
50分無料体験レッスン ＆ 冬期講習会  －仮予約用紙－ 
必要事項を記入してＦＡＸするか、スマホで撮影してメール添付で送信して下さい。 

 

 

②すぐやる！何度でもやる！できるまでやる！ キャンパスの「個別★90分冬期講習会」    

※受講したい日時に○を記入して下さい。グレーのコマは休講となります。自習タイムのコマ参加は無料です。 

 
開始 終了 

12/24 12/25 12/26 12/27 12/28 12/29 12/30 12/31 

～1/2 

1/3 1/4 1/5 1/6 

  
金 土 日 月 火 水 木 月 火 水 木 

筑
摩 

13:20 14:50           

 

  
 

  

休
講
日 

        

15:10 16:40                       

16:40～17:30                       

17:30 19:00                       

19:20 20:50                       

豊
科 

13:20 14:50                       

15:10 16:40                       

16:40～17:30   自習ﾀｲﾑ 自習ﾀｲﾑ     自習ﾀｲﾑ 自習ﾀｲﾑ   自習ﾀｲﾑ 自習ﾀｲﾑ   

17:30 19:00                       

19:20 20:50                       

三
郷 

9:20 10:50                       

11:10 12:40                       

13:20 14:50                       

15:10 16:40                       

16:40～17:40       自習ﾀｲﾑ 自習ﾀｲﾑ 自習ﾀｲﾑ 自習ﾀｲﾑ 自習ﾀｲﾑ       

17:40 19:10                       

19:30 21:00                       

穂
高 

9:20 10:50                       

11:10 12:40                       

13:20 14:50           

 

  
 

          

15:10 16:40                       

16:40～17:40   自習ﾀｲﾑ 自習ﾀｲﾑ         自習ﾀｲﾑ 自習ﾀｲﾑ 自習ﾀｲﾑ   

17:40 19:10                       

19:30 21:00                       

松
川 

13:20 14:50                       

15:10 16:40                       

16:40～17:30   自習ﾀｲﾑ 自習ﾀｲﾑ 自習ﾀｲﾑ 自習ﾀｲﾑ 自習ﾀｲﾑ 自習ﾀｲﾑ   自習ﾀｲﾑ 自習ﾀｲﾑ 自習ﾀｲﾑ 

17:30 19:00                       

19:20 20:50                       
 

 ＴＥＬ ０１２０－７６５－０１５  13:30～21:30（日祝休）   

 ＦＡＸ ０２６３－８２９－０２４     24時間受付 
    個別指導のキャンパス 
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「どうすれば成績が上がるのでしょうか・・・？」 
 

もしもお子さんの学習のことでお悩みでしたら、その答えはこの手紙の中にあるかもしれません。 

どうか、最後まで読んで頂けませんか？ 
 

 

冬期期講習会も「平均1対2」で行います！（講師１人に生徒１～３人の個別指導） 
 

 

    メリット1  1回90分 2,620円！ 回数・日時・教科が選べます。 
※中3生は1回90分3,140円～4,710円です。 

メリット2  50分無料体験レッスンも受講できます。 

メリット3  早く始めたい人は冬休み前からの受講もＯＫです！ 

メリット4  中3生は、チョット厳しいスパルタコースもご用意！ 

メリット5  WEB予約特典！ 公式HPからのご予約で冬期講習1回無料！ 
 

 
  成績アップという「成果」にこだわります。 繰り返し学習と5科サポートで3ヶ月で成績アップ！ 

         成績アップ実践塾  個別指導の キャンパス you can pass! 
 

●NEW！ 筑摩教室  ●穂高教室  ●豊科教室  ●三郷教室  ●松川教室 

 
 

キャンパスは、1対2の個別指導をメインに、女性スタッフが中心となって運営している学習塾です。 

キャンパスが追及する成績アップのための学習サポートは、For you（生徒さんのため）のサポートです。For you の

授業や接し方、そして保護者様の気持ちに寄り添うサポートは、女性のほうが圧倒的に上手なケースが多いです。です

ので、生徒さんにも保護者様にも、より「細やかなサポート」や「親身な対応」、そして「愛情あふれる授業」のご提

供を実現しています。 

 

開校 14 年目となりますが、毎月たくさんの口コミによるご入会を頂けるようになり、今年もご紹介によるご

入会が90％を超えました！ 本当にありがとうございます！ 
 

 

…ところで、体験レッスンに来られる多くの方から、こんなお話をよくお聞きします。 
 

学習はしているようですが、まったく成績が上がらないんです…とのこと。 

 
 

お母様にお話を伺ってみるとこんなご様子でした。 
 

・学校の宿題をやってはいるけど、ただ書いているだけ。また、難しい問題はやらない。 

・数学は計算だけ、英語は単語練習だけ。また、テストの見直しをしない。 

・間違ったものは正答を記入するだけで、なぜこの答えなるか？を考えない。 

・週に１～２回塾・家庭教師をやっている。都度、５科何でも本人の希望する所を教わるスタイル。 

 

もちろんこれでは成果は出ません… 
 

 

成績を上げるためには、正しいやり方で学習することです。基本的な成績アップは下記の通りです。 
 

①わからないところをわかるようにする。 
           ↓ 

②わかるようになったら、一人でもできるようになるまで徹底的に繰り返す。 
      ↓ 
③正しい学習のやり方を身に着けて、成績アップ！ 
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□ ①50分無料体験レッスンを予約したいです。   □ ②冬期講習会を予約したいです。 

お名前 男・女   お電話 （      ） 

通学校 小・中   年   希望教科 英・数（算）・国・理・社 

①目からウロコの「個別★50分無料体験レッスン」    

※冬期講習前は通常授業日時内で行います。18:00～ or 19:40～の時間を記入して下さい。 

冬期講習期間中は下記の表（冬期講習スケジュール）の日時で行います。 

第１希望   月    日（    ）    ：    ～ 50分 □筑摩  □豊科  □穂高  □三郷  □松川  

第２希望   月    日（     ）    ：    ～ 50分 □筑摩  □豊科  □穂高  □三郷  □松川 

 

←重要！ 



※繰り返しは大事です。大人の仕事もそうですが、場数をたくさん踏む人ほど仕事も上達し、上司や他部署の信頼を得

て様々な仕事を任せられるようになり、やればやるほど仕事ができる人になっていきます。逆に、仕事をたくさんこ

なすことを避けている人は、どんどん追い抜かれていきます。また、音楽やスポーツも繰り返すことが重要ですね。  

 

また、家庭教師に多いようですが、「５科なんでもＯＫ！ 本人のやりたいところをやります！」というスタイル。 

一見おトクなように見えますが、80点程度取れている教科で、かつ正しい学習のしかたが身についているならよいので

すが、そうでないなら特に英語・数学はわからないところを断片的に教わっても、まず成績は上がりません。  

なぜなら、積み重ねの学習である英語・数学は一度つまずいてしまうと、そこまで戻って系統的に学ばないときちんと

理解はできないからです。学校のカリキュラムもそうなっていますね。自分自身で「僕はここでつまづいているから、

ここまで戻ってやり直さないとだめだ！」と気づけることは極めて少ないです。 

 

そして、わかりやすい授業や解説だけでは、成績は上がりません… 

 

正しいやり方で学習し、それを徹底的に繰り返すことで、成績アップという成果を出すことができます！ 

 

 

…もしも今の学習の仕方に不安があるなら、また、今のやり方で明らかに成果が出ていないとしたら、 

この冬の企画に参加して成績アップのきっかけを作りませんか？ 

 

冬の企画① 目からウロコの「個別☆50分無料体験レッスン」   

すごくわかるようになった！」と、目からウロコの体験レッスンです。 

初めての方は、まずはこちらを受講してみて下さい。体験レッスン時にカウンセリングを行いますので、各科の

状況や目標・要望・志望校などをお話し頂ければ、今後の効率的かつ具体的な学習法を経験豊富なスタッフがお

伝えします。また、「これから点数を上げやすい教科」と「そうでない教科」があります！ それは、お子さんの状

況によっても変ってきます。  

※お忙しい方は、カウンセリングのみでもお受けもできます。 

 

冬の企画②  すぐやる！何度でもやる！できるまでやる！「個別☆90分冬期講習会」 

★受講料 1回90分 ●中3生 3,140円～4,710円   

●中1・中2生・小学生 2,620円   

※別途テキスト代として１科660～780円が必要となります。（期間を通して1回のみです） 

ご都合の良い日時を選び、ご予約回数分だけのお支払いです。上記料金以外は一切かかりません。 

 

★WEBご予約特典！ 公式HP経由でのご予約で冬期講習1回無料！ 

    

★冬休み前の期講習会 

「体験レッスンを受けてみて、冬期講習頑張りたい！ でも、冬休みまでの時間がもったいないからすぐに

始めたい！」 毎年こんなご要望を頂いております。ご希望の方には、通常授業の日時に合わせて、冬休み前

から授業を始めることもできます。  
 

★キャンパスの名物！ 偏差値をあと4上げる！ 1ランク上の志望校を目指す！「中 3★スパルタコース」 

  スパルタといっても、叩いたり、言葉による暴力を浴びせたり、ということではありません。 

普段の授業同様、一人ひとりに愛情を持って授業をします！ 

このコースは、難易度や学習量の要求度を通常コースと比べて1.4倍程度まで引き上げます。 

このラストチャンスの冬休みは、敢えて厳しい「スパルタコース」で頑張ってみませんか？？？  

※スパルタコースの詳細は、HPをご覧ください。 
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この冬のイベントに参加すると、こんなメリットがあります！  
 

その1 今まで成績が上がらなかった理由が、はっきりとわかります。 

その2 学校では教えてくれない「一人ひとりにあった効果的な学習の仕方」をお伝えします。 

その3 具体的にこれから何をどのように学習すればいいのかが、ハッキリとわかります！  

その4 目標（志望校）があるのなら、具体的な必要点数と必要内申がわかります！  

その5 一人ひとりにエビデンスに基づいた学習サポートとアドバイスをします。 

その6 教務スタッフによる親身な対応で一人ひとりの問題を解決します。 

 

                また、キャンパスは「8つの仕組み」で成績アップを実現します！ 
 

その１  一人ひとりのわからない所まで戻って、わからない所をなくします！ 

その2  一人でできるようになるまで徹底的に繰り返します！ 

その3  効率のよい「正しい勉強のやり方」を身につけてもらいます！ 

その4  一人ひとりに合わせた宿題と家庭学習管理を行います！ 

その5  テスト前はテスト対策に特化します！ 

その6  一人ひとりに合わせて予習か復習か？を判断します！    

その7  5科サポートで、５教科合計点で大幅な点数アップを目指します！ 

その8   優しいだけではない、厳しさも持ち合わせた愛情あふれる講師です！ 

 
 

個別指導の為、受講はすべて予約制となっております。 

お電話・FAXでもご予約可能ですが、おトクなWEB予約をご利用下さい。 

 
 

－WEBご予約の方法 HPはこちらですー 
⇒キャンパス 筑摩で検索  

⇒キャンパス あづみので検索 ⇒もしくはこちらから読み取り！  
 

★まずは体験レッスンを受けたい方 （2つの方法がございます） 

①公式HPのお問合せフォームに入力して送信 

②4Pの仮予約用紙に記入して、スマホで撮影してHPの冬期講習ページに貼ってあるメルアド（QRコード） 

を読み込んで添付して送信。 

 

★冬期講習を予約したい方 

・4Pの仮予約用紙に記入して、スマホで撮影してHPの冬期講習ページに貼ってあるメルアド（QRコード） 

を読み込んで添付して送信。 
－お電話・FAXでご予約したい方はこちらですー 

ＴＥＬ ０１２０－７６５－０１５（13:30～21:30日祝休）   ＦＡＸ ０２６３－８２９－０２４ （24時間受付） 
 

※お問い合わせや見学・ご相談のみの方も大歓迎です！ 

ただ、突然のご来塾の場合ですと、混み合う時期ですのできちんと対応できない場合がございます。お手数ですが、

見学やご相談、「ちょっとお話を聞いてみたいな…」という場合でも事前にご予約をお願い致します。 
 

※もしも、お子さんの勉強のことでご不安があれば、一人で悩まずこの機会にご相談下さい！  

今の状況を変えるきっかけになるかもしれません。お子さんの学習に不安があれば今すぐご連絡下さい！ 
 

～各教室の地図です～
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