
◆ 月 謝 （消費税は外税，100円未満は切り捨てとなります｡)

◇ <小学生>

小６ 国語・算数・理科・社会 32,000円

小５ 国語・算数・理科・社会 26,000円

小４ 国語・算数・理科・社会 22,000円

小３ 国語・算数 18,000円

小２･１ 国語・算数 12,000円

知育 5,000円

英語 3,000円

わくわく理科実験 2,000円/１回

◇ <中学生> 英・数の２教科 16,000円

１教科のみ 10,000円

※兄弟割引…下のお子さんは月謝が25％OFF。

他の割引と重なるときは，どちらか一方だけになります。

@ 自習室完備
授業前後や ，

通塾日以外でも

自由に利用可

わくわく理科実験

年２，３回程度， 年長児～小４

＊科学への興味・ 関心を深める

ための理科実験工作

ご 案 内２０１９年度 二 神 塾
松山市大街道３丁目５－８

℡ (089) 933-5544

■【小学６年】専任講師が徹底した中学入試対策をおこないます。

小６ 火 水 金 土 日[月３回程度]

愛光中コース 理・社 国語 算数 特別講座 算・国・理・社

時間 平日 17:20～20:00 ※ 平日は授業後無料補習あり(算数，理科)

日曜 9:30～15:50 ※ 土曜授業は３月から算･国13:20～16:30(有料)

■【小学５年】英才教育の本質「独立自尊」の学習姿勢を養います。

小５ 火 水 木 土 [月３回程度]

受験コース 社･理 算数 国語 算数

時間 平日 17:20～20:00 ※ 水曜は授業後無料補習あり

土曜日 10:00～12:00

■【小学４年】主要２教科＋理科･社会の中学入試の基礎作りをします。

水 金 土 [月３回程度]

小４ 算数・社会 国語・理科 算数・国語

受験コース 時間 17:20～19:50 13:20～16:30

■【小学３年】国語･算数の基礎から発展の学習を行います。

火 木

小３ 国語 算数

受験コース 時間 17:00～18:50

■【小学１･２年】国・算・知・英を通じて「考える力」を確実に養成します。

火 木 金

小２ 英語16:30～17:00

算数 国語

小１･２合同 17:00～18:00 17:00～18:00

小１ 知育 17:00～18:00 英語16:30～17:00

国語 算数

17:00～18:00 17:00～18:00

※ 知育学習は教具やプリントでの知育開発教育を行います。

■【公立中学生】2020年からの大学入学共通テストを見据え，「考える力」を

確実に養成します。東・南・北高を目指した徹底指導

学年 教科・曜日・時間

中３ 数学（木）18:00～21:00 英（金）19:30～21:00

中２･１ 数学（木）18:00～21:00 英（金）19:30～21:00

※ 数学は，時間帯の相談が可能です。 ※ 教科の選択も可能です。

※ 中１の授業は４月から開始します。

≪指導方針≫ みずから考える力を育てる

□ 入塾説明会 １/１４(月) 10:00～ (一斉テストも実施)

□ 新年度開講式 ２/３(日) 新小学２～６年 10:00～
* 中学生の開講式は行いません。

* 新小学１年は４月開講

* 新中学１年生は４月開講（１月下旬から中学準備講座開講）

※ 個別に随時入塾説明を行います。

◇ 入塾金 15,000円 兄弟姉妹が在塾の場合は免除

１年以内の復塾は無料 １年以上の復塾は 5,000円

◇ 教材費（ﾌﾟﾘﾝﾄ代，実力ﾃｽﾄ代など）
小１ 20,000円/年間

小２ 24,000円/年間 ２月,４月,８月の３回

小３ 30,000円/年間 に分けて集金します。

小４～６ 36,000円/年間

中学生は１教科毎に 3,500円/年間

キャンペーン期間は，

入塾金が０円です！

開講２/３(日)

☆ 小学生の放課後をトータルサポートします。塾学習への参加に特典あり。

一日の流れ

徒歩

車

＊ 一日最大 １５名まで

＊ 預かり時間 平日（月～金） 14:00～19:00

長期休暇中 8:00～19:00

土曜日 8:00～18:00

各小学校の振替休日では，預かり時間前後も対応可

長期休暇中のみや一日のみの預かりも対応可

＊ Activity : おもしろ算数・国語，思考パズル，知育パズル，創作,野外学習など

オプション 体操，硬筆，絵画，英語[ネイティブ講師] <料金別途>

＊ ベテラン教師が大切なお子さまを少人数でお預かりします。

◆ 費用（消費税はすべて外税，100円未満は切り捨て)

◇ 年会費 １０，０００円（登録料，施設管理費など）

長期休暇中のみ利用の場合は ５,０００円

◇ 月謝／基本コース [児童クラブのみ] １週あたりの利用日数

週１日 ‥‥ ８，０００円

週２日 ‥‥ １５，０００円 ＊ オプション料金 <選択することにより追加>

週３日 ‥‥ ２１，０００円 体操教室 ‥ 2,000円／１回

週４日 ‥‥ ２８，０００円 英語教室 ‥ 1,500円／１回

週５日 ‥‥ ３３，０００円 絵画･硬筆教室 ‥ 500円／１回

◇ 特別預かり費用

１日だけ５時間のみの利用 ‥‥ ２，５００円

臨時休校・振替休日(8:00～13:00) ‥‥ ３，０００円

時間外 ‥‥ ５００円／1時間

長期休暇中のみ外部者(１日５時間)‥‥ ３，０００円／１日

特典 基本コース＋ 塾学習コース の場合は，

基本コースが30％OFF

塾学習

当日の Activity

読書 / 自習

学校

手洗い，うがい

おやつ

宿題 / 読書

季節ごとの講習 [春・夏・冬] ，夏合宿 (小5 ,6) の実施

検定の実施 [漢字検定，算数・数学検定，算数ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ]

オリジナル進級テスト [漢字・計算] 無学年制で毎月第２土曜日

に実施，褒賞あり

小４～小６は毎月実力テスト（小２は年3回，小3は年5回）

さまざまな行事 野外学習，ﾊﾛｳｨﾝﾊﾟ-ﾃｨ-・ｸﾘｽﾏｽﾊﾟ-ﾃｨ-など

小・中学部 受験コース 児童クラブ 育英キッズ 小１～５

◇ 申込方法 入塾願書記入の上，入塾金を納入してください。

<受付> 13:00～20:00（月曜除く平日）℡ ９３３－５５４４
13:00～17:00（土曜日）


