
2019 春期講習 募集要項           藤岡教室四谷大塚 NET 板宿本部校 
 

 

◆春期講習説明会  ３月２日(土)９(土) 午前 10：30～１時間程度 

◆講習期間  準備講座３月９日(土)開講，レギュラー講座３月２５日(月)開講 ※岡本校の準備講座は別日程 

◆春期講習講座と費用 

学年 講座コース 授業時間 科目 
講習費用 

受講料 教材費 

小２ レギュラー 3 時間 理系分野・文系分野 6,000 円+税 なし 

小３ 
レギュラー 8 時間 算・国 11,000 円+税 1,300 円+税 

選択＋α算数 4 時間 算 5,000 円+税 なし 

小４ 

入学準備講座 9 時間 算・国 4,500 円+税 500 円+税 

レギュラー 18 時間 算・国・理(西神は算国のみ) 17,000 円+税 1,500 円+税 
(西神は 1000 円+税) 

選択難問算数 ※受講資格必要 4 時間 算 5,000 円+税 ご相談ください 

小５ 

入学準備講座 9 時間 算・国 4,500 円+税 500 円+税 

レギュラー 36 時間 算・国・理 31,000 円+税 
1,800 円+税 

選択社会 4 時間 社 3,000 円+税 

選択土曜特訓 10 時間 算・国・理 11,000 円+税 ご相談ください 

小６ 

入学準備講座 9 時間 算・国 4,500 円+税 なし 

レギュラー 48 時間 算・国・理 40,000 円+税 2,200 円+税 

選択社会 8 時間 社 6,400 円+税 600 円+税 

選択土曜特訓 12 時間 算・国・理 13,000 円+税 ご相談ください 

選択日曜特訓 12 時間 算・国・理 13,000 円+税 ご相談ください 

※教材明細は右下をご覧ください。春期教材は講習初日にお渡しいたします。 

 

◆春期講習学習内容 

学年 講座 科目 授業内容 

小２ レギュラー 
理系 実験，数理パズル，ものがたり算数 

文系 漢字，ことばのパズル，文章題 

小３ 

 
レギュラー 

算数 線分図の利用，虫食い筆算，覆面算，平面図形 

国語 

説明文(アイスクリームのてんぷら 

物語文(①貝がら・②ぼくのトモダチのつくりかた) 

ことわざ・漢字分解パズル 

小４ 

 

準備講座 
算数 計算問題①②，和と差の問題 

国語 文と文のつながり①②，登場人物の気持ちを読む①② 

レギュラー 

算数 数と計算，平面図形，線分図の利用，くふうして解く問題 

国語 説明文①②，物語文①②，ことばの学習①②③④，漢字の学習①②③④ 

理科 いろいろなこん虫，光と磁石の性質，身の回りの水と空気，春のころ 

小５ 

 

準備講座 
算数 倍数と約数，分数の計算，いろいろな計算 

国語 説明文①②，物語小説①② 

レギュラー 

算数 数に関する問題，平面図形，立体図形，割合 

国語 説明文①②，物語小説①②，ことばの学習，漢字の学習 

理科 いろいろな水溶液，物のあたたまり方，星の動き，天気の変化 

社会 日本の食料生産①②，日本の工業地帯と工業地域，日本の自然 

小６ 

準備講座 
算数 文章題，図形，数と規則，速さ 

国語 説明文①，物語文①②，知識問題 

レギュラー 

算数 文章題①②，図形①②，数と規則①②，速さ①② 

国語 説明文①②，随筆文①②，物語・小説①②③，詩・語句・俳句，ことば，漢字の学習 

理科 水溶液①②，電流と発熱，動物とヒトの誕生，力のはたらき①②，天体，植物 

社会 日本国憲法，国会・内閣・裁判所，国際連合と平和 

 

 

◆春期講習 開講校舎とクラスレベル 

学年 講座 クラス 板宿本部 岡本 鈴蘭台 西神中央  クラスレベルの目安 

小２ レギュラー ２Ｓ 〇     

Ⅲ 

灘・甲陽 

神戸女学院 

西大和・洛南・神大附属 

小３ 
レギュラー ３Ｓ 〇 〇 〇   

+α算数  〇  〇   

小４ 

入学準備講座 〇 〇 〇 〇  

レギュラー 
Ⅰ・Ⅱ 〇 〇 〇 〇算国のみ  

Ⅱ 

神大附属 

六甲・白陵・須磨学園 

関西学院・三田学園(Ｓ) 

神戸海星・滝川(医Ｇ) 

甲南女子(Ｓアド) 

淳心学院(ヴェリタス) 

高槻 

Ⅲ※ 〇     

難問算数 Ⅲ※ 〇     

小５ 

入学準備講座 〇 〇 〇 〇  

レギュラー 

Ⅰ 〇 
〇 〇 〇 

 

Ⅱ※ 〇  

Ⅲ※ 〇     

土曜特訓 
Ⅱ※ 〇 〇    

Ⅲ※ 〇     

Ⅰ 

啓明学院・滝川第二 

三田学園(Ａ) 

関大中等部・関大一 

淳心学院(カリタス) 

滝川・甲南 

親和・甲南女子(スタンダード) 

武庫川・松蔭・神戸国際 

雲雀丘・神戸学院・夙川 

神戸龍谷 

小６ 

入学準備講座 〇  〇 〇  

レギュラー 

Ⅰ 〇  
〇 

〇  

Ⅱ※ 〇    

Ⅲ※ 〇     

土曜特訓 

Ⅰ 〇  
〇 

  

Ⅱ※ 〇    

Ⅲ※ 〇     

日曜特訓 

Ａ※ 〇     

Ｂ※ 〇       

Ｃ※ 〇       

Ｄ 〇       

※クラスの受講をご希望の場合は事前に選抜テストがあります。それ以外は春期講習受講のためのテストはありません。 

◆春期教材明細 

学年 講座名 教材名 価格  

小３ レギュラー 本講習 1,300 円+税  

小４ 

入学準備講座 入学準備講座算国 500 円+税  

レギュラー 

予習シリーズ春期講習 算数 500 円+税  

予習シリーズ春期講習 国語 500 円+税  

予習シリーズ春期講習 理科/社会 500 円+税  

小５ 

入学準備講座 入学準備講座算国 500 円+税  

レギュラー 

予習シリーズ春期講習 算数 600 円+税  

予習シリーズ春期講習 国語 600 円+税  

予習シリーズ春期講習 理科/社会 600 円+税  

小６ レギュラー 

予習シリーズ春期講習 算数 800 円+税  

予習シリーズ春期講習 国語 800 円+税  

予習シリーズ春期講習 理科 600 円+税  

予習シリーズ春期講習 社会 600 円+税  

 

◆申込方法  
別紙申込書に費用(受講料+教材費)を添えて，お申し込みください。 

お電話での仮受付も承ります。（受付時間：午後 1 時～10 時  日曜･祝日は除く） 

 

 

078-732-1111 


