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春期講習のご案内

初割制度 開倫塾が初めての方に限り，

１コマ（50分×4回）受講料 特別無料
※教材費別途，BBYを除く。
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新学期から勉強のやり方を

見直してみませんか？

□ 新学期なので新たな気持ちでがんばりたい。

□ 学年順位をもっと上げたい。

□ 学年末テストの結果が今ひとつだった・・・。

□ 家庭学習の習慣をつけたい。

□ 今年は受験学年なのでがんばらなくては！

４月から新学期です。

学年がひとつ上がる方も，新しく中学校・高校に入学する方も，

｢新学期からは，もっとがんばろう！｣と思っていますね。

とくに，今までの勉強がうまくいかなかったり，

中学や高校で学年末テストの結果が思わしくなかった方は，

｢今度こそ！」という気持ちで新学期を迎えるのではないでしょうか？

開倫塾の個別指導部では，

この４月から新たな気持ちでがんばろうと思っているあなたにぴったりの，

短期集中型の講座を用意してあります。

わずかな期間で確実に結果を出す＝学力を伸ばすことによって，

新学期から最高のスタートができます。

開倫塾の個別指導は，受講の前に十分なカウンセリングを行いますので，

勉強の仕方や，あなたの現状について的確なアドバイスができます。

これまでの勉強方法を見直す意味でも，

是非この短期集中講座「春期講習」をご検討ください。
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開倫個別では，３月２６日（木）から４月３日（金）までの期間は

｢春期特別日程｣となっております。この期間に春期講習のカリキュラムをひとりひとりの

お子様ごとに，ご要望に応じて作成し実施します。

学習相談会（カウンセリング）

２月２５日（金）～３月２５日（水）
※相談日・時間については，お問い合わせの時にお伝えます。

これまでの学習の様子や経過を振り返りながら

□春休みの目標の設定（なにを達成するのか）

□春休みの計画を作成（いつ，なにをするのか）

□進路相談（最終的になにを目指すのか）

について，担当者とお子様，保護者様の３人で実施します。

これまでの成績の推移や現在の学習方法・時間・教材など学習の様子・現状を

お聞きしながら，お子様に最適な学習方法を提案します。

開 倫 個 別

春 期 講 習
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＜＜カリキュラムの目安＞＞

カウンセリングによって、お子様の現状をよくお聞きした上で

最も効果的なカリキュラムをご提案させていただきます。

①１学期の学習内容をもう一度学習する場合・・・２コマ

②前の学年にまでさかのぼって学習する場合・・・３コマ

③２年以上さかのぼって学習する場合・・・・・・４コマ

④３年以上さかのぼって学習する場合・・・・・・５コマ

※上記日程は、あくまでも１教科あたりの目安です。

通塾の都合や理解の状況によって個別的にご相談させていただきます。

例）新中３生で｢関数｣が苦手な場合

｢中１のときからずっと苦手だった」という場合は、

小学校の算数で学習した「割合」｢比｣「分数の意味」を完全に理解していない

状態で学習をつづけていることが考えられます。

この場合は、「小学校の復習（１コマ）」「中１・中２の内容（２コマ）｣

｢定着演習と入試レベル演習（１コマ）」で合計４コマのカリキュラムをベース

として提案させていただきます。

春期講習概要
春休みの期間を４日間ごとに２つのターム（期間）に分割して実施します。

１つのコマは５０分×１ターム（４日間）です。

期間 日程

１ターム ３月２６日（木）・２７日（金）・２８日（土）・３０日（月）

２ターム ３月３１日（火）・４月１日（水）・２日（木）・３日（金）

＊受講するコマ数によっては，上記期間以外にも実施することがあります。

授業時間

１時限 １２：５０～１３：４０ ６時限 １７：５０～１８：４０

２時限 １３：５０～１４：４０ ７時限 １８：５０～１９：４０

３時限 １４：５０～１５：４０ ８時限 １９：５０～２０：４０

４時限 １５：５０～１６：４０ ９時限 ２０：５０～２１：４０

５時限 １６：５０～１７：４０ ２２：００閉館
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受講料（税込み）

【1:4個別指導】 【1:2個別指導】

コマ数 小学生 中学生 コマ数 小学生
中高 私国立

中学生 高校生
一貫 中受験

1コマ ¥5,500 ¥5,500 1コマ ¥11,000 ¥11,000 ¥11,000 ¥11,000 ¥11,000

2コマ ¥11,000 ¥11,000 2コマ ¥22,000 ¥22,000 ¥22,000 ¥22,000 ¥22,000

3コマ ¥16,500 ¥16,500 3コマ ¥33,000 ¥33,000 ¥33,000 ¥33,000 ¥33,000

4コマ ¥22,000 ¥22,000 4コマ ¥44,000 ¥44,000 ¥44,000 ¥44,000 ¥44,000

5コマ ¥27,500 ¥27,500 5コマ ¥55,000 ¥55,000 ¥55,000 ¥55,000 ¥55,000

6コマ ¥33,000 ¥33,000 6コマ ¥66,000 ¥66,000 ¥66,000 ¥66,000 ¥66,000

7コマ ¥38,500 ¥38,500 7コマ ¥77,000 ¥77,000 ¥77,000 ¥77,000 ¥77,000

8コマ ¥44,000 ¥44,000 8コマ ¥88,000 ¥88,000 ¥88,000 ¥88,000 ¥88,000

9コマ ¥49,500 ¥49,500 9コマ ¥99,000 ¥99,000 ¥99,000 ¥99,000 ¥99,000

10コマ ¥55,000 ¥55,000 10コマ ¥110,000 ¥110,000 ¥110,000 ¥110,000 ¥110,000

11コマ ¥60,500 ¥60,500 11コマ ¥121,000 ¥121,000 ¥121,000 ¥121,000 ¥121,000

12コマ ¥66,000 ¥66,000 12コマ ¥132,000 ¥132,000 ¥132,000 ¥132,000 ¥132,000

13コマ ¥71,500 ¥71,500 13コマ ¥143,000 ¥143,000 ¥143,000 ¥143,000 ¥143,000

14コマ ¥77,000 ¥77,000 14コマ ¥154,000 ¥154,000 ¥154,000 ¥154,000 ¥154,000

15コマ ¥82,500 ¥82,500 15コマ ¥165,000 ¥165,000 ¥165,000 ¥165,000 ¥165,000

16コマ ¥88,000 ¥88,000 16コマ ¥176,000 ¥176,000 ¥176,000 ¥176,000 ¥176,000

17コマ ¥93,500 ¥93,500 17コマ ¥187,000 ¥187,000 ¥187,000 ¥187,000 ¥187,000

18コマ ¥99,000 ¥99,000 18コマ ¥198,000 ¥198,000 ¥198,000 ¥198,000 ¥198,000

19コマ ¥104,500 ¥104,500 19コマ ¥209,000 ¥209,000 ¥209,000 ¥209,000 ¥209,000

20コマ ¥110,000 ¥110,000 20コマ ¥220,000 ¥220,000 ¥220,000 ¥220,000 ¥220,000

※高校生の映像授業の受講料（税込み）については上記金額とは異なります。

※中学生でも指導内容に高校学習内容を含む場合は，高校生の料金体系となります。

教材費 すべて１冊につき３,３００円（税込み）

※受講申込と同時に入塾手続きをして通常授業でも同科目を受講する場合（年間教材

費に含まれているため）または既に購入済みの教材については，教材費はかかりま

せん。なお，受講申込後の入塾手続きについては，通常授業で同科目を受講する場

合でも教材費の返金・相殺はありません。受講申込時の入塾手続きをお勧めし

ます。

※継続入塾しても通常授業と異なる科目を受講する場合は，上記教材費をいただ

きます。
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初割制度 開倫塾が初めての方に限り，

１コマ（50分×4回）受講料 特別無料 で受講できます。

※教材費別途，BBYを除く。

【MEMO】
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【MEMO】
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開倫個別
墨田荒川・足立ブロック

東京本部 5 03-5604-5785
２０２０年２月


