意してください。 

 

プレ講習   日程 12 月 1 日（火）～12 月 18 日（金） 

プレ講習時間帯 (B)12:40～ (C)14:50～ (D)18:40～   講習は原則 120 分授業です。また(C)のあとに

レギュラー授業がありますのでレギュラー会員の方はスケジュールの組み方に注意してください。 

 

注）冬期講習は下記以外の回数でもお申込み可能です。 

  受講料は冬期講習の回数とプレ講習の回数の合計で計算いたします。 

 

冬期講習標準料金表  （税別  120分  1対 2形式） 中学受験は 1対 1のみ 

         授業回数           

コース 
５回 ７回 １０回 １５回 

 小学生本科（90分／120分） 
 １４，０００

／１９，２００ 

 １８，５００

／２４，４００ 

  ２４，３００

／３２，４００ 

  ３２，０００

／４２，６００ 

 中学受験コース（学年不問） 

 （１対１形式） 
４２，７７０ ５６，９４０ ７２，５４０ １０６，６００ 

 中学１・２年生 ２６，８００ ３５，５００ ４７，０００ ６５，０００ 

 中学３年生 

 高校１・２年生 
２９，０００ ３７，８００ ４９，９００ ７３，８００ 

 大学・各種学校受験コース ３２，９００ ４３，８００ ５５，８００ ８２，０００ 
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★高校受験対策ゼミ（国語／英語／数学） ＋ 私立高校入試直前 7時間勉強会    

（ゼミは各教科 1 コマ 100分×3回 全教科計 15時間） 

  ●定員：あり（申込先着順で定員に達し次第締め切ります） 

  ●日程：1月 11日（月）より 2月 6日（土）までの土・日・祝日で実施の予定です 

  ●時間：各日 10：00・13：00・15：00のいずれかでスタート（決定次第お知らせします） 

  ●場所：学園都市ユニティまたはコミュニティプラザ（予定） ※1日2コマの実施日も予定し

ています 

  ●料金：冬期講習 10 コマ以上お申し込みの方…全教科受講料無料 

         同 7 コマ以上お申し込みの方…1教科あたり 3,500円（税別）で受講可能 

         それ以外の方…1教科あたり 塾生 7,800円  外部生 9,800円（各税別） 

●勉強会日程：2月 7日（日） 10：00～17：00の予定（チューター付） 

 

※クオリティ保持のため、本講座は各教科で定員を設定しています。お申込み先着順の受

付けとなりますのでご注意下さい（定員に達し次第受付け終了いたします。また当講座

は冬期講習受講者のオプション講座ですので定員を超えた場合は冬期講習受講者の受講

を優先させていただきます。当講座のみをお申込みいただきました場合いったんお申し

込み受付け後、定員超過のためお断りする可能性もございますので予めご了承ください）。 

※ゼミで使用するテキスト（有料／各教科）につきましては決まり次第ご案内いたします。 

（各教科 1冊あたりおよそ 1,000円程度になると思います） 
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★★★受験生よ、「教わったもの」よりも「自分で学び取ったもの」こそ最強だ！★★★ 

 

年末ギリギリの時期でも『どうしても塾で勉強したい！』と強く希望する、そんなひ

たむきな方を応援する特別コースです。他の生徒を一切入室させない環境で、じっく

りと「勉強」と向き合ってみて下さい！ 

具体的には、少人数の受講希望者をベテラン講師陣が年末・年始の 3 日間・最長 26

時間にわたってしっかりとサポートしていくという内容です。基本的には自立学習ス

タイルですが、サポート中いろいろなアドバイスを通じて新たな発見ができることも

たくさんあると思います。特に高校・大学入試を控えたやる気のある方のご参加をお

待ちしています！また今年も 3日間コースの他に 2日間コースを設定しています。年

末年始のスケジュールにあわせてお選びください。（毎年人気のコースです。定員は

少なめですのでご希望の方はお早めにお申し込みください。） 

 

◆日程 12月 29日・30日および 1月 3日 午後 1：00～9：00 
★12月 29日は午前 10：30～12：30で先行サービス開講します（サポートプログラム受講

生のみ無料参加できます）    

◆場所 マンツーマン学園都市校（学園都市駅前ユニバープラザ４Ｆ） 

◆料金 ３日間コース…16,800円  ２日間コース…12,000円 （税別）  
※2日間コースは上記 3日間の日程の中から参加する 2日間を選んでいただきます。 

 

 

 

 ご注意 兵庫模試は会場の定員がございます。定員になり次第締め切らせていただきますのでご希望

の方はお早めにお申込み下さい。なお今回の模試は冬期個別講習受講の方に限らせていただきます。 

 

日程：21年 1月 10日（日） 午後１時集合 （中 3の場合 5教科で約 4時間） 

 

場所：学園都市コミュニティプラザ （学園都市駅前マクドナルドのあるビルの２F） 

 

データ返却予定日 ： １月２３日頃より順次返却予定 

 

受験科目：小学生…国・算・理・社   中学生…国・数・理・社・英（リスニングテストあり） 
※作図問題にはコンパス・定規が必要となる場合がありますのでご用意ください 

受験料： 小４・小５…2,380円 小６…3,350円 中２・中 1…3,460円 中３…3,620円（税込） 
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冬期講習ご受講に際しての注意事項 

 

◆個別指導について 

・冬期講習授業料の表に記載の受講回数はあくまでも目安です。受講回数はご希望通りに承ります

のでご相談ください。 

・1科目につき、教材費 800円が必要です（税別・プリント教材費含む） 

・外部生の方はお申込金 3,000円（税別）が別途必要です。お申込時にお支払いください（会員様、

個別指導 10 回以上受講の外部生の方、冬期講習案内チラシをお持ちの方、および会員様ご紹介

の外部生の方はお申込金無料です）。 

・1対 1形式の個別指導受講料につきましては 1対 2形式の同受講料に 30％分を加算した受講料と

なります。非常にクオリティの高い充実した指導をご提供いたします。 

・ご予約の授業を欠席される場合は必ず事前のご連絡をお願いします。無断欠席は振替授業をお断

りする場合がございますのでよろしくお願いいたします。 

・ご予約の授業を欠席された場合はできるだけ冬期講習期間中に振り替えるようにいたしますが、

場合によりましては期間終了後の振替授業となることもございますのでご了承くださいませ。 

・私立ハイレベル中学の受講生は授業レベルに応じた学年の受講料となる場合がございます。また

私立ハイレベル中学および中学受験コースの指導につきましては指導内容により 1対 1形式のみ

でのご受講となる場合がございます。あらかじめご了承くださいませ。 

 

◆自習スペースについて 

・冬期講習日程によっては午前中開講しない日が出てくる可能性もありますので、朝から自習スペ

ースをご利用される場合は教室の開く時間を前日におたずね下さい。 

 

◆プレ講習について 

・プレ講習はレギュラー授業と同じ時間枠でも実施しますのでお申し込みの際はご自身のレギュラ

ー授業時間帯と重ならないようにご注意ください。 

 

◆高校入試対策ゼミおよび特別勉強会について 

・ゼミの日程・会場を変更する場合はお知らせします。なおゼミ欠席時の振替授業はありません。 

・2月 7日（日）に実施予定のチューター付特別勉強会は冬期講習ゼミ受講者が対象です。 

・都合により特別勉強会の実施時間を短縮する場合がございます。あらかじめご了承ください。 

・受講料の他にゼミテキスト代が必要です（特別割引料金および受講料無料対象の方も同様です） 

 

◆年末年始特別サポートプログラムついて 

・年末年始特別サポートプログラムはできる限り冬期個別指導と併用してご受講ください。 

・サポート充実のため、学年構成によっては中学生と高校生の担当を分ける場合がございます。 

・当コース実施期間中、他の生徒は自習を含む教室の使用が一切できませんのでご注意下さい。 

・当コースの性質上、振替授業はありませんのでご注意下さい。 

・時間内の入退室は自由です。したがいまして出欠の確認なども行いません。 

・当コースは最大 3日間の日程です。欠席時の返金および料金精算、および年末年始特別サポート 

開講後のコース変更はできません。 

・12月 29日午前のサービス開講分は 2日コース・3日コースいずれの受講生も参加可能です。 


