
いくら授業を受けても定額料金!!!弱点克服の大チャンス

学習くらぶ 2021年 BY英数マスタープログラム

達 成 目 標
○総合基礎学力強化 苦手を徹底強化

○新学年先取り学習

○実力テスト1教科10点以上アップ目標

春休みに本当の基礎力を

絶対につけろ！
学習単元完全終了まで完全サポート！！！

☆徹底的に基礎学力強化

☆完全実力テスト対策

☆カリキュラム完全終了

☆一足早く先取り学習
基礎学習項目徹底整理

文章題を理解する学習法を身につけろ



○=====○=====○=====○=====○=====○=====○=====○=====○=====○

〒523-0061
近江八幡市江頭町462-1　メールお問い合わせ
エブリデイなかむら2F gakushu@e-clubweb.com

☎ 0748(32)4649
サンニ ヨ ロ シ ク

全21日間最大138時間学習

総額2万円以上を受講されると
受講料総額を次のように割引します。

(   )は兄弟姉妹お二人目からの特別割引です。

春休み個別講習受講料　学習くらぶ会員特別割引

3月度通常授業を受講された方の特典

◎3月26日までにお申し込みされ
　4月10日までにお支払いの場合 20%引(25%)

3月に学習くらぶレギュラー会員になられた方の特典

◎3月26日までにお申し込みされ
　4月10日までにお支払いの場合 10%引(15%)

英会話

Googleで検索 英数マスタープログラム

何時間やってもいいです！受講

教科授業時間・コマ数制限なし

自律・自立ができる

育脳寺子屋



一旦決めたら絶対に終わらせるんだという強い気持ちを持って下さ
い。授業回数分勉強したけど全部はできなかった・・・とはなりませ
ん。

授業回数は決まっていません。80分で終了させることですが、少々
きついと思います。でも心配無用です!!!　時間がかかっても最後ま
でやりぬいてもらいます。

理解に時間がかかっても何時間でも指導
します。だからできるようになります。

先取り学習・苦手教科の弱点補強・前学年の復習などオーダーメイド
でカリキュラムを作成します。もちろん最終的には、やるべき内容を
塾長と一緒に相談してから決めます。

勉強すべき学習単元・講座を終了するま
でやりきることが自信をつけてくれます。

学習予定は絶対に完全終了、完全理解、
できるまであきらめさせない!!!

学習くらぶの春休み講習は

新学年のための春休みになる！

勉強時間や授業時間じゃなくて

中身で勝負するのはあたりまえ。

追加費用は一切不要!!!

授業コマ数・時間は関係ありません。

決めた講座学習分は終了させます。



　その3　　　忘れない！

教室ではわからない、できないこ
とを解決する場です。質問、発言
ができるようになることがあなた
の能力を高めてくれます。 

君の勉強は新しいことの発見で
す。わからない、できない! から
始まるのです!!! 

テストは学習の終わりではなく始まりです。どこが良くてどこが悪い
のかを自分で知って、結果を常に前向きにとらえましょう!

テストは　楽しい?!
テストを楽しむために
　　　　　　　　君に必要な4つの　「・・・ない」

　その1　　　逃げない！

テストから逃げることはできません。どうせ逃げられないならテスト
を小さなイベントとして楽しむ方法を考えましょう。!

　その2　　　慌(あわ)てない！

テストを楽しむためには、しっかりとした計画と準備が必要になりま
す。ゲームの戦略と同じようにテストの戦略も考えてみましょう!

　その3　　　比べない！

テストの順位や点数ばかり気にしていてはテストは楽しめません。
テストは君の学習の到達度を知るためのものです!



全8日間 3月30日(火)～4月6日(火)
 
高校生= 英語Ⅰ/Ⅱ　数学ⅠA/ⅡB　理科(物理/化学/生物/地学) 

社会/ 国語(地歴公民/古文/漢文/現代文)

中学生= 英語 数学 理科 社会 国語 実力テスト対策 漢字特訓

小学生= 算数 国語(読解) 英語先取り 漢字特訓 中学入試対策(算国理社)

教科別新学年先取り学習(新中1生・新高1生必修)

高校生 ・大学入試に必要な基礎学力の定着

・センター試験レベル対策

・センター試験レベル対策新学年先取り学習

・旧学年までの総合学習

中3生(高校受験生) ・中1-2年の基礎復習

・高校入試に向けて必要な基礎知識の強化と定着

・センター試験レベル対策新学年先取り学習

中学1・2年生 ・1ランクアップ実力テスト向け総復習　

・通常受講教科以外の科目の理解度アップ

・3学期までのカリキュラム完全終了

・センター試験レベル対策新学年基礎先取り学習

小学生 ・3学期までの学習内容の完全復習と先取り学習

・国語読解力の強化と漢字の征服

・国語読解力の強化と漢字の征服中学受験対策

自由選択（同一学習時間定員5名まで）
時間割表から希望学習日と時間を選択できます。申込順受付

ご希望の学習時間と学習日を指定できます｡(ご希望通りにならない場合はご了承お願いします)

時間割の変更をお願いする場合がまれにあります。あらかじめご了承下さい。

80分の学習後休憩します。学習予定の単元や講座が終了できなかった場合は学習を続けて行います。

確認テストは、学習時間外に実施します。学習終了後受けてください。

学習日当日の変更はできませんので、学習日の前日までにご連絡下さい。振替学習を行います。

講習科目

講習目的

【学習日・時間】

【学習時間割】

3/30～4/6の8日間 1コマ目 2コマ目 3コマ目 4コマ目

2021年春休み個別講習プログラム内容

小3～高校生(1コマ80分学習) 2:30～3:50 4:00～5:20 5:30～6:50 7:00～8:20



春休み個別講習受講料

会員は割引あり

※ 1コマ80分学習(延長無料)

1教科学習

2教科学習

3教科学習

1教科l利用

2教科l利用

3教科l利用

消費税別

中学受験対策 会員は割引あり

※ 1コマ80分学習(延長無料)

文系/理系対策

理系対策

文系対策

2教科学習

3教科学習

4教科学習

消費税別

※

会員は割引あり

※ 1コマ80分学習(延長無料)

1教科学習

2教科学習

3教科学習

1教科l利用

2教科l利用

3教科l利用

消費税別

いつもやってるスタディサプリを家庭
で学習、時間割を決め学習アドバイス
を受けます。講習を受けない教科に活
用しましょう。英数理社国勉強できま
す。

苦手単元学習/補習 別紙単元表から選択
教科にこだわらず苦手単元の克
服に最適

3000円

2400円
xコマ数

指定コマ数以上

制限なし

※ 春休み講習は必修講座です。新学年の学習に向けて必ず受講してください。
特別な理由で春休み講習(復習と先取り学習)を受講されない場合、学習くらぶ継続割引や各種割引が次月
度適用されなくなります。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

WEB講座
HOME(10日間)

3/30～4/8

※ 春休み講習は必修講座です。新学年の学習に向けて必ず受講してください。
特別な理由で春休み講習(復習と先取り学習)を受講されない場合、学習くらぶ継続割引や各種割引が次月
度適用されなくなります。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

ベーシックウイングで学習する場合には、別途利用料2850円(1教科)3850円(2-5教科)が必要です。

漢字の徹底演習 10級～8段 進級式演習で確実に力をつけます
新
中
学
1
年

800円

1200円

1800円

春休み個別講習
復習と先取り
レベルアップ

英数理社国から選択(レベル別学習)
中学先取り学習
カリキュラムを終了するまで授業コマ
数を追加(無料)
学校の宿題学習も無料追加OK

最低授業コマ数 通常受講料

13000円5以上

24000円10以上

30000円14以上

別紙単元表から選択
教科にこだわらず苦手単元の克
服に最適

指定コマ数以上
2300円
xコマ数

小
5
・
6

中高一貫対策
春休み個別講習

文系/理系総合　文系(国社)のみ　理系
(算理)のみ　から選択　適性検査に対応
できる考える、分析する、説明する力を
養成作文(論理的に説明できる文章力)対
策を含みます。

最低授業コマ数 通常受講料

私立中学対策
春休み個別講習

16000円

16000円

19000円

28000円

28000円

8以上

8以上

10以上

15以上

20以上

算国理社から選択
前学年の総復習と先取り学習

小
学
生
3
～
6
年

春休み個別講習
復習と先取り
レベルアップ

算国理数英から選択
学年の総復習と先取り学習

4以上 12000円

8以上 18000円

12以上 24000円

制限なし 3000円漢字の徹底演習 10級～8段

WEB講座
HOME(10日間)

3/30～4/8

いつもやってるスタディサプリを家庭
で学習、時間割を決め学習アドバイス
を受けます。講習を受けない教科に活
用しましょう。英算理社国勉強できま
す。

苦手単元学習/補習

800円

1200円

1800円

最低授業コマ数 通常受講料

23000円12以上

できるまで

コマ数制限なし



春休み個別講習受講料 消費税10%が別途必要です。

会員は割引あり

※ 1コマ80分学習(延長無料)

1教科学習

2教科学習

3教科学習

1教科l利用

2教科l利用

3教科l利用

消費税別

会員は割引あり

※ 1コマ80分学習(延長無料)

1教科学習

2教科学習

3教科学習

1教科l利用

2教科l利用

3教科l利用

消費税別

※

最低授業コマ数 通常受講料

新
中
学
3
年

春休み個別講習
復習と先取り
レベルアップ

英数理社国から選択(レベル別学習)
中学2年の総復習と先取り学習
カリキュラムを終了するまで授業コマ
数を追加(無料)
学校の宿題学習も無料追加OK

WEB講座
HOME(10日間)

3/30～4/8

いつもやってるスタディサプリを家庭
で学習、時間割を決め学習アドバイス
を受けます。講習を受けない教科に活
用しましょう。英数理社国勉強できま
す。

漢字の徹底演習 10級～8段 進級式演習で確実に力をつけます

苦手単元学習/補習 別紙単元表から選択
教科にこだわらず苦手単元の克
服に最適

1800円

6以上 16000円

10以上

1200円

※ 春休み講習は必修講座です。新学年の学習に向けて必ず受講してください。
特別な理由で春休み講習(復習と先取り学習)を受講されない場合、学習くらぶ継続割引や各種割引が次月
度適用されなくなります。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

漢字の徹底演習 10級～8段 進級式演習で確実に力をつけます

苦手単元学習/補習 別紙単元表から選択
教科にこだわらず苦手単元の克
服に最適

1800円

WEB講座
HOME(10日間)

3/30～4/8

いつもやってるスタディサプリを家庭
で学習、時間割を決め学習アドバイス
を受けます。講習を受けない教科に活
用しましょう。英数理社国勉強できま
す。

最低授業コマ数 通常受講料

新
中
学
2
年

春休み個別講習
復習と先取り
レベルアップ

英数理社国から選択(レベル別学習)
中学1年の総復習と先取り学習
カリキュラムを終了するまで授業コマ
数を追加(無料)
学校の宿題学習も無料追加OK

指定コマ数以上
2400円
xコマ数

800円

1200円

32000円

33000円

制限なし 3000円

指定コマ数以上
2400円
xコマ数

800円

制限なし 3000円

26000円

春休み講習は必修講座です。新学年の学習に向けて必ず受講してください。
特別な理由で春休み講習(復習と先取り学習)を受講されない場合、学習くらぶ継続割引や各種割引が次月
度適用されなくなります。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

6以上 15000円

10以上 25000円

15以上

15以上

できるまで

コマ数制限なし



春休み個別講習では、コロナ禍の中、

感染対策を十分に取りながら、時間帯

最大受講人数を5名までに限定して授

業を行います。少人数での個別指導を

実施します。一人ひとりに最高の指導

と最適な学習カリキュラムを提供しま

す。

子どもたちには、理解力と発言力、読

解力、作文力、そして発想力を高める

授業に取り組み、たくさんのことを学

んでいただきます。授業コマ数に制限

はありません。いくらでも教室で過ご

して自信をつけて欲しいと思っていま

す。

学習くらぶでは子どもたちの学力低

下を阻止するために何ができるか常に

考えながら、塾としての役割を確実に

果たすことが使命だと重く考えていま

す。このお休みの期間を最大限に活用

して受講生の皆さんの学力向上を目指

したいと思います。



・完全オーダーメイドカリキュラム学習を実施　受講生が伸ばしたい教科、単元を集中的に学習します。

・映像授業ベーシックウイングまたはテキストで学習を進めます。学習コマ数制限はなく講座終了を保証。

・受講内容については、塾長と話し合い念入りにカリキュラムを作成します。

・内申アップ、大学受験、基礎学力教科など受講生の目的に応じて作成します。

・語彙力3倍を目標に英単語力増強トレーニングを実施します。

英語と数学の基本を再度見直し弱点を発見、徹底演習で克服
新学年で遅れをとらないように基礎を固めます。

基礎学力の養成から大学受験対策まで・・・・・ 1教科とは・・・以下の科目セットで1教科です。

○ やりたい学習、やらねばならない学習を自由選択 ●高校英語(英文法・構文・解釈) ●高校数学(ⅠA・ⅡB・ⅢC)

あなただけのオーダーメイド学習は、テキストまたは●高校国語/社会 ●高校理科(物理・化学・生物・地学)

映像講座から自由に選んで学習することができます。(古典文法・漢文)(日本史・世界史・地理・現社・政経・倫理)

○ 学習単元の詳細は別紙ベーシックMAX学習・
講座ガイドをご参照下さい。

○ 学習内容は個別にご相談の上、最適な選択をします。
○ 学習時間は無制限　時間を気にせず徹底学習できます。

3/31～4/7の8日間

全21日間最大138時間学習

高校生の春休み個別講習

+

◆オーダーメイド集中学習(高1～3年)

単元別基本学習
(ベーシックウイング) ＋ 単元別センター対策

(ベーシックセンター)

◆英数基礎学習(高1～3年)

オーダーメイド

集中学習

英語Ⅰ・Ⅱ

数学ⅠA・ⅡB・ⅢC

理科全科目

社会全科目/国語

試験に出た順

英単語

トレーニング

21

できるまで

コマ数制限なし

2021学習講座ガイド または スタディサプリ講座一覧をご覧ください



・大学受験を目標に最重要単語から順に
トレーニング学習

・厳選の2000語達成にどこまで
近づけるかチャレンジ

・長文読解に役立つ例文で覚える英単語
・オーダーメイド集中学習受講生→→→無料

30分講義X12回

▶英検準2級 7コマ
30分講義X12回

▶英検2級 14コマ
60分講義X14回

▶TOEIC対策

　
・400点突破

30分講義X60回

・500点突破
30分講義X60回

・600点突破
30分講義X50回

・700点突破
30分講義X50回

▶漢字検定対策 
※目標習熟度達成まで保証
・

◆試験に出た順英単語トレーニング(高1～3年)

◆英語資格試験対策(高1～3年)

総合的に漢字の読み･書きと
類義語･対義語･四字熟語漢字
検定準拠の内容を能率的に学
習します。

英検2級

(高校卒業レベル)

英検3級

(中3終了レベル)

英検準2級

(高校在学レベル)
TOEIC対策

漢字検定3級

(中学修了程度)

漢字検定準2級

(高校在学程度)



学習くらぶ by 英数マスタープログラム
※ プリント教材費実費が別途必要です

※ 消費税別料金

会員は割引あり

教科 最低コマ数 受講料
英語基礎 円
数学基礎 円

英語と数学の基礎をやり直しわからないことを解決!!
○ 弱点をはっきりとさせ基礎をきちんと整理することで

新学年の授業の準備ができます。 講座数 通常1コマ2講座学習 受講料
円
円

基礎学力の養成から大学受験対策まで・・・・・ 円
○ やりたい学習、やらねばならない学習を自由選択 ベーシックウイング講座

あなただけのオーダーメイド学習は、テキストや映像講座から 20分講義x2で1講座

自由に選んで学習することができます。 合計10講座まで 円
○ 学習単元の詳細は別紙ベーシックMAX学習・講座ガイド 11講座～ 円

をご参照下さい。 合計20講座まで 円
○ 学習内容は個別にご相談の上 21講座～ 円

最適な選択をします。 合計30講座まで 円
○学習時間は無制限　時間を気にせず徹底学習します。 31講座～ 円

合計40講座まで 円
1教科とは・・・以下の科目セットで1教科です。

●高校英語(英文法・構文・解釈)
●高校数学(数学ⅠA・ⅡB・ⅢC)
●高校理科(物理・化学・生物・地学)
●高校国語/社会

(現代文・古典文法・漢文)(日本史・世界史・地理・現社・政経・倫理)

ベーシックウイング 1教科 円
利用料金(1ヶ月) 2教科 円

3教科 円
4教科 円

▶1～1000語 5コマ以上 円
▶1001～2000語 5コマ以上 円
※オーダーメイド集中学習受講生は無料

▶ 英検3級 30分講義X12回+2次試験対策 7コマ 円
▶ 英検準2級 30分講義X12回+2次試験対策 7コマ 円
▶ 英検2級 60分講義X14回 15コマ 円

映像講座利用料金
3級・準2級 円

2級 円

▶ TOEIC対策
・400点突破 30分講義X60回 10コマ 円
・600点突破 30分講義X50回
・700点突破 30分講義X50回

▶ 漢字検定習熟トレーニング学習
各級

無制限 円

コマ数制限なし

16500

6コマ以上学習

9コマ以上学習

12コマ以上学習

オーダーメイド
学習

スタディサプリ講座

17000

全講座から自由に選択できます 11400

ベーシックMAX英語/数学/理科/国語 社会

1講座1200円
45200

56000

2850

5700

8550

2021春休み個別講習受講料 家庭学習だけではできない
学習量と達成感を実現します

受講コースと選択教科

◆オーダーメイド学習(高1～3年)
25000

◆英数基礎学習(高1～3年)
18000

2800010コマ以上
6コマ以上1教科

2教科

27000

～30000

31400

◆試験に出た順英単語トレーニング(高1～3年)

◆英語資格試験対策(高1～3年)

4000

2650

12000

14000

29000

600

6000

6000

1講座1400円

1講座1500円

32000

1講座1600円 15000

～44000

高校生

できるまで

コマ数制限なし


