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ベテラン講師による 質の高い授業を 低料金で提供！ 
 

★1対 2の個別指導      
・90分の通常授業では 2名の生徒に対し講師 1名が常に隣に着席して指導します。 

わからないことがあればその場で解説をしますので授業が終わるまで待つ必要がありません。 

・理解度が浅い分野は、単元別問題集プリントをその場で渡し、わかるまで指導します。 

そして、できた所を、ほめる！それが、当塾のモットーです。 

・生徒一人ひとりのレベルやスケジュールに合わせた指導をしています。学年以上のレベルの 

指導や、学年を戻って復習することも、もちろん OK！ 

★担任制          
・教科ごとの担任制なので毎回先生が変わる心配がありません。 

★振替授業制度       
・学校行事や部活の試合、その他自分の都合による欠席の場合でも、無料で振替授業をいたします。 

・テスト前には、1コマ単位でスポット授業を追加することもできます。 

スポット授業では、レギュラー授業以外の科目も受講することができます。 

★授業ごとの指導レポート 
・毎回の授業のたびに、授業内容や理解度を記録した指導レポートをお渡ししています。 

・塾での習熟度や次回までの宿題の内容をお知らせします。 

★個性豊かな講師陣    
 ・数々の私立中学受験合格者輩出の実績を持つ『全教科指導できる超人気講師』 

 ・一度授業を受けただけで、国語が好きになる  『当塾一押しの看板国語講師』 

 ・旧大阪外大（現：大阪大学）出身 英文法を熟知し、近隣の高校の授業やテストの 

傾向までも把握 『丁寧な指導が人気のベテラン英語講師』 

 ・現役国立大医科学生の教える  『ポイントを押さえた数学指導』 

 ・京都大・大阪大・神戸大・神戸市外大・同志社大のほか、神戸高校・長田高校など 

 地元有名高校出身の講師が多数在籍！大学入試指導、高校入試指導も万全です！ 

 ・自身が苦手な数学を克服し国立大学に合格した講師、部活引退後勉強に目覚め 

た『解らない』の気持ちのわかる講師、看護大学受験経験を持つ講師など個性豊 

かな講師が当塾の一人ひとりに寄り添う指導方式に共感して、集まっています。 

 必ず、生徒に合った講師を紹介できる自信があります！ 

                         （2021年現在：社会人講師 15名在籍） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           

     

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

マンツーマン学習センター 充実の学習システム 

 

 小･中･高校生(現･卒)対応 個別指導

塾        

学園都市校 

e-mail : info@ell-mantoman.co.jp 

  URL http://www.ell-mantoman.co.jp/ 

西神南校 
神戸市西区学園西町 1-1-1 ユニバープラザ 4F 神戸市西区井吹台東町 1-1-1西神南センタービル 4Ｆ 

指導
個別

 

  通塾/オンライン両対応可    

 

個人指導一筋４０余年 手作り教育の草分け 

地下鉄学園都市駅前のビルです 

警備員常駐で防犯カメラ設置の安全性！ 

自転車駐輪場も完備！ 

◇ 学校別定期テスト対策（私立中高にも対応）

中間・期末テスト対策では受講教科以外も各中学校別の対策問題を解きます 

◇ （小４～中３） 兵庫模試／進研 V模試
偏差値をはじめとする県内／学区内の各種相対評価データで状況を把握。 

内申点も加味してより高精度な志望校合格度分析が可能です。 

◇ 高校入試セミナー（年２回開催）
学校やインターネットでは手に入らない詳細なデータをもとに、公立高校・私立高校 

入試の仕組みをわかりやすく説明します。 

◇ 実技教科定期テスト対策 
  音楽講師による実技のテスト対策講座で内申点アップを目指します。

◇ サポート教室＆自習ｽﾍﾟｰｽ使い放題（無料）
自習スペースは授業のない日でもご利用いただけます。また授業以外でも、サポート 

教室でチューターが皆さんの質問やわからないことにていねいにお答えします！ 

◇ 保護者面談・進路相談（随時対応）
ふだんの学習相談から大学受験まで、迅速に対応します。また高校入試については模

試のデータと豊富な資料をもとにきめ細かな進路アドバイスを行っています。 

★その他にも充実の学習システムをご用意しています。 

マンツーマン学習センター 学園都市校／西神南校 

地下鉄西神南駅前のビルです 

警備員常駐で防犯カメラ設置の安全性！ 

自転車駐輪場も完備！ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆１コマなんと最大 3 時間の密着講習で理解力＆定着力を徹底的に鍛え上げます！！ 

受講回数・科目・スケジュールは自由に設定可能です！  また欠席時の振替授業も安心の対応！ 

<<夏期講習の指導時間>>  

(A)9:50～12:50   (B)13:40～16:40   (C)17:10～20:10   (D)18:50～21:50 

夏期講習受講者は、講習期間中 14:00～21:00 無料で自習スペースをご利用いただけます。 

● ２０２1 年度 夏期特別講習料金表（税込）  １対２形式 ●   下記以外の受講回数も承ります 

 

 授業時間 5 回 7 回 10 回 15回 

 90 分 15,400 19,250 25,850 37,950 

小 学 生 本 科 120 分 20,350 25,300 34,100 48,950 

 180 分 26,950 35,750 45,100 66,000 

中 1 ～ 中 2 
120 分 23,100 30,800 41,800 57,750 

180 分 32,450 43,450 53,900 81,400 

中 3 ～ 高 2 180 分 38,500 46,200 61,050 89,100 

大 学 受 験 180 分 42,900 50,600 68,200 96,250 

     １時間あたりの受講料で比較すると、１８０分授業で１０回以上の受講が断然お得です！ 

 

2021年度 シュリーマンアカデミー夏期特別プログラム  
対象 レッスン・講座名 内容 レッスン時間・回数 受講料(税込) 

高校生 

（現･卒） 
甲南大/神戸学院大受験対策 

・甲南大学、または神戸学院大学に的を絞った解説・演習です。 

一足先に傾向を知り、対策をすることで合格へ近づきます。 

全5回   1回120分×5回 

（少人数 3～5 名） 
27,500 

小学生～ 

一般 
英検対策講座個別授業 

・英検受験合格を目指した個別指導です。 

・３級以上はライティング特訓をメインにすることもできます 

・2 次面接対策講座も別途オプションで追加できます。 

・英検準 1 級対策も相談に応じます。（受講料は１対２形式） 

５ ・４級：  1 回６０分×４回 11,000 

3・準 2 級： 1 回９０分×４回 17,600 

2 級： 1 回９０分×４回 18,700 

小学生 小学生の英語文法・音読 
・英語の上達に文法の理解は不可欠です。 

英語の文法を基礎から)わかりやすく学習します。 

・中学校で学習する内容を先取りで学びます。 

全４回   1 回６０分×４回 8,250 

幼児～ 

小学生 
英語に触れる夏休み♪ 

・Alphabet や Phonics の基礎から、Speaking・Listening・

Reading・Writing の４技能までを学習します。 

・リラックスして日常会話を学びます。 

年齢、学習を考慮したクラス(ミニグループ) 

 

全４回     1 回５０分×４回 
7,150 

教材費 1,100 

中学生 

高校生 

一般 

英語で日記を書こう 

・毎日の生活を通して自分の感じたことや考え方を日記にしまし

ょう。 

・英語の実力がアップするとともに新しい視点での考え方が 

 学べます。 

全４回 

1 回６０分～90 分×４回 

9,900 

教材費 1,100 

上記講座の詳しい案内をお送りいたします。 

 

 

 

７/１９(月)～８/３１(火) 

 

２０２１年度 

 

マンツーマン学習センター 学園都市校／西神南校 

学園都市校 078-794-2431 

西 神 南 校 078-991-1460 
ユニバープラザ４F 

西神南センタービル４F 

レギュラー会員ご入会時 

○得ただ今入会金無料！ 
（16,500円→０円） 

 

お申込み・お問い合わせは 月～土 午後２時～８時 

学園都市校 078-794-2898

88 

西区学園西町1-1-2神戸学園都市ビル２Fコミュニティプラザ 

西神南校 西区井吹台東町1-1-1西神南センタービル4F 

西区学園西町1-1-1ユニバープラザ4F 教務・受付 

schliemann.academy 


